
TEL 03-5356-8129 

2-15-4, Asagaya-Kita,Suginami-ku

Open 12:00am-2:30pm/5:30pm-12:30pm

Holidays Irregular

Credit Cards Accepted

1. 干物各種
（Dried Fishes）……………………………………… ￥800～
2. いか姿焼き（生姜醤油） ika sugata yaki
（grilled squid）………………………………………… ￥900
3. いかわた入りホイル焼き ikawata iri hoiruyaki
（squid wrapped in foil）……………………………… ￥900
4. もち豚スペアリブのにんにく醤油焼き 大 
mochibuta supearibu no ninniku shouyu yaki dai
（pork Spare Ribs large）…………………………… ￥1800
5. もち豚スペアリブのにんにく醤油焼き ハーフ
mochibuta supearibu no ninniku shouyu yaki half
（pork Spare Ribs half）………………………………… ￥950
6. 和牛ランプ炭火焼き wagyurampu sumibiyaki
（Japanese Beef Steak） …………………………… ￥1400

7. 大分産焼き椎茸串 oitasan yaki shitake
（Shiitake Mashrooms） ……………………………… ￥380
8. 焼きエリンギ yaki eringi（Eringi Mushroom）…… ￥450
9. 焼き長芋 yaki nagaimo（Chinese Yam）………… ￥500
10. 焼きナス yaki nasu（Eggplant）………………… ￥250
11. 焼きじゃがバター yaki jaga butter（Butter on Patato） ￥350
12. 焼き玉ねぎ yaki tamanegi（Grilled Onion）…… ￥350
13. キツネのきんちゃく焼き（キムチ納豆チーズ入り） 
kitune no kinchaku yaki（Kimchi, Natto & Cheese in 
Deep-Fried Tofu）……………………………………… ￥630
14. アボカドの味噌チーズ焼き avocado no miso chese yaki
（Grilled Avocado with miso & cheese）……………… ￥500
15. 料理コース 予約制
（Course (Please make a reservation  )）…………… ￥3000
 本日のお通し （appetizer）
 特製肉味噌サラダ（Sauce of mixed meat and miso Salad）
 お刺身盛り合わせ（Assoorted Sashimi）
 真ホッケ開き（Cut-open and dried Atka mackerel）
 スペアリブのにんにく醤油焼き （Pork Spare Ribs）
 いかホイル焼き（Squid wrapped in foil）
 焼きおにぎり （Grilled Rice Ball）
 お味噌汁 （Miso Soup）

16. 特製肉味噌サラダ tokusei nikumiso salad
（Sauce of mixed meat and miso Salad）…………… ￥750
17. 大根サラダ daikon salad（White Radish Salad） ￥600
18. 手作り豆富の厚揚げ tezukuri touhu no atsuage
（Grilled homemade Fried Tofu） …………………… ￥750
19. 青森産にんにく揚げ（大） aomorisan ninniku age dai
（Fried Garlic large）…………………………………… ￥950
20. 青森産にんにく揚げ（ハーフ） aomorisan ninniku age half
（Fried Garlic half）……………………………………… ￥500
21. 山芋千切り梅肉かけ yamaimo sengiri bainiku kake
（Sliced yam with Dried Plum）……………………… ￥580
22. ばくだん納豆 bakudan natto
（Natto with Sashimi）………………………………… ￥700

23. 自家製手作り豆富 jikasei tezukuri touhu
（Homemade Tofu）…………………………………… ￥600
24. 極上明太子 gokujo mentaiko（Spicy Cod Roe） ￥600
25. 白菜キムチ hakusai kimchi（Kimchi） ………… ￥450
26. お新香 oshinko（Pickled Vegetables）………… ￥450
27. 生のり酢 namanori su（Raw nori & Vinegar）…… ￥500
28. 珍味カニ味噌 chinmi kani miso（Crab Butter） ￥550
29. たこわさ takowasa（Octopus Marinated with Wasabi） ￥400

30. 豪華海鮮煮 gouka kaisen ni
（Special Seafood pot）……………………………… ￥2000

31. 大きい焼きおにぎり ookii yaki onigiri
（Large Grilled rice ball）……………………………… ￥400
32. あっさりねぎ塩そば assari negi shio soba …… ￥950
33. お茶漬け（鮭・梅・明太子） ochazuke
（Ochazuke(salmon/ume/Spicy cod roe)） ………… ￥600
34. 大きいおにぎり（鮭・梅・明太子・おかか） ookii onigiri
（Large rice ball(salmon/ume/Spicy cod roe/Bonito Flakes)） ￥300
35. ざるうどん zaru udon（Cold Udon）…………… ￥700
36. 激辛カレーうどん gekikara curry udon
（Hot Curry Udon） …………………………………… ￥850

37. 小笹屋 （ozasaya）……………………………… ￥1000
38. 竹鶴きもと （taketsuru kimoto）……………… ￥1000
39. 合鴨農法米 （aigamo nouhou mai）…………… ￥1000
40. 雄町　酸味一体 （omachi sammiittai） ………… ￥850
41. 竹鶴純米 （taketsuru jummai）…………………… ￥800
42. 秘傳 （hiden）……………………………………… ￥800
43. 独楽蔵　燗純米 （komagura）…………………… ￥800
44. 黒蜻蛉きもと （kuro tombo kimoto）…………… ￥980
45. 恵　純米吟醸 （megumi）………………………… ￥900
46. 大七純米きもと （Daishichi Junmai Kimoto）…… ￥850
47. 杉勇　特別純米原酒 （sugi isami）……………… ￥850
48. 睡龍きもと （suiryu）……………………………… ￥980
49. 玉櫻きもと改良雄町 （tamazakura） …………… ￥900

55. 綾花　特別純米 （ayaka）………………………… ￥800
56. 開春　石見辛口 （kaisyun）……………………… ￥800
57. 肥前蔵心　特別純米 （hizen kura gokoro）……… ￥800
58. 黒龍　純米吟醸 （kokuryu）……………………… ￥900

59. 玉川　山廃 （tamagawa）………………………… ￥800
60. 神亀 （Shinkame）………………………………… ￥980
61. きもとのどぶ （kimoto no dobu） ……………… ￥750
62. どぶろく 2種飲み比べ （doburoku nishu nomikurabe）

67. さつま寿 （satsuma kotobuki）…………………… ￥500
68. 倉津 （kuratsu） …………………………………… ￥500
69. 六代目百合 （rokudaime yuri）…………………… ￥500
70. 土竜 （mogura）…………………………………… ￥500
73. 明るい農村 （akarui nouson）…………………… ￥500
75. 奥霧島 （okukirishima）…………………………… ￥500
76. 紅椿 （benitsubaki） ……………………………… ￥500
77. 悪太郎 （akutarou）………………………………… ￥500
78. 川越 （kawagoe）…………………………………… ￥500

79. 喜界島 （kikaijima）………………………………… ￥500

80. 中々 （nakanaka） ………………………………… ￥500
82. 一粒の麦 （hitotsubu no mugi） ………………… ￥500
84. 釈云麦 （jyakuumbaku）…………………………… ￥500

85. 山せみ （yamasemi）……………………………… ￥500

86. 三岳 （mitake）……………………………………… ￥600
87. 赤霧島 （akakirishima）…………………………… ￥600
88. 萬膳 （manzen）…………………………………… ￥600
89. 伊佐美 （isami） …………………………………… ￥600
90. なかむら （nakamura）…………………………… ￥600

91. 百年の孤独 （hyakunennokodoku）……………… ￥800

92. 壱乃醸朝日 （ichinojo asahi） …………………… ￥600

94. 鳥飼 （torikai）……………………………………… ￥600

95. キリンラガー （kirin Lager）……………………… ￥650
96. サッポロラガー （sapporo Lager）……………… ￥650
97. エビス（小瓶） （Yebisu）………………………… ￥500

98. 生レモンサワー（Fresh Lemon Sour）…………… ￥500
99. 生グレープフルーツサワー （Fresh grapefruit sour） ￥550
100. ウーロンハイ （Oolong high） ………………… ￥450
101. 緑茶ハイ （Green tea high） …………………… ￥450
102. カシスソーダ （Cassis soda）…………………… ￥450
103. カシスウーロン （Cassis oolong）……………… ￥500
104. 紀州梅干サワー (Plum sour）…………………… ￥500
105. 角ハイボール （Kaku high ball）………………… ￥500
106. はちみつハイボール （Honey high ball）……… ￥500

107. にごり梅酒　梅太夫（芋焼酎）
 （nigori umeshu ume dayu）………………………… ￥600
108. ねこたま梅酒（米焼酎） （nekotama umeshu） ￥500
 

110. サントリーオールフリー（Suntory all free） ￥400
111. ウーロン茶 （Oolong tea）……………………… ￥380
112. 緑茶 （Green tea）………………………………… ￥380
113. ラムネ （Lemonade）…………………………… ￥400
114. 生搾りグレープフルーツ （Fresh grapefruit） ￥650
115. りんごジュース（Apple juice）………………… ￥500
116. みかんジュース （Orange juice） ……………… ￥500
117. 桃ジュース （Peach  juice）……………………… ￥500
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<Ingredients/Taste>

<Notice>
Some of restaurants accept CASH ONLY
The price including or excluding TAX is depending on the restaurant
Some of restaurants require COVER CHARGE
Some of restaurants require to order at least ONE DRINK

EXPERIENCE
SUGINAMI TOKYO

協力：
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24. 極上明太子 gokujo mentaiko（Spicy Cod Roe） ￥600
25. 白菜キムチ hakusai kimchi（Kimchi） ………… ￥450
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28. 珍味カニ味噌 chinmi kani miso（Crab Butter） ￥550
29. たこわさ takowasa（Octopus Marinated with Wasabi） ￥400

30. 豪華海鮮煮 gouka kaisen ni
（Special Seafood pot）……………………………… ￥2000

31. 大きい焼きおにぎり ookii yaki onigiri
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（Large rice ball(salmon/ume/Spicy cod roe/Bonito Flakes)） ￥300
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42. 秘傳 （hiden）……………………………………… ￥800
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60. 神亀 （Shinkame）………………………………… ￥980
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91. 百年の孤独 （hyakunennokodoku）……………… ￥800
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94. 鳥飼 （torikai）……………………………………… ￥600

95. キリンラガー （kirin Lager）……………………… ￥650
96. サッポロラガー （sapporo Lager）……………… ￥650
97. エビス（小瓶） （Yebisu）………………………… ￥500

98. 生レモンサワー（Fresh Lemon Sour）…………… ￥500
99. 生グレープフルーツサワー （Fresh grapefruit sour） ￥550
100. ウーロンハイ （Oolong high） ………………… ￥450
101. 緑茶ハイ （Green tea high） …………………… ￥450
102. カシスソーダ （Cassis soda）…………………… ￥450
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104. 紀州梅干サワー (Plum sour）…………………… ￥500
105. 角ハイボール （Kaku high ball）………………… ￥500
106. はちみつハイボール （Honey high ball）……… ￥500

107. にごり梅酒　梅太夫（芋焼酎）
 （nigori umeshu ume dayu）………………………… ￥600
108. ねこたま梅酒（米焼酎） （nekotama umeshu） ￥500
 

110. サントリーオールフリー（Suntory all free） ￥400
111. ウーロン茶 （Oolong tea）……………………… ￥380
112. 緑茶 （Green tea）………………………………… ￥380
113. ラムネ （Lemonade）…………………………… ￥400
114. 生搾りグレープフルーツ （Fresh grapefruit） ￥650
115. りんごジュース（Apple juice）………………… ￥500
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117. 桃ジュース （Peach  juice）……………………… ￥500

ドリンクドリンク DrinkDrink

日本酒 熱燗Sake (HOT)日本酒 熱燗Sake (HOT)

本格焼酎 芋Shochu (Potato)本格焼酎 芋Shochu (Potato)

特選焼酎 芋Special Shochu (Potato)特選焼酎 芋Special Shochu (Potato)

特選焼酎 麦Special Shochu (Barley)特選焼酎 麦Special Shochu (Barley)

特選焼酎 黒糖Special Shochu (Sugar)特選焼酎 黒糖Special Shochu (Sugar)

本格焼酎 黒糖Shochu (Sugar)本格焼酎 黒糖Shochu (Sugar)

本格焼酎 麦Shochu (Barley)本格焼酎 麦Shochu (Barley)

特選焼酎 米Shochu (Rice)特選焼酎 米Shochu (Rice)

ビールBeersビールBeers

サワーSourサワーSour

梅酒Plum Wines梅酒Plum Wines

ソフトドリンクSoft DrinksソフトドリンクSoft Drinks

本格焼酎 米Shochu (Rice)本格焼酎 米Shochu (Rice)
熱燗・冷酒Sake (HOT or COLD)熱燗・冷酒Sake (HOT or COLD)

おすすめSake (recommend)おすすめSake (recommend)


