
1. 日替わりお刺身盛り合わせ （Today's Sashimi sampler） ￥ASK

2. 日替わり野菜のお浸し （Today's boiled vegetables ）…… ￥480

3. 日替わり野菜のごま和え 
（Today's boiled vegetable with sesame）…………………… ￥580

4. 冷奴 （Cold Tofu）…………………………………………… ￥380

5. じゃこのせ奴 （Cold Tofu with Whitebait）……………… ￥580

6. 肉みそ奴 （Codl Tofu with Ground meat） ……………… ￥580

7. ばくだん （Fish, Natto (Fermented soy beans) and spicy cod roe 
(wrapp with seaweed)）……………………………………… ￥680

8. じゃことさくら海老のサラダ 
（Whitebait and Sakura shrimp salad）……………………… ￥580

9. アボカドシーザーサラダ （Avocado Caesar salad）……… ￥680

10. ポテサラ （Potato salad）………………………………… ￥580

11. トマトキムチ （Tomato with Kimchi）…………………… ￥480

12. あさづけ （Asazuke pickles）……………………………… ￥380

13. 温サラダ （Warm salad） ………………………………… ￥680

14. 穴玉 （Japanese style omlette with Conger）…………… ￥680

15. 京生麩焼き （Grilled Kyoto Nama-fu）…………………… ￥580

16. 京生麩のあげだし （Deep fried Kyoto Nama-fu）……… ￥580

17. 納豆きつね焼き （Fried tofu pouched with Natto）…… ￥230

18. 甘えび唐揚げ （Deep fried Sweet shrimps）…………… ￥530

19. じゃがバタ炒め （Stir-Fried Potatoes with Butter）…… ￥580

20. いかメンチ（1ヶ） （Squid fish cake　(1 pc)）………… ￥300

21. 鶏もも塩焼き （Grilled chicken thigh with salt） ……… ￥680

22. 手羽先焼き （Grilled chicken wing）……………………… ￥480

23. 鶏の唐揚げ （Fried chicken）……………………………… ￥680

24. 豚ロースの塩こうじ焼き
 （Grilled Shio koji marinated pork loin） …………………… ￥680

25. ソーセージ （Sausage）…………………………………… ￥680

26. 柳葉魚 （Marinated Grilled Fish）………………………… ￥200

27. つぼ鯛 （Overnight Dried Sea bream） ………………… ￥680

28. 金華さば （Kinka Saba (Mackerel)）……………………… ￥680

29. いか一夜干し （Overnight Dried Squid）………………… ￥580

30. 焼たらこ （Grilled Cod roe）……………………………… ￥480

31. 鮭はらす （Salmon Belly）………………………………… ￥580

32. トロほっけ （Fatty Okhotsk atka mackerel）……………￥1580
33. 天使のえび（1本） （Angel Prawn (1 pc)）……………… ￥280

34. するめのゴロ入り丸干し （Semi-Dried Whole squid）…… ￥480

35. えいひれ （Shark Fins (Jerky style)）……………………… ￥480

36. その他日替わり （Today's special (Simmering/Grilling)）

37. T・K・G（たまごかけごはん） 
（Rice topped with raw egg）………………………………… ￥480

38. 肉みそのっけ飯 
（Rice topped with Miso flavored ground miso and egg yolk） ￥580

39. ばくだん丼 （Rice topped with Fish, Natto (Fermented soy 
beans) and spicy cod roe (wrapp with seaweed)）………… ￥750

40. だし茶漬け （Dashi chazuke ( Dashi Broth over Rice) ） ￥380

41. 　　梅 （Ume plum）……………………………………… +￥50

42. 　　のり （Seaweed）……………………………………… +￥50

43. 　　塩辛 （Salted Squid Guts）……………………………+￥100
44. 　　明太 （Spicy cod roe）…………………………………+￥100
45. 　　たらこ （Cod roe）……………………………………+￥200
46. 　　鮭 （Salmon）…………………………………………+￥150

47. 海苔うどん （Seaweed Udon）…………………………… ￥480

48. 梅かつをうどん （Ume plum and Dried Bonito Udon） ￥580

49. 釜あげ明太うどん 
（Kamaage Udon(Udon in hot water) with Spicy cod roe） ￥680

50. 釜玉ラー油うどん （Kamaage Udon(Udon in hot water) with 
Egg and Spicy sesame oil）…………………………………… ￥580

51. 坦々うどん （Dandan (Chinese Spicy) Udon Noodle） ￥580

52. まぐろ酒盗 （Pickled Tuna fish）………………………… ￥580

53. たい酒盗 （Pickled Sea bream） ………………………… ￥680

54. いか塩辛 （Salted Squid Guts）…………………………… ￥480

55. 生たらこ （Raw cod roe）………………………………… ￥480

56. チーズせんべい （Cheese Crackers） …………………… ￥580

57. バニラアイス （Vanilla Ice Cream）……………………… ￥280

58. きなこ onthe アイス （Ice cream with Soynut powder and 
Muscovado (Japanese Molasses)）…………………………… ￥380

59. シューアイス （Ice cream in the Puff）…………………… ￥380

60. サッポロ黒ラベル生（メガジョッキ） 
（Sapporo Kuro (Black) Label draft (Mega-jug)）…………… ￥900

61. （中ジョッキ） （(Medium jug)）…………………………… ￥550

62. （小グラス） （(Small Glass)）……………………………… ￥300

63. 赤星ラガー瓶ビール（中瓶） 
（Red Star Lager (Sapporo) (Medium bottle)）……………… ￥550

64. NO アルコールビール （Non Alcoholic Beer） ………… ￥500

65. レッドアイ （Red Eye）…………………………………… ￥600

66. シャンディガフ （Shandy Gaff）………………………… ￥600

67. じゃばらビール （Citrus Jabara beer）…………………… ￥650

68. 角ハイボール（メガジョッキ） 
（Kaku Highball (Mega-jug)）………………………………… ￥800

69. グラス (Glass)……………………………………………… ￥450

70. 角レモンハイボール （Kaku Lemon Highball）………… ￥500

71. 角ジンジャーハイボール （Kaku Ginger Highball）…… ￥500

72. 白州ハイボール （Hakusyu Highball）…………………… ￥600

73. 白州レモンハイボール （Hakushu Lemon Highball）…… ￥650

74. 和ら麦 （Waramugi）……………………………………… ￥500

75. 特蒸 泰明 （Tokujo Taimei）……………………………… ￥550

76. くじら （Kujira）…………………………………………… ￥500

77. さつま寿 （Satsuma Kotobuki） ………………………… ￥550

78. 長雲 （Nagakumo）………………………………………… ￥500

79. 農民ロッソ・ドライ（グラス） 
（Nomin Rosso Dry (Glass)）…………………………………… ￥700

80. ボトル (Bottle) ……………………………………………￥3300
81. シャンパン （Champagne）……………………………… ￥ASK

82. 白加賀 梅酒 （Shirakaga Plum wine）…………………… ￥500

83. 塩梅酒 （Shioumesyu (Salty plum wine)）……………… ￥600

84. 富久長 みかん酒 （Fukucho Mikanshu ( Citrus unshiu)） ￥600
85. じゃばら酒 （Jabarasyu （Citrus Jabara)） ……………… ￥600

86. 鳳凰美田 桃酒 （Hoobiden Peach）……………………… ￥600

87. カシス（ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン茶）
（Cassis(Soda, Orange, Grapefruit, Oolong tea)）…………… ￥600

88. ウーロン茶 （Oolong tea）………………………………… ￥450

89. 緑茶 （Green tea）………………………………………… ￥450

90. そば茶 （Backwheat tea）………………………………… ￥450

91. ほうじ茶 （Brown rice tea）……………………………… ￥450

92. グレープフルーツ （Grapefruit ）………………………… ￥500

93. オレンジ （Orange） ……………………………………… ￥500

94. レモン （Lemon） ………………………………………… ￥500

95. クラマト （Clamato）……………………………………… ￥600

96. ラムネ （Lemon pop） …………………………………… ￥500

97. カルピス （Calpis）………………………………………… ￥500

98. ジンジャーエール （Ginger ale）………………………… ￥500

99. ビワミン （Biwamin）……………………………………… ￥600

100. 男梅 （Otoko-ume (Salty plum) ）……………………… ￥500

101. 梅干し （Salty plum） …………………………………… ￥500

102. 日本酒 （Sake）
103. 白瀑 ど辛 （Shirataki Dokara）…………………………… ￥500

104. 日高見 弥助 （Hitakami Yasuke） ……………………… ￥700

105. 紀土 （Kid）………………………………………………… ￥600

106. 鍋島 （Nabeshima）……………………………………… ￥600

107. 車坂 （Kurumazaka）……………………………………… ￥550

108. 紗利 五割諸白 （Sari Gowarimorohaku）……………… ￥650

109. あぶくま （Abukuma）…………………………………… ￥600

110. ロ万 （Roman）…………………………………………… ￥900

111. ウーロン茶 （Oolong tea）……………………………… ￥300

112. 緑茶 （Green tea）………………………………………… ￥300

113. そば茶 （Backwheat tea）………………………………… ￥300

114. ほうじ茶 （Roasted Green tea）………………………… ￥300

115. グレープフルーツ （Grapefruit） ……………………… ￥350

116. オレンジ （Orange）……………………………………… ￥350

117. レモン （Lemon）………………………………………… ￥350

118. クラマト （Clamato） …………………………………… ￥450

119. ラムネ （Lemon pop）…………………………………… ￥350

120. カルピス （Calpis） ……………………………………… ￥350

121. ジンジャーエール （Ginger ale） ……………………… ￥350

122. ビワミン （Biwamin）…………………………………… ￥450

123. 男梅 （Otoko-ume (Salty plum) ）……………………… ￥350

124. 梅干し（Salty plum） …………………………………… ￥350

TEL 03-5347-9242

2F, 3-34-15, Asagaya-Minami, Suginami-ku

Open 5:30pm-1:00am

Closed Mondays

Cash Only
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刺身 Sashimi刺身 Sashimi

あったか Warm Dishesあったか Warm Dishes

〆うどん Udon Noodles〆うどん Udon Noodles

酒の友 Snacks Goes with Alcohol酒の友 Snacks Goes with Alcohol

ちょいと甘味ちょいと甘味

焼き魚 Grilled Fishes焼き魚 Grilled Fishes

肉 Meat Dishes肉 Meat Dishes

〆飯 Rice〆飯 Rice

冷菜 Cold Dishes冷菜 Cold Dishes

サラダ Saladsサラダ Salads

<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
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2. 日替わり野菜のお浸し （Today's boiled vegetables ）…… ￥480
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59. シューアイス （Ice cream in the Puff）…………………… ￥380

60. サッポロ黒ラベル生（メガジョッキ） 
（Sapporo Kuro (Black) Label draft (Mega-jug)）…………… ￥900

61. （中ジョッキ） （(Medium jug)）…………………………… ￥550
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78. 長雲 （Nagakumo）………………………………………… ￥500

79. 農民ロッソ・ドライ（グラス） 
（Nomin Rosso Dry (Glass)）…………………………………… ￥700

80. ボトル (Bottle) ……………………………………………￥3300
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90. そば茶 （Backwheat tea）………………………………… ￥450
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