
TEL 03-3316-4472

2F, 1-47-16, Asagaya-Minami, Suginami-ku

Open 7:00pm-5:00am

Irregular Holidays

1. 鶏たたき （Seared chicken） ……………………………… ￥550

2. 鶏のレバテキ （Seared chicken liver） …………………… ￥500

3. ささみ梅和え （Chicken tenderloin with Salty plum）…… ￥400

4. ささみさわびのり和え 
（Chicken tenderloin with Wasabi and Seaweed）………… ￥400

5. アボカドとクリームチーズ キムチ和え 
（Avocado and Cream cheese mixed with Kimchi）………… ￥500

6. チャンヂャとクリームチーズ
（Codfish marinated in spicy sauce and Cream cheese） …… ￥500

7. クリームチーズ酒盗和え 
（Cream cheese and Pickled bonito）………………………… ￥500

8. 油揚げ酒盗焼 （Grilled Fried tofu with Pickled bonito）…… ￥450

9. チーズ海苔サンド （Seaweed and cheese sandwiches）…… ￥450

10. ししゃもスモーク （Smoked Capelins）………………… ￥500

11. 鶏もつ煮 （Stewed chicken guts） ……………………… ￥500

12. ホットカマンベールチーズ （Hot Camembert cheese） ￥600
13. コンニャクと木の子のガーリック焼 
（Baked Konnyaku（Yam cake) and Mushrooms with garlic） ￥550

14. ラビオリのチーズ焼 （Baked Ravioli with cheese）…… ￥600

15. 若鶏のチーズ焼（カレー味）
（Grilled chicken with cheese (Curry flavor)） ……………… ￥600

16. 鶏ささみ明太子焼 
（Grilled Chicken tenderloin with spicy cod roe）…………… ￥500

17. とり天 （Tempura chicken）……………………………… ￥550

18. 山芋の磯辺焼 
（Grilled Japanese yam wrapped with seaweed） ………… ￥500

19. 焼きなす （Grilled eggplants）…………………………… ￥500

20. 揚げ茄子しょうが風味
（Deep fried eggplants with ginger）………………………… ￥500

21. ゴーヤ昆布つまみ揚げ （Deep fried Bitter melon and Kombu 
(Sea kelp)）……………………………………………………… ￥500

22. フライドポテト （French Fries）………………………… ￥450

23. レバーペースト （Liver pate）…………………………… ￥400

24. しいたけうま煮 （Simmerd Shiitake-mushrooms）…… ￥500

25. ゴーヤチャンプル （Okinawan stir fry with botter melon） ￥600
26. 豚キムチ炒め （Stir fried pork and Kimchi） …………… ￥600

27. 青菜炒め （Sauteed Greens）……………………………… ￥500

28. 鶏レバニラ炒め 
（Stir fried chicken liver and Chinese chives）……………… ￥600

29. マーボー豆腐 （Mapo Dofu (Tofu in Spicy Meat Sauce)） ￥550
30. なっとう炒め （Fried Natto ( Fermented soybeans)）…… ￥550

31. なっとうキムチ炒め （Stir fried Natto and Kimchi）…… ￥600

32. 煮込み （Ragout） ………………………………………… ￥550

33. 煮込みハーフ （Ragout half ）…………………………… ￥300

34. 水菜とささみのサラダ 
（Mizuna (Japanese mustard) and Chicken tenderloin salad） ￥500

35. 大根サラダ （Daikon-radish salad）……………………… ￥500

36. 豆腐サラダ （Tofu salad）………………………………… ￥500

37. 水炊きラーメン （Chicken hot pot ramen） …………… ￥700

38. ジャージャー麺 （Zhajiangmian） ……………………… ￥650

39. ソース焼きそば （Japanese style Fried noodle） ……… ￥650

40. 明太クリームパスタ （Spicy cod roe cream pasta）…… ￥700

41. 明太ペペロンチーノ 
（Spaghetti aglio e olio (garlic and olive oil) with spicy cod roe） ￥700

42. ナポリタン
（Japanese Style Naporitan( Tomat-based sause) ） ……… ￥700

43. 梅玉ぞうすい （Salty plum and egg rice soup）………… ￥500

44. エビス小生ビール （Yebisu Draft (S)）…………………… ￥350

45. エビス生ビール （Yebisu Draft）………………………… ￥500

46. 黒糖焼酎 （Brown Sugar Shochu）……………………… ￥400

47. 芋焼酎 （Sweet potato shochu）………………………… ￥400

48. 麦焼酎 （Backwheat shochu）…………………………… ￥400

49. 黒ゴマ焼酎 （Black sesame shochu）…………………… ￥400

50. コーヒー焼酎 （Coffee shochu）………………………… ￥400

51. コーヒー酎ミルク割り （Coffee shochu with milk）…… ￥450

52. デュワーズ ハイボール （Dewar's highball）…………… ￥450

53. レモンサワー （Lemon sour） …………………………… ￥400

54. ライムサワー （Lime sour）……………………………… ￥400

55. 緑茶割り （Green tea high）……………………………… ￥400

56. ウーロン割り （Oolong high）…………………………… ￥400

57. グレープフルーツ割り （Grapefruit high）……………… ￥450

58. 男梅サワー （Otoko-ume (Salty plum) sour）…………… ￥400

59. にごり酒 （Nigori）………………………………………… ￥450

60. 日本酒 （Sake）……………………………………………… ￥450

61. 日本酒スパークリング（500ml）
（Sparkling sake (500ml)） ……………………………………￥1700

62. スパークリングワイン（500ml） 
（Sparkling wine (500ml)）……………………………………￥1500

63. カシスウーロンorソーダ （Cassis Oolong or Soda）…… ￥500

64. 果実酒（梅酒・あんず・ライチ）
（Fruit Liqueur (Plum wine, Apricot, Lychee)）……………… ￥450

65. ライチグレープフルーツ （Lychee Grapefruit）………… ￥500

66. バーボン（ジム・ビーム） （Bourbon (Jim Beam)）…… ￥450

67. ジン（ボンベイドライ） （Gin (Bombay Dry)）………… ￥450

68. ラム（バカルティ） （Rum (Bacardi)）…………………… ￥450

69. 緑茶 （Green tea）………………………………………… ￥350

70. ウーロン茶 （Oolong tea）………………………………… ￥350

71. コーラ （Cola）……………………………………………… ￥350

72. オレンジジュース （Orange Juice）……………………… ￥350

73. グレープフルーツジュース （Grapefruit juice）………… ￥400

Ohtoriya

鳳 や

おつまみ Side Dishesおつまみ Side Dishes

サラダ Saladsサラダ Salads

食事 Rice and Noodles食事 Rice and Noodles

<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：

HOTHOTEgg

Chicken Pork

Beef Fish

Seafood Vegetables

Dairy Products

Flour

Spicy

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT

HOTHOT



1. 鶏たたき （Seared chicken） ……………………………… ￥550

2. 鶏のレバテキ （Seared chicken liver） …………………… ￥500

3. ささみ梅和え （Chicken tenderloin with Salty plum）…… ￥400

4. ささみさわびのり和え 
（Chicken tenderloin with Wasabi and Seaweed）………… ￥400

5. アボカドとクリームチーズ キムチ和え 
（Avocado and Cream cheese mixed with Kimchi）………… ￥500

6. チャンヂャとクリームチーズ
（Codfish marinated in spicy sauce and Cream cheese） …… ￥500

7. クリームチーズ酒盗和え 
（Cream cheese and Pickled bonito）………………………… ￥500

8. 油揚げ酒盗焼 （Grilled Fried tofu with Pickled bonito）…… ￥450

9. チーズ海苔サンド （Seaweed and cheese sandwiches）…… ￥450

10. ししゃもスモーク （Smoked Capelins）………………… ￥500

11. 鶏もつ煮 （Stewed chicken guts） ……………………… ￥500

12. ホットカマンベールチーズ （Hot Camembert cheese） ￥600
13. コンニャクと木の子のガーリック焼 
（Baked Konnyaku（Yam cake) and Mushrooms with garlic） ￥550

14. ラビオリのチーズ焼 （Baked Ravioli with cheese）…… ￥600

15. 若鶏のチーズ焼（カレー味）
（Grilled chicken with cheese (Curry flavor)） ……………… ￥600

16. 鶏ささみ明太子焼 
（Grilled Chicken tenderloin with spicy cod roe）…………… ￥500

17. とり天 （Tempura chicken）……………………………… ￥550

18. 山芋の磯辺焼 
（Grilled Japanese yam wrapped with seaweed） ………… ￥500

19. 焼きなす （Grilled eggplants）…………………………… ￥500

20. 揚げ茄子しょうが風味
（Deep fried eggplants with ginger）………………………… ￥500

21. ゴーヤ昆布つまみ揚げ （Deep fried Bitter melon and Kombu 
(Sea kelp)）……………………………………………………… ￥500

22. フライドポテト （French Fries）………………………… ￥450

23. レバーペースト （Liver pate）…………………………… ￥400

24. しいたけうま煮 （Simmerd Shiitake-mushrooms）…… ￥500

25. ゴーヤチャンプル （Okinawan stir fry with botter melon） ￥600
26. 豚キムチ炒め （Stir fried pork and Kimchi） …………… ￥600

27. 青菜炒め （Sauteed Greens）……………………………… ￥500

28. 鶏レバニラ炒め 
（Stir fried chicken liver and Chinese chives）……………… ￥600

29. マーボー豆腐 （Mapo Dofu (Tofu in Spicy Meat Sauce)） ￥550
30. なっとう炒め （Fried Natto ( Fermented soybeans)）…… ￥550

31. なっとうキムチ炒め （Stir fried Natto and Kimchi）…… ￥600

32. 煮込み （Ragout） ………………………………………… ￥550

33. 煮込みハーフ （Ragout half ）…………………………… ￥300

34. 水菜とささみのサラダ 
（Mizuna (Japanese mustard) and Chicken tenderloin salad） ￥500

35. 大根サラダ （Daikon-radish salad）……………………… ￥500

36. 豆腐サラダ （Tofu salad）………………………………… ￥500

37. 水炊きラーメン （Chicken hot pot ramen） …………… ￥700

38. ジャージャー麺 （Zhajiangmian） ……………………… ￥650

39. ソース焼きそば （Japanese style Fried noodle） ……… ￥650

40. 明太クリームパスタ （Spicy cod roe cream pasta）…… ￥700

41. 明太ペペロンチーノ 
（Spaghetti aglio e olio (garlic and olive oil) with spicy cod roe） ￥700

42. ナポリタン
（Japanese Style Naporitan( Tomat-based sause) ） ……… ￥700

43. 梅玉ぞうすい （Salty plum and egg rice soup）………… ￥500

44. エビス小生ビール （Yebisu Draft (S)）…………………… ￥350

45. エビス生ビール （Yebisu Draft）………………………… ￥500

46. 黒糖焼酎 （Brown Sugar Shochu）……………………… ￥400

47. 芋焼酎 （Sweet potato shochu）………………………… ￥400

48. 麦焼酎 （Backwheat shochu）…………………………… ￥400

49. 黒ゴマ焼酎 （Black sesame shochu）…………………… ￥400

50. コーヒー焼酎 （Coffee shochu）………………………… ￥400

51. コーヒー酎ミルク割り （Coffee shochu with milk）…… ￥450

52. デュワーズ ハイボール （Dewar's highball）…………… ￥450

53. レモンサワー （Lemon sour） …………………………… ￥400

54. ライムサワー （Lime sour）……………………………… ￥400

55. 緑茶割り （Green tea high）……………………………… ￥400

56. ウーロン割り （Oolong high）…………………………… ￥400

57. グレープフルーツ割り （Grapefruit high）……………… ￥450

58. 男梅サワー （Otoko-ume (Salty plum) sour）…………… ￥400

59. にごり酒 （Nigori）………………………………………… ￥450

60. 日本酒 （Sake）……………………………………………… ￥450

61. 日本酒スパークリング（500ml）
（Sparkling sake (500ml)） ……………………………………￥1700

62. スパークリングワイン（500ml） 
（Sparkling wine (500ml)）……………………………………￥1500

63. カシスウーロンorソーダ （Cassis Oolong or Soda）…… ￥500

64. 果実酒（梅酒・あんず・ライチ）
（Fruit Liqueur (Plum wine, Apricot, Lychee)）……………… ￥450

65. ライチグレープフルーツ （Lychee Grapefruit）………… ￥500

66. バーボン（ジム・ビーム） （Bourbon (Jim Beam)）…… ￥450

67. ジン（ボンベイドライ） （Gin (Bombay Dry)）………… ￥450

68. ラム（バカルティ） （Rum (Bacardi)）…………………… ￥450

69. 緑茶 （Green tea）………………………………………… ￥350

70. ウーロン茶 （Oolong tea）………………………………… ￥350

71. コーラ （Cola）……………………………………………… ￥350

72. オレンジジュース （Orange Juice）……………………… ￥350

73. グレープフルーツジュース （Grapefruit juice）………… ￥400

日本酒 Sake日本酒 Sake

その他 Othersその他 Others

ソフトドリンクSoft DrinksソフトドリンクSoft DrinksビールBeersビールBeers

焼酎Shochu焼酎Shochu

ハイボール・サワー
Highballs and Sours
ハイボール・サワー
Highballs and Sours


