
TEL 03-6479-9820

2-38-4 Koenji-kita, Suginami-ku

Open:  2:00pm-11:30pm

1. 生ビール [YEBISU]（YEBISU） …………………… ￥650
2. BUDWEISER ………………………………………… ￥600
3. GUINNESS…………………………………………… ￥700
4. Corona ……………………………………………… ￥650
5. Carlsberg …………………………………………… ￥550
6. Shandy Gaff ………………………………………… ￥600

7. 梅干しサワー Umeboshi sour（Umeboshi sour） ￥500
8. グレープフルーツサワー（Grapefruit sour）…… ￥500
9. レモンサワー（Lemon sour）……………………… ￥500
10. ウーロンハイ（Oolong high）…………………… ￥450
11. 緑茶ハイ Ryokucha high（Green tea high）…… ￥450
12. コークハイ（Coke high）………………………… ￥500

13. ジントニック （Gin tonic）………………………… ￥550
14. ジンバック （Gin buck）…………………………… ￥550
15. ジンフィズ （Gin fizz） …………………………… ￥550

16. ウォッカトニック （Vodka tonic） ……………… ￥550
17. スクリュードライバー（Screwdriver）………… ￥550
18. モスコミュール（Moscow mule）……………… ￥550
19. ソルティドッグ （Salty dog） …………………… ￥550
20. ブルドッグ （Bulldog）…………………………… ￥550

21. カシスウーロン（Cassis oolong tea）…………… ￥550
22. カシスオレンジ（Cassis orange）……………… ￥550
23. カシスグレープフルーツ（Cassis grapefruit）…… ￥550
24. カシスソーダ （Cassis soda）……………………… ￥550

25. カルーアミルク（Kahlua milk）………………… ￥550
26. カルーアウーロン （Kahlua oolong tea） ……… ￥550
27. カルーアオレンジ（Kahlua orange）…………… ￥550

28. ディタオレンジ （DITA orange）………………… ￥600
29. ディタグレープフルーツ （DITA grape fruit）…… ￥600
30. ディタウーロン（DITA oolong tea）…………… ￥600
31. ディタソーダ（DITA soda）……………………… ￥600

32. チンザノロック （CINZANO on the rock）……… ￥550
33. チンザノソーダ（CINZANO soda）……………… ￥550

34. カンパリオレンジ（Campari orange）………… ￥550
35. カンパリグレープフルーツ（Campari grapefruit） ￥550
36. カンパリソーダ （Campari soda） ……………… ￥550
37. カンパリトニック （Campari tonic） …………… ￥550

38. キューバリブレ（Cuba libre）…………………… ￥550
39. ラムバック （Rum buck）………………………… ￥550
40. バカルディモヒート（Bacardi mojito）………… ￥550

41. パッソアオレンジ （Passoa orange）…………… ￥550
42. パッソアグレープフルーツ （Passoa grapefruit） ￥550
43. パッソアトニック（Passoa tonic）……………… ￥550

44. マリブオレンジ （Malibu orange）……………… ￥550
45. マリブコーク （Malibu coke）…………………… ￥550
46. マリブミルク （Malibu milk） …………………… ￥550

 
47. 赤／白　グラス （Red/white glass）……………… ￥600

48. トリス （Torys）…………………………………… ￥600
49. フォアローゼス（Four roses）…………………… ￥700
50. バランタイン （Ballantine’ s）…………………… ￥700
51. メーカーズマーク （Maker’ s Mark）…………… ￥850
52. 白州 （HAKUSHU）………………………………… ￥890
53. 山崎（YAMAZAKI） ……………………………… ￥890
54. 響　12 年 （HIBIKI 12 years）……………………… ￥990

55. 三岳薩摩焼酎（MITAKE satsuma shochu） …… ￥650
56. 成魂薩摩焼酎 （SEIKON satsuma shochu）……… ￥650
57. 佐藤 麦麦焼酎 （SATO wheat shochu） ………… ￥790
58. 佐藤 黒芋焼酎 （SATO potato shochu）………… ￥890

59. 寶の山（TAKARANOYAMA） …………………… ￥700
60. 那須 （NASU）……………………………………… ￥790
61. 福小町（FUKUKOMACHI） ……………………… ￥790

62. ホットコーヒー（Hot coffee）…………………… ￥380
63. アイスコーヒー （Iced coffee）…………………… ￥400
64. コーラ （Coke） …………………………………… ￥450
65. ジンジャエール（Ginger ale）…………………… ￥450
66. オレンジジュース（Orange juice）……………… ￥450
67. ウーロン茶（Oolong tea） ……………………… ￥380
68. 緑茶 Ryoku cha（Green tea）…………………… ￥380

69. 黄身の味噌漬け KIMI-NO-MISO-ZUKE
（Yolk in miso）………………………………………… ￥550
70. クリームチーズの味噌漬け 
CREAM-CHEESE-NO-MISO-ZUKE
（Cream cheese in miso）……………………………… ￥550
71. いろいろなお豆さんたち IROIRONA-OMAMESAN-TACHI
（Assorted beans）……………………………………… ￥380
72. おでん盛り合わせ ODEN-MORIAWASE
（Assorted oden）……………………………………… ￥600
73. たこ焼き （Takoyaki）……………………………… ￥500
74. 水餃子 SUI-GYOZA（Boiled gyoza） …………… ￥500
75. 漬物盛り合わせ TSUKEMONO-MORIAWASE
（Assorted pickles） …………………………………… ￥400
76. ポテトサラダ Potato salad）……………………… ￥380
77. タカシコンドウの父が作ったチーズの燻製 
TAKASHI-KONDO-NO-CHICHI-GA-TSUKUTTA-CHEESE-NO-KUNSEI
（Smoked cheese made by Takashi Kondo’ s father ） ￥600
78. けいさん直伝　枝豆の浅漬け 
KEISAN-JIKIDEN-EDAMAME-NO-ASAZUKE
（Pickled green soybeans from Mr.Kei）……………… ￥550

79. 納豆たらこパスタ NATTO-TARAKO-PASTA
（Natto&salted cod roe pasta） ……………………… ￥600
80. お茶漬け（梅しゃけ） OCHAZUKE(UME-SHAKE)
（Ochazuke(ume&salmon)）…………………………… ￥380
81. 納豆＆卵かけごはんスペシャル　(インスタントみそ汁付き) 
NATTO&TAMAGOKAKE-GOHAN-SPECIAL
（Natto&raw egg rice bowl with miso soup） ……… ￥500

MACARONIC

ドリンクメニュー
（Drink Menu）

ビールbeer

ジンベース　Gin

サワー Sour

ウイスキー　Whisky

ウォッカ Vodka パッソア Passoa

マリブ Malibu

カシスベース Cassis

カルーア Kahlua

ディタライチ Dita Lychee

チンザノロッソ Chinzano Rosso

カンパリ Campari

ラムベース Rum

ワインWine

焼酎 Shochu

<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



1. 生ビール [YEBISU]（YEBISU） …………………… ￥650
2. BUDWEISER ………………………………………… ￥600
3. GUINNESS…………………………………………… ￥700
4. Corona ……………………………………………… ￥650
5. Carlsberg …………………………………………… ￥550
6. Shandy Gaff ………………………………………… ￥600

7. 梅干しサワー Umeboshi sour（Umeboshi sour） ￥500
8. グレープフルーツサワー（Grapefruit sour）…… ￥500
9. レモンサワー（Lemon sour）……………………… ￥500
10. ウーロンハイ（Oolong high）…………………… ￥450
11. 緑茶ハイ Ryokucha high（Green tea high）…… ￥450
12. コークハイ（Coke high）………………………… ￥500

13. ジントニック （Gin tonic）………………………… ￥550
14. ジンバック （Gin buck）…………………………… ￥550
15. ジンフィズ （Gin fizz） …………………………… ￥550

16. ウォッカトニック （Vodka tonic） ……………… ￥550
17. スクリュードライバー（Screwdriver）………… ￥550
18. モスコミュール（Moscow mule）……………… ￥550
19. ソルティドッグ （Salty dog） …………………… ￥550
20. ブルドッグ （Bulldog）…………………………… ￥550

21. カシスウーロン（Cassis oolong tea）…………… ￥550
22. カシスオレンジ（Cassis orange）……………… ￥550
23. カシスグレープフルーツ（Cassis grapefruit）…… ￥550
24. カシスソーダ （Cassis soda）……………………… ￥550

25. カルーアミルク（Kahlua milk）………………… ￥550
26. カルーアウーロン （Kahlua oolong tea） ……… ￥550
27. カルーアオレンジ（Kahlua orange）…………… ￥550

28. ディタオレンジ （DITA orange）………………… ￥600
29. ディタグレープフルーツ （DITA grape fruit）…… ￥600
30. ディタウーロン（DITA oolong tea）…………… ￥600
31. ディタソーダ（DITA soda）……………………… ￥600

32. チンザノロック （CINZANO on the rock）……… ￥550
33. チンザノソーダ（CINZANO soda）……………… ￥550

34. カンパリオレンジ（Campari orange）………… ￥550
35. カンパリグレープフルーツ（Campari grapefruit） ￥550
36. カンパリソーダ （Campari soda） ……………… ￥550
37. カンパリトニック （Campari tonic） …………… ￥550

38. キューバリブレ（Cuba libre）…………………… ￥550
39. ラムバック （Rum buck）………………………… ￥550
40. バカルディモヒート（Bacardi mojito）………… ￥550

41. パッソアオレンジ （Passoa orange）…………… ￥550
42. パッソアグレープフルーツ （Passoa grapefruit） ￥550
43. パッソアトニック（Passoa tonic）……………… ￥550

44. マリブオレンジ （Malibu orange）……………… ￥550
45. マリブコーク （Malibu coke）…………………… ￥550
46. マリブミルク （Malibu milk） …………………… ￥550

 
47. 赤／白　グラス （Red/white glass）……………… ￥600

48. トリス （Torys）…………………………………… ￥600
49. フォアローゼス（Four roses）…………………… ￥700
50. バランタイン （Ballantine’ s）…………………… ￥700
51. メーカーズマーク （Maker’ s Mark）…………… ￥850
52. 白州 （HAKUSHU）………………………………… ￥890
53. 山崎（YAMAZAKI） ……………………………… ￥890
54. 響　12 年 （HIBIKI 12 years）……………………… ￥990

55. 三岳薩摩焼酎（MITAKE satsuma shochu） …… ￥650
56. 成魂薩摩焼酎 （SEIKON satsuma shochu）……… ￥650
57. 佐藤 麦麦焼酎 （SATO wheat shochu） ………… ￥790
58. 佐藤 黒芋焼酎 （SATO potato shochu）………… ￥890

59. 寶の山（TAKARANOYAMA） …………………… ￥700
60. 那須 （NASU）……………………………………… ￥790
61. 福小町（FUKUKOMACHI） ……………………… ￥790

62. ホットコーヒー（Hot coffee）…………………… ￥380
63. アイスコーヒー （Iced coffee）…………………… ￥400
64. コーラ （Coke） …………………………………… ￥450
65. ジンジャエール（Ginger ale）…………………… ￥450
66. オレンジジュース（Orange juice）……………… ￥450
67. ウーロン茶（Oolong tea） ……………………… ￥380
68. 緑茶 Ryoku cha（Green tea）…………………… ￥380

69. 黄身の味噌漬け KIMI-NO-MISO-ZUKE
（Yolk in miso）………………………………………… ￥550
70. クリームチーズの味噌漬け 
CREAM-CHEESE-NO-MISO-ZUKE
（Cream cheese in miso）……………………………… ￥550
71. いろいろなお豆さんたち IROIRONA-OMAMESAN-TACHI
（Assorted beans）……………………………………… ￥380
72. おでん盛り合わせ ODEN-MORIAWASE
（Assorted oden）……………………………………… ￥600
73. たこ焼き （Takoyaki）……………………………… ￥500
74. 水餃子 SUI-GYOZA（Boiled gyoza） …………… ￥500
75. 漬物盛り合わせ TSUKEMONO-MORIAWASE
（Assorted pickles） …………………………………… ￥400
76. ポテトサラダ Potato salad）……………………… ￥380
77. タカシコンドウの父が作ったチーズの燻製 
TAKASHI-KONDO-NO-CHICHI-GA-TSUKUTTA-CHEESE-NO-KUNSEI
（Smoked cheese made by Takashi Kondo’ s father ） ￥600
78. けいさん直伝　枝豆の浅漬け 
KEISAN-JIKIDEN-EDAMAME-NO-ASAZUKE
（Pickled green soybeans from Mr.Kei）……………… ￥550

79. 納豆たらこパスタ NATTO-TARAKO-PASTA
（Natto&salted cod roe pasta） ……………………… ￥600
80. お茶漬け（梅しゃけ） OCHAZUKE(UME-SHAKE)
（Ochazuke(ume&salmon)）…………………………… ￥380
81. 納豆＆卵かけごはんスペシャル　(インスタントみそ汁付き) 
NATTO&TAMAGOKAKE-GOHAN-SPECIAL
（Natto&raw egg rice bowl with miso soup） ……… ￥500

フードメニュー
（Food Menu）

日本酒 Sake

ソフトドリンク Soft drink

ご飯もの Rice bowl

<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


