
TEL 03-5305-6372
2F, 4-5-4 Koenji-minami, Suginami-ku
Open:  8:00pm-12:00am(Wed-Sat)
Close: Mon-Tue
Cash Only

世界中のジンジャーエールを飲み歩き独自のレシピで作り
上げた「BRF MADE GINGER SYRUP」
生のショウガと数種類のスパイスをブレンドしたこのシロ
ップで作るジンジャーエールをご自宅でもお手軽に味わっ
て頂きたいという想いから商品化したブランド。
炭酸で割れば爽やかな BRF ジンジャーエール
紅茶に加えれば体の芯から暖まるジンジャーティー
また、様々なお酒と組み合わせることでオリジナリティあ
ふれるカクテルとしてもお楽しみいただけます。

Brooklyn Ribbon Fries was devised by Kiyo Shinoki, a chef 
living in Brooklyn. 
Kiyo walked drinking ginger ale around the world, was 
built up in his own recipes “BRF MADE GINGER SYRUP” . 
This syrup is blended with several spices and fresh cut 
ginger. To be able to enjoy BRF’ s original ginger ale at 
home, we decided to bottle the ginger syrup for 
distribution. The taste that customers enjoy at the 
restaurant can now be enjoyed at home.
By blending carbonated water and the ginger syrup at 
home can now make ginger ale. Blending it with English 
tea, can now create ginger tea. Aside from that, the ginger 
syrup can be blended with various kinds of alcohol to 
create an original cocktail. It can also be used in cooking 
and baked goods. We encourage you to make other 
creations using the ginger syrup.

1. ジンジャーエール （Ginger Ale）…………………… ￥550
2. ジンジャーチャイ （Ginger Chai）………………… ￥550
3. ホットジンジャーチャイ （Hot Ginger Chai）…… ￥550

4. ジンジャーハイボール （Ginger High Ball）……… ￥550
5. シャンディガフ （Shandy Gaff）…………………… ￥650
6. ミントジュレップ （Mint Julep）…………………… ￥800
7. ハートランド  （Heartland）………………………… ￥600
8. 日替り World Beer （Today's World Beer）………￥800 ～
9. ハイボール （High Ball） …………………………… ￥500
10. ジンジャーハイボール（BRF Ginger High Ball） ￥600
11. ワイン（赤 /白） （Wine(Red/White)）…………… ￥600
12. サングリア（赤 /白） （Sangria(Red/White)）…… ￥700

13. 山崎 （Yamazaki） ………………………………… ￥800
14. 白州 12 年 （Hakushu 12y） …………………… ￥1200
15. 響 12 年 （Hibiki 12y）……………………………… ￥900
16. BOWMORE12 年 （Bowmore 12y）……………… ￥850
17. Maker's Mark ……………………………………… ￥700
18. Jack Daniel's ……………………………………… ￥600
And Others

19. テキーラ （Tequila） ……………………………… ￥600
20. シャンディガフ （BRF Shandy Gaff） …………… ￥650
21. ジントニック （Gin and Tonic）…………………… ￥650
22. モヒート （Mojito）………………………………… ￥650
23. マリブコーク （Malibu Coke）…………………… ￥600
24. ラムコーク（Rum coke）………………………… ￥600
25. カシス（オレンジ・ソーダ・ミルク）（Cassis） ￥600
26. カルーア・ミルク （Kahlua＆Milk）……………… ￥600

27. 深煎り珈琲（Coffee）……………………………… ￥450
28. ラム珈琲 （Rum Coffe）…………………………… ￥550
29. カフェオレ （Cafe Au Lait） ……………………… ￥500
30. 濃厚ミルクチャイ （Milk Chai）…………………… ￥450
31. バニラチャイ （Vanilla Chai）……………………… ￥450
32. ジャスミンティー （Jasmine Tea） ……………… ￥450
33. アールグレー（Earl Grey） ……………………… ￥450
34. ロイヤルミルクティー （Milk Tea）……………… ￥500

35. アイスコーヒー （Iced Coffe）…………………… ￥450
36. アイスカフェオレ（Iced Cafe Au Lait）………… ￥500
37. アイスティー （Iced Tea）………………………… ￥500
38. アイスチャイ（Iced Chai） ……………………… ￥450
39. ジンジャーエール （BRF Ginger Ale）…………… ￥450
40. 100％オレンジジュース  （Orange Juice ）……… ￥400

41. 日替り BAR 飯（Today's Special） ……………… ￥850
42. マスターの気まぐれ （Chef's Recommend）

BAR BAR

BROOKLYN RIBBON FRIES 

Alcohol

Whisky

Coctail

Soft Drink(HOT)Enjoy your beautiful with BRF 
MADE GINGER SYRUP

<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

Soft Drink(ICE)

Food


