
TEL　03-5335-7545

3-34-9　Asagaya-Minami, Suginami-ku

16:00-24:00

※Tax excluded. メニューは税抜きです

★座席料\100 

★There is a cover charge of \100 per person.

DRINK MENU

Beer ビール

【Draft Beer 生ビール】
1. ハートランド（小ジョッキ） （Heartland (Small Mug)）…… ￥430

2. ハートランド（中ジョッキ） （Heartland (Medium Mug)） ￥550

3. ハートランド（大ジョッキ） （Heartland (Large Mug)）   ￥700

4. どぶ生ビール（どぶろく+ビール） 

（Dobu Draft Beer (Cloudy Rice Wine + Beer)） ……… ￥600

5. レッドアイ（トマト+ビール） 

（Red Eye (Tomato Juice + Beer)） ………………………… ￥550

6. シャンディガフ（ジンジャーエール+ビール） 

（Shandy Gaff (Ginger Ale + Beer)）………………………… ￥550

7. ブルーアイ（コカコーラ+ビール） 

（Blue Eye (Coca-Cola + Beer)）……………………………… ￥550

[Bottled Beer 瓶ビール ]
8. キリンクラシックラガー（大） 

（Kirin Classic Lager (Large)） ………………………………… ￥550

9. サッポロラガー赤星（大） 

（Sapporo Lager Akahoshi (Large)） ……………………… ￥550

10. ハイネケン（小） （Heineken (Small)） ……………………… ￥430

11. ギネス　エクストラスタウト（小） 

（Guinness Extra Stout (Small)） ……………………………… ￥480

Yakiton Ippo

やきとんいっぽ

[Non-Alcoholic Beer-Taste Beverage]

ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料

12. キリンフリー（小） （Kirin Free (Small)） ………………… ￥380

Sake 日本酒
※ We have more recommended local sake.

※おすすめの地酒は別紙をご参照ください

冷 /ぬる燗 /熱燗　からお選びください

Please choose from cold / warm / hot.

13. 一合 （180ml） …………………………………………………… ￥300

14. 二合 （360ml） …………………………………………………… ￥600

Cider シードル
15. キリンハードシードル （Kirin Hard Cider）………………… ￥480

16. シードルロック （Cider on the Rock） …………………… ￥480

17. ハードシードル　カチワリ（赤・白） 

（Hard Cider Kachiwari (Red / White)） …………………… ￥450

18. シードルストレートティ （Cider Straight Tea）………… ￥450

19. シードルグレープフルーツ （Cider Grapefruit） ………… ￥450

Wine ワイン
※おすすめのワインは別紙をご参照ください

※ We have more recommended wine.

Frozen Kinmiya 金宮シャリ金
20. 強レモンサワー （Strong Carbonated Lemon Sour） ￥430

21. ホッピー（白・黒） （Hoppy (White / Black)）…………… ￥380

22. 緑茶割り （Shochu with Green Tea） …………………… ￥380

23. ウーロン割り （Shochu with Oolong Tea ）…………… ￥380

24. ストレートティー割り （Shochu with Red Tea）………… ￥380

25. トマト割り （Shochu with Tomato Juice）……………… ￥380

26. 豆乳割り （Shochu with Soy Milk） ……………………… ￥380

27. チュウハイ （Chu-hi） …………………………………………… ￥380

28. ジンジャーエールサワー （Ginger Ale Sour）……………… ￥380

29. 青りんごサワー （Green Apple Sour）……………………… ￥380

30. バイスサワー （Baisu Sour）…………………………………… ￥380

31. カルピスサワー （Calpis Sour） ……………………………… ￥380

32. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour）……………… ￥380

33. ザクロサワー （Pomegranate Sour）……………………… ￥380

34. アセロラサワー （Acerola Sour） …………………………… ￥380

35. クエン酸サワー （Citric Acid Sour）………………………… ￥380

36. 中（焼酎おかわり） （Naka (Additional Shochu)）……… ￥250

37. 外（割瓶） （Soto (Additional Drink Mixer)）…………… ￥250

Fruit Wine 果実酒
38. 紀州産梅酒 （Kishu Plum Wine） …………………………… ￥480

39. 濃厚梅酒 （Rich Plum Wine）………………………………… ￥530

40. ゆず酒 （Yuzu Wine）…………………………………………… ￥530

41. 杏露酒（あんずのお酒） （Apricot Wine） …………………… ￥530

42. 藍苺酒（ブルーベリーのお酒） 

（Aiichigoshu (Blueberry Wine)）……………………………… ￥530

43. 林檎酒 （Cider） ………………………………………………… ￥530

44. 超濃厚ジャージーヨーグルト酒 

（Super-Rich Jersey Yogurt Liqueur） ……………………… ￥580

45. モヒート （Mojito） ……………………………………………… ￥400

46. オランジート （Oranjito） …………………………………… ￥400

47. モヒートコーク （Mojito Coke）……………………………… ￥450

48. モヒートジンジャー （Mojito Ginger）……………………… ￥450

Shochu 焼酎
※おすすめの焼酎は別紙をご参照ください

※ We have more recommended shochu.

[Special Shochu 特製焼酎 ]
49. 金宮コーヒー焼酎　ロック / 水割り 

（Kinmiya Coffee Shochu on the Rock / with Water） ￥430

50. 金宮コーヒー焼酎　炭酸割り /豆乳割り /牛乳割り （Kinmiya 

Coffee Shochu with Soda / with Soy Milk / with Milk） ￥480

Bottle ボトル
51. 金宮 25°720ml （Kimumiya 25% 720ml）………… ￥1800

52. 金宮 25°1800ml （Kimumiya 25% 1800ml）……… ￥3600

【Optional Items for Shochu セット】
53. 氷 （Ice Cubes）………………………………………………… ￥200

54. 水 （Water） ……………………………………………………… ￥200

55. お湯 （Hot Water）……………………………………………… ￥200

56. 梅（一個） （Pickled Plum (1Pc)） …………………………… ￥50

57. ウーロン茶 （Oolong Tea ）…………………………………… ￥400

58. 緑茶 （Green Tea ）…………………………………………… ￥400

Cocktails カクテル

[Cassis カシス ]
59. カシスソーダ （Cassis Soda）………………………………… ￥450

60. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………………………… ￥450

61. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）…………… ￥450

62. カシスウーロン （Cassis Oolong）…………………………… ￥450

63. カシスミルク （Cassis Milk）…………………………………… ￥450

64. カシス豆乳 （Cassis Soy Milk）……………………………… ￥450

[Peach ピーチ ]
65. ピーチソーダ （Peach Soda）………………………………… ￥450

66. ピーチオレンジ （Peach Orange）…………………………… ￥450

67. ピーチグレープフルーツ （Peach Grapefruit）…………… ￥450

68. ピーチウーロン （Peach Oolong）…………………………… ￥450

69. ピーチミルク （Peach Milk）…………………………………… ￥450

70. ピーチ豆乳 （Peach Soy Milk）……………………………… ￥450

High Balls ハイボール 

71. ハイボール （High Ball）………………………………………… ￥350

72. コークハイボール （Coke High Ball） ……………………… ￥400

73. ジンジャーハイボール （Ginger High Ball）………………… ￥430

74. 赤玉ハイボール （Akadama High Ball）…………………… ￥400

75. 白玉ハイボール （Shiratama High Ball）…………………… ￥400

76. カルピスハイボール （Calpis High Ball）…………………… ￥450

77. どぶハイボール （Dobu High Ball） ………………………… ￥500

Soft Drinks ソフトドリンク
78. コーラ （Cola） …………………………………………………… ￥250

79. サイダー （Cider） ……………………………………………… ￥250

80. オレンジジュース （Orange Juice） ………………………… ￥250

81. グレープフルーツ100%ジュース （Grapefruit Juice）  ￥250

82. トマトジュース （Tomato Juice）…………………………… ￥250

83. 緑茶 （Green Tea ）…………………………………………… ￥250

84. ウーロン茶 （Oolong Tea ）…………………………………… ￥250



★座席料\100 

★There is a cover charge of \100 per person.

DRINK MENU

Beer ビール

【Draft Beer 生ビール】
1. ハートランド（小ジョッキ） （Heartland (Small Mug)）…… ￥430

2. ハートランド（中ジョッキ） （Heartland (Medium Mug)） ￥550

3. ハートランド（大ジョッキ） （Heartland (Large Mug)）   ￥700

4. どぶ生ビール（どぶろく+ビール） 

（Dobu Draft Beer (Cloudy Rice Wine + Beer)） ……… ￥600

5. レッドアイ（トマト+ビール） 

（Red Eye (Tomato Juice + Beer)） ………………………… ￥550

6. シャンディガフ（ジンジャーエール+ビール） 

（Shandy Gaff (Ginger Ale + Beer)）………………………… ￥550

7. ブルーアイ（コカコーラ+ビール） 

（Blue Eye (Coca-Cola + Beer)）……………………………… ￥550

[Bottled Beer 瓶ビール ]
8. キリンクラシックラガー（大） 

（Kirin Classic Lager (Large)） ………………………………… ￥550

9. サッポロラガー赤星（大） 

（Sapporo Lager Akahoshi (Large)） ……………………… ￥550

10. ハイネケン（小） （Heineken (Small)） ……………………… ￥430

11. ギネス　エクストラスタウト（小） 

（Guinness Extra Stout (Small)） ……………………………… ￥480

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

[Non-Alcoholic Beer-Taste Beverage]

ノンアルコール ・ ビールテイスト飲料

12. キリンフリー（小） （Kirin Free (Small)） ………………… ￥380

Sake 日本酒
※ We have more recommended local sake.

※おすすめの地酒は別紙をご参照ください

冷 /ぬる燗 /熱燗　からお選びください

Please choose from cold / warm / hot.

13. 一合 （180ml） …………………………………………………… ￥300

14. 二合 （360ml） …………………………………………………… ￥600

Cider シードル
15. キリンハードシードル （Kirin Hard Cider）………………… ￥480

16. シードルロック （Cider on the Rock） …………………… ￥480

17. ハードシードル　カチワリ（赤・白） 

（Hard Cider Kachiwari (Red / White)） …………………… ￥450

18. シードルストレートティ （Cider Straight Tea）………… ￥450

19. シードルグレープフルーツ （Cider Grapefruit） ………… ￥450

Wine ワイン
※おすすめのワインは別紙をご参照ください

※ We have more recommended wine.

Frozen Kinmiya 金宮シャリ金
20. 強レモンサワー （Strong Carbonated Lemon Sour） ￥430

21. ホッピー（白・黒） （Hoppy (White / Black)）…………… ￥380

22. 緑茶割り （Shochu with Green Tea） …………………… ￥380

23. ウーロン割り （Shochu with Oolong Tea ）…………… ￥380

24. ストレートティー割り （Shochu with Red Tea）………… ￥380

25. トマト割り （Shochu with Tomato Juice）……………… ￥380

26. 豆乳割り （Shochu with Soy Milk） ……………………… ￥380

27. チュウハイ （Chu-hi） …………………………………………… ￥380

28. ジンジャーエールサワー （Ginger Ale Sour）……………… ￥380

29. 青りんごサワー （Green Apple Sour）……………………… ￥380

30. バイスサワー （Baisu Sour）…………………………………… ￥380

31. カルピスサワー （Calpis Sour） ……………………………… ￥380

32. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour）……………… ￥380

33. ザクロサワー （Pomegranate Sour）……………………… ￥380

34. アセロラサワー （Acerola Sour） …………………………… ￥380

35. クエン酸サワー （Citric Acid Sour）………………………… ￥380

36. 中（焼酎おかわり） （Naka (Additional Shochu)）……… ￥250

37. 外（割瓶） （Soto (Additional Drink Mixer)）…………… ￥250

Fruit Wine 果実酒
38. 紀州産梅酒 （Kishu Plum Wine） …………………………… ￥480

39. 濃厚梅酒 （Rich Plum Wine）………………………………… ￥530

40. ゆず酒 （Yuzu Wine）…………………………………………… ￥530

41. 杏露酒（あんずのお酒） （Apricot Wine） …………………… ￥530

42. 藍苺酒（ブルーベリーのお酒） 

（Aiichigoshu (Blueberry Wine)）……………………………… ￥530

43. 林檎酒 （Cider） ………………………………………………… ￥530

44. 超濃厚ジャージーヨーグルト酒 

（Super-Rich Jersey Yogurt Liqueur） ……………………… ￥580

45. モヒート （Mojito） ……………………………………………… ￥400

46. オランジート （Oranjito） …………………………………… ￥400

47. モヒートコーク （Mojito Coke）……………………………… ￥450

48. モヒートジンジャー （Mojito Ginger）……………………… ￥450

Shochu 焼酎
※おすすめの焼酎は別紙をご参照ください

※ We have more recommended shochu.

[Special Shochu 特製焼酎 ]
49. 金宮コーヒー焼酎　ロック / 水割り 

（Kinmiya Coffee Shochu on the Rock / with Water） ￥430

50. 金宮コーヒー焼酎　炭酸割り /豆乳割り /牛乳割り （Kinmiya 

Coffee Shochu with Soda / with Soy Milk / with Milk） ￥480

Bottle ボトル
51. 金宮 25°720ml （Kimumiya 25% 720ml）………… ￥1800

52. 金宮 25°1800ml （Kimumiya 25% 1800ml）……… ￥3600

【Optional Items for Shochu セット】
53. 氷 （Ice Cubes）………………………………………………… ￥200

54. 水 （Water） ……………………………………………………… ￥200

55. お湯 （Hot Water）……………………………………………… ￥200

56. 梅（一個） （Pickled Plum (1Pc)） …………………………… ￥50

57. ウーロン茶 （Oolong Tea ）…………………………………… ￥400

58. 緑茶 （Green Tea ）…………………………………………… ￥400

Cocktails カクテル

[Cassis カシス ]
59. カシスソーダ （Cassis Soda）………………………………… ￥450

60. カシスオレンジ （Cassis Orange）…………………………… ￥450

61. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）…………… ￥450

62. カシスウーロン （Cassis Oolong）…………………………… ￥450

63. カシスミルク （Cassis Milk）…………………………………… ￥450

64. カシス豆乳 （Cassis Soy Milk）……………………………… ￥450

[Peach ピーチ ]
65. ピーチソーダ （Peach Soda）………………………………… ￥450

66. ピーチオレンジ （Peach Orange）…………………………… ￥450

67. ピーチグレープフルーツ （Peach Grapefruit）…………… ￥450

68. ピーチウーロン （Peach Oolong）…………………………… ￥450

69. ピーチミルク （Peach Milk）…………………………………… ￥450

70. ピーチ豆乳 （Peach Soy Milk）……………………………… ￥450

High Balls ハイボール 

71. ハイボール （High Ball）………………………………………… ￥350

72. コークハイボール （Coke High Ball） ……………………… ￥400

73. ジンジャーハイボール （Ginger High Ball）………………… ￥430

74. 赤玉ハイボール （Akadama High Ball）…………………… ￥400

75. 白玉ハイボール （Shiratama High Ball）…………………… ￥400

76. カルピスハイボール （Calpis High Ball）…………………… ￥450

77. どぶハイボール （Dobu High Ball） ………………………… ￥500

Soft Drinks ソフトドリンク
78. コーラ （Cola） …………………………………………………… ￥250

79. サイダー （Cider） ……………………………………………… ￥250

80. オレンジジュース （Orange Juice） ………………………… ￥250

81. グレープフルーツ100%ジュース （Grapefruit Juice）  ￥250

82. トマトジュース （Tomato Juice）…………………………… ￥250

83. 緑茶 （Green Tea ）…………………………………………… ￥250

84. ウーロン茶 （Oolong Tea ）…………………………………… ￥250



TEL　03-5335-7545

3-34-9　Asagaya-Minami, Suginami-ku

16:00-24:00

※Tax excluded. メニューは税抜きです

★座席料\100 

★There is a cover charge of \100 per person.

★塩・たれ・ミソからお選び下さい。一本から注文OKです。. 

★Please choose from Salt, Sauce, or Miso. You can order 

from one piece.

FOOD MENU

Grilled Pork Skewers (1Pc) \ 100
やきとん （１本）

1. のどがしら（喉元） （Throat）　…………………………………… ￥100

2. あぶら（小腸） （Small Intestine）……………………………… ￥100

3. リンゲル （Uterus）　……………………………………………… ￥100

4. てっぽう（直腸） （Teppo (Rectal)）　 ………………………… ￥100

5. しろ（直腸） （Shiro (Rectal)）　………………………………… ￥100

6. ちれ（ひ臓） （Spleen）　…………………………………………… ￥100

7. なんこつ（気管） （Cartilage）　 ………………………………… ￥100

8. はつ（心臓） （Heart）　 …………………………………………… ￥100

9. たん（舌） （Tongue）　 …………………………………………… ￥100

10. たんした（舌肉） （Tongue Meat）…………………………… ￥100

11. はらみ（横隔膜） （Skirt）　 ……………………………………… ￥100

12. れば（肝臓） （Liver）　 …………………………………………… ￥100

13. かしらあぶら（こめかみ） （Fatty-Cheek）　………………… ￥100

14. かしら（こめかみ） （Cheek）　 ………………………………… ￥100

15. がつ（胃袋） （Stomach）　 ……………………………………… ￥100

16. まめ（腎臓） （Kidney）　 ………………………………………… ￥100

Yakiton Ippo

やきとんいっぽ

Grilled Pork Skewers (1Pc) \ 140
やきとん （１本）

17. のどぶえ（声帯） （Vocal Cords）……………………………… ￥140

18. ばら肉（あばら） （Ribs）　 ……………………………………… ￥140

19. 豚トロ（首肉） （Neck Meat）…………………………………… ￥140

20. おっぱい（乳房） （Breasts）　 ………………………………… ￥140

21. 特製スタミナ串（秘伝ダレの漬け焼き） 

（Special Stamina Skewers (Marinated in Secret Sauce)）… ￥140

Chicken Skewers (1Pc) \ 120
やきとり （１本）

22. ネギマ （White Meat and Leek）…………………………… ￥120

23. もも （Thigh）　…………………………………………………… ￥120

24. 皮 （Skin）　 ……………………………………………………… ￥120

25. ぼんじり （Tail）　………………………………………………… ￥120

26. 砂肝 （Gizzard）　 ……………………………………………… ￥120

Chicken Skewers (1Pc) \ 140
やきとり （１本）

27. せせり （Neck）　 ………………………………………………… ￥140

28. ささみ （Chicken Tender）…………………………………… ￥140

29. 自家製つくね（黄身+\50）（ピーマン+\50） 

（Homemade Meatball 

(Egg Yolk + \ 50) (Bell Pepper + \ 50)）……………… ￥200

Assorted 盛り合わせ
30. やきとん6本 （Grilled Pork Skewers 6Pcs） ………… ￥580

31. やきとん10本 （Grilled Pork Skewers 10Pcs）……… ￥980

32. やきとり4本 （Grilled Pork Skewers 4Pcs） ………… ￥480

33. 野菜盛り4本 （Vegetable Platter 4Pcs） ……………… ￥580

Seasonal Vegetables (1Pc) \ 150
季節野菜 （１本）

34. エリンギ （Eringi Mushrooms）……………………………… ￥150

35. 長ネギ （Japanese Leek） …………………………………… ￥150

36. しいたけ （Shiitake Mushrooms） ………………………… ￥150

37. ピーマン （Bell Pepper）……………………………………… ￥150

38. おくら （Okra） ………………………………………………… ￥150

39. ししとう （Green Pepper）…………………………………… ￥150

40. アボガド （Avocado） ………………………………………… ￥150

41. アスパラ （Asparagus） ……………………………………… ￥150

42. レンコン （Lotus Root） ……………………………………… ￥150

43. かぶ （Turnip） …………………………………………………… ￥150

44. ズッキーニ （Zucchini） ………………………………………… ￥150

The Skewer (1Pc) \ 200
The 串 （１本）

45. しろころホルモン （Shirokoro Horumon (Pork Innerds)） ￥200

46. 肉巻きトマト （Pork-wrapped tomato） ………………… ￥200

47. 肉巻きレンコン （Pork-wrapped Lotus Root）………… ￥200

The Skewer (1Pc) \ 250
The 串 （１本）

48. 上和牛 （Premium Japanese Beef）……………………… ￥250

49. 牛ホルモン （Beef Innerds） ………………………………… ￥250

50. 上ミノ （the First Stomach） ……………………………… ￥250

51. スパムポーク （Pork SPAM） ………………………………… ￥250

52. 厚切りベーコン （Thick Sliced Bacon）…………………… ￥250

53. 焼きカマンベールチーズ （Grilled Camembert Cheese） ￥250

Ippo's Original Menu
いっぽのオリジナル

54. いっぽ特製モツ煮込み （Special Innerds Stew）………… ￥430

55. 煮とうふ （Simmered Tofu）………………………………… ￥200

56. 和牛レアステーキ （Japanese Beef Rare Steak）……… ￥580

57. ガツ刺 （Boiled Stomach Sashimi） ……………………… ￥350

58. リンゲル刺 （Boiled Urtenus Sashimi）…………………… ￥350

59. ガツ酢 （Boiled and Vinegared Stomach） …………… ￥300

60. ハムチーズカツ （Ham Cheese Cutlet）…………………… ￥380

61. カキフライ （Deep Fried Oysters）………………………… ￥350

62. さばの塩焼き （Grilled Mackerel）…………………………… ￥380

63. 鶏もも唐揚げ （Deep-Fried Chicken）……………………… ￥380

64. なんこつ唐揚げ （Deep-Fried Chicken Cartilage）…… ￥350

65. メンチカツ （Minced Meat Cutlet）………………………… ￥350

66. アンチョビ枝豆 （Anchovy Edamame）…………………… ￥300

67. アンチョビポテト （Anchovy Potato）……………………… ￥300

68. クリーム明太じゃがチーズ 

（Cream, Spicy Cod Roe, Potatoes, and Cheese） …… ￥450

69. トマトと豚バラのみそチーズ 

（Tomato and Pork Belly with Miso Cheese）…………… ￥430

70. 鶏レバのパテ（バゲット添え） 

（Chicken Liver Pate (Served with Baguette)）………… ￥430

71. ガーリックトースト （Garlic Toast）………………………… ￥350

Ajillo いっぽのオイル煮
72. ニンニク （Garlic）　 …………………………………………… ￥300

73. 砂肝とキノコ （Gizzards and Mushrooms）……………… ￥300

74. トマトとマッシュルーム （Tomatoes and Mushrooms） ￥380

75. 季節の彩り野菜 （Seasonal Colorful Vegetables）…… ￥430

76. バゲット付き （with Baguette）……………………………… ￥250

Rice いっぽのご飯
77. おにぎり（梅・シャケ・明太子） 

（Rice Balls (Plum, Salmon, Spicy Cod Roe)）…………… ￥200

78. 焼おにぎり（しょうゆ・みそ） 

（Grilled Rice Balls (Soy Sauce, Miso)） …………………… ￥250

79. お茶漬け（梅・シャケ） 

（Green Tea Over Rice (Plum, Salmon)）…………………… ￥350

80. やきとり丼 （Yakitori Rice Bowl） ………………………… ￥450

81. スタミナ丼 （Stamina Bowl）………………………………… ￥500

82. モツ煮丼 （Simmered Innerds Bowl） …………………… ￥400

Salad いっぽのサラダ

83. 彩り野菜のバーニャカウダ（10種類の季節のお野菜） 

（Colorful Vegetables Bagna Cauda 

(10 Kinds of Seasonal Vegetables)） ……………………… ￥480

84. 生マッシュルームサラダ （Fresh Mushroom Salad）…… ￥380

85. 生ハムのサラダ （Raw Ham Salad）………………………… ￥430

86. しらすと玉ねぎのマリネサラダ （Whitebaits and Onion 

Marinated Salad）…………………………………………………… ￥430

87. トマトのシーザーサラダ （Tomato Caesar Salad）……… ￥430

88. ポテトサラダ （Potato Salad） ……………………………… ￥300

89. マカロニサラダ （Macaroni Salad）………………………… ￥300

90. ポテトとマカロニのハーフ& ハーフ 

（Assorted Potato Salad and Macaroni Salad）………… ￥300

91. 彩り野菜のバルサミコグリル 

（Balsamic Grilled Colorful Vegetables）…………………… ￥480

92. 揚げナスのバルサミコ酢 

（Deep-Fried Eggplant with Balsamic Vinegar）………… ￥300

Side Dishes  いっぽの一品

93. キャベツみそ （Cabbage with Miso）……………………… ￥100

94. もずく （Mozuku Seaweed）………………………………… ￥100

95. めかぶ （Turnips）　……………………………………………… ￥100

96. 山芋醤油漬け （Yam Pickled with Soy Sauce）………… ￥200

97. オクラ漬け （Okra Pickles）…………………………………… ￥200

98. みそ or 梅きゅうり 

（Miso or Pickled Plum and Cucumber）…………………… ￥250

99. 冷奴 （Cold Tofu）……………………………………………… ￥200

100. エイヒレ （Ray Fin）…………………………………………… ￥350

101. なめたけおろし 

（Nameko Mushrooms with Grated Daikon Radish）…… ￥250

102. しらすおろし 

（Whitebaits with Grated Daikon Radish）………………… ￥250

103. 豆もやし （Bean Sprouts） ………………………………… ￥250

104. エシャレット （Shallot）　 …………………………………… ￥250

105. 鶏皮ポン酢 （Chicken Skin with Ponzu Sauce）…… ￥300

106. バゲット （Baguette）　 ……………………………………… ￥250

107. アボカド刺し （Avocado Sashimi） ……………………… ￥280

108. ポテトフライ （French Fries）……………………………… ￥300

109. ミックスナッツ （Mixed Nuts）……………………………… ￥250

110. チーズ盛り （Cheese Platter）……………………………… ￥450

111. じゃがバター （Potatoe and Butter）…………………… ￥250

112. 枝豆 （Green Soybeans）…………………………………… ￥200

113. 厚揚げ （Deep-Fried Tofu）………………………………… ￥300

114. お漬物盛り （Pickles Platter）……………………………… ￥350

115. 生カブみそ （Fresh Turnip with Miso）………………… ￥200

116. 冷やしトマト （Cold Tomato）……………………………… ￥250

117. さつま揚げ （Deep-Fried Fish Cake）…………………… ￥250



★座席料\100 

★There is a cover charge of \100 per person.

★塩・たれ・ミソからお選び下さい。一本から注文OKです。. 

★Please choose from Salt, Sauce, or Miso. You can order 

from one piece.

FOOD MENU

Grilled Pork Skewers (1Pc) \ 100
やきとん （１本）

1. のどがしら（喉元） （Throat）　…………………………………… ￥100

2. あぶら（小腸） （Small Intestine）……………………………… ￥100

3. リンゲル （Uterus）　……………………………………………… ￥100

4. てっぽう（直腸） （Teppo (Rectal)）　 ………………………… ￥100

5. しろ（直腸） （Shiro (Rectal)）　………………………………… ￥100

6. ちれ（ひ臓） （Spleen）　…………………………………………… ￥100

7. なんこつ（気管） （Cartilage）　 ………………………………… ￥100

8. はつ（心臓） （Heart）　 …………………………………………… ￥100

9. たん（舌） （Tongue）　 …………………………………………… ￥100

10. たんした（舌肉） （Tongue Meat）…………………………… ￥100

11. はらみ（横隔膜） （Skirt）　 ……………………………………… ￥100

12. れば（肝臓） （Liver）　 …………………………………………… ￥100

13. かしらあぶら（こめかみ） （Fatty-Cheek）　………………… ￥100

14. かしら（こめかみ） （Cheek）　 ………………………………… ￥100

15. がつ（胃袋） （Stomach）　 ……………………………………… ￥100

16. まめ（腎臓） （Kidney）　 ………………………………………… ￥100

<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：

Egg
Chicken Pork
Beef Fish

Seafood Vegetables
Dairy Products

Flour
Spicy

Grilled Pork Skewers (1Pc) \ 140
やきとん （１本）

17. のどぶえ（声帯） （Vocal Cords）……………………………… ￥140

18. ばら肉（あばら） （Ribs）　 ……………………………………… ￥140

19. 豚トロ（首肉） （Neck Meat）…………………………………… ￥140

20. おっぱい（乳房） （Breasts）　 ………………………………… ￥140

21. 特製スタミナ串（秘伝ダレの漬け焼き） 

（Special Stamina Skewers (Marinated in Secret Sauce)）… ￥140

Chicken Skewers (1Pc) \ 120
やきとり （１本）

22. ネギマ （White Meat and Leek）…………………………… ￥120

23. もも （Thigh）　…………………………………………………… ￥120

24. 皮 （Skin）　 ……………………………………………………… ￥120

25. ぼんじり （Tail）　………………………………………………… ￥120

26. 砂肝 （Gizzard）　 ……………………………………………… ￥120

Chicken Skewers (1Pc) \ 140
やきとり （１本）

27. せせり （Neck）　 ………………………………………………… ￥140

28. ささみ （Chicken Tender）…………………………………… ￥140

29. 自家製つくね（黄身+\50）（ピーマン+\50） 

（Homemade Meatball 

(Egg Yolk + \ 50) (Bell Pepper + \ 50)）……………… ￥200

Assorted 盛り合わせ
30. やきとん6本 （Grilled Pork Skewers 6Pcs） ………… ￥580

31. やきとん10本 （Grilled Pork Skewers 10Pcs）……… ￥980

32. やきとり4本 （Grilled Pork Skewers 4Pcs） ………… ￥480

33. 野菜盛り4本 （Vegetable Platter 4Pcs） ……………… ￥580

Seasonal Vegetables (1Pc) \ 150
季節野菜 （１本）

34. エリンギ （Eringi Mushrooms）……………………………… ￥150

35. 長ネギ （Japanese Leek） …………………………………… ￥150

36. しいたけ （Shiitake Mushrooms） ………………………… ￥150

37. ピーマン （Bell Pepper）……………………………………… ￥150

38. おくら （Okra） ………………………………………………… ￥150

39. ししとう （Green Pepper）…………………………………… ￥150

40. アボガド （Avocado） ………………………………………… ￥150

41. アスパラ （Asparagus） ……………………………………… ￥150

42. レンコン （Lotus Root） ……………………………………… ￥150

43. かぶ （Turnip） …………………………………………………… ￥150

44. ズッキーニ （Zucchini） ………………………………………… ￥150

The Skewer (1Pc) \ 200
The 串 （１本）

45. しろころホルモン （Shirokoro Horumon (Pork Innerds)） ￥200

46. 肉巻きトマト （Pork-wrapped tomato） ………………… ￥200

47. 肉巻きレンコン （Pork-wrapped Lotus Root）………… ￥200

The Skewer (1Pc) \ 250
The 串 （１本）

48. 上和牛 （Premium Japanese Beef）……………………… ￥250

49. 牛ホルモン （Beef Innerds） ………………………………… ￥250

50. 上ミノ （the First Stomach） ……………………………… ￥250

51. スパムポーク （Pork SPAM） ………………………………… ￥250

52. 厚切りベーコン （Thick Sliced Bacon）…………………… ￥250

53. 焼きカマンベールチーズ （Grilled Camembert Cheese） ￥250

Ippo's Original Menu
いっぽのオリジナル

54. いっぽ特製モツ煮込み （Special Innerds Stew）………… ￥430

55. 煮とうふ （Simmered Tofu）………………………………… ￥200

56. 和牛レアステーキ （Japanese Beef Rare Steak）……… ￥580

57. ガツ刺 （Boiled Stomach Sashimi） ……………………… ￥350

58. リンゲル刺 （Boiled Urtenus Sashimi）…………………… ￥350

59. ガツ酢 （Boiled and Vinegared Stomach） …………… ￥300

60. ハムチーズカツ （Ham Cheese Cutlet）…………………… ￥380

61. カキフライ （Deep Fried Oysters）………………………… ￥350

62. さばの塩焼き （Grilled Mackerel）…………………………… ￥380

63. 鶏もも唐揚げ （Deep-Fried Chicken）……………………… ￥380

64. なんこつ唐揚げ （Deep-Fried Chicken Cartilage）…… ￥350

65. メンチカツ （Minced Meat Cutlet）………………………… ￥350

66. アンチョビ枝豆 （Anchovy Edamame）…………………… ￥300

67. アンチョビポテト （Anchovy Potato）……………………… ￥300

68. クリーム明太じゃがチーズ 

（Cream, Spicy Cod Roe, Potatoes, and Cheese） …… ￥450

69. トマトと豚バラのみそチーズ 

（Tomato and Pork Belly with Miso Cheese）…………… ￥430

70. 鶏レバのパテ（バゲット添え） 

（Chicken Liver Pate (Served with Baguette)）………… ￥430

71. ガーリックトースト （Garlic Toast）………………………… ￥350

Ajillo いっぽのオイル煮
72. ニンニク （Garlic）　 …………………………………………… ￥300

73. 砂肝とキノコ （Gizzards and Mushrooms）……………… ￥300

74. トマトとマッシュルーム （Tomatoes and Mushrooms） ￥380

75. 季節の彩り野菜 （Seasonal Colorful Vegetables）…… ￥430

76. バゲット付き （with Baguette）……………………………… ￥250

Rice いっぽのご飯
77. おにぎり（梅・シャケ・明太子） 

（Rice Balls (Plum, Salmon, Spicy Cod Roe)）…………… ￥200

78. 焼おにぎり（しょうゆ・みそ） 

（Grilled Rice Balls (Soy Sauce, Miso)） …………………… ￥250

79. お茶漬け（梅・シャケ） 

（Green Tea Over Rice (Plum, Salmon)）…………………… ￥350

80. やきとり丼 （Yakitori Rice Bowl） ………………………… ￥450

81. スタミナ丼 （Stamina Bowl）………………………………… ￥500

82. モツ煮丼 （Simmered Innerds Bowl） …………………… ￥400

Salad いっぽのサラダ

83. 彩り野菜のバーニャカウダ（10種類の季節のお野菜） 

（Colorful Vegetables Bagna Cauda 

(10 Kinds of Seasonal Vegetables)） ……………………… ￥480

84. 生マッシュルームサラダ （Fresh Mushroom Salad）…… ￥380

85. 生ハムのサラダ （Raw Ham Salad）………………………… ￥430

86. しらすと玉ねぎのマリネサラダ （Whitebaits and Onion 

Marinated Salad）…………………………………………………… ￥430

87. トマトのシーザーサラダ （Tomato Caesar Salad）……… ￥430

88. ポテトサラダ （Potato Salad） ……………………………… ￥300

89. マカロニサラダ （Macaroni Salad）………………………… ￥300

90. ポテトとマカロニのハーフ& ハーフ 

（Assorted Potato Salad and Macaroni Salad）………… ￥300

91. 彩り野菜のバルサミコグリル 

（Balsamic Grilled Colorful Vegetables）…………………… ￥480

92. 揚げナスのバルサミコ酢 

（Deep-Fried Eggplant with Balsamic Vinegar）………… ￥300

Side Dishes  いっぽの一品

93. キャベツみそ （Cabbage with Miso）……………………… ￥100

94. もずく （Mozuku Seaweed）………………………………… ￥100

95. めかぶ （Turnips）　……………………………………………… ￥100

96. 山芋醤油漬け （Yam Pickled with Soy Sauce）………… ￥200

97. オクラ漬け （Okra Pickles）…………………………………… ￥200

98. みそ or 梅きゅうり 

（Miso or Pickled Plum and Cucumber）…………………… ￥250

99. 冷奴 （Cold Tofu）……………………………………………… ￥200

100. エイヒレ （Ray Fin）…………………………………………… ￥350

101. なめたけおろし 

（Nameko Mushrooms with Grated Daikon Radish）…… ￥250

102. しらすおろし 

（Whitebaits with Grated Daikon Radish）………………… ￥250

103. 豆もやし （Bean Sprouts） ………………………………… ￥250

104. エシャレット （Shallot）　 …………………………………… ￥250

105. 鶏皮ポン酢 （Chicken Skin with Ponzu Sauce）…… ￥300

106. バゲット （Baguette）　 ……………………………………… ￥250

107. アボカド刺し （Avocado Sashimi） ……………………… ￥280

108. ポテトフライ （French Fries）……………………………… ￥300

109. ミックスナッツ （Mixed Nuts）……………………………… ￥250

110. チーズ盛り （Cheese Platter）……………………………… ￥450

111. じゃがバター （Potatoe and Butter）…………………… ￥250

112. 枝豆 （Green Soybeans）…………………………………… ￥200

113. 厚揚げ （Deep-Fried Tofu）………………………………… ￥300

114. お漬物盛り （Pickles Platter）……………………………… ￥350

115. 生カブみそ （Fresh Turnip with Miso）………………… ￥200

116. 冷やしトマト （Cold Tomato）……………………………… ￥250

117. さつま揚げ （Deep-Fried Fish Cake）…………………… ￥250

いっぽ特製モツ煮込み （Special Innerds Stew） ￥430

彩り野菜のバーニャカウダ

（Colorful Vegetables Bagna Cauda) ￥480


