
TEL 090-4429-4578
2F,3-44-16, koenji-minami,Suginami-ku 
Open 5:00pm-12:00am
Close Sunday

1. ジイマミイ豆腐 ZI-MA-MI-TOFU
（Tofu Made by Peanuts）…………………… ￥450
2. ポーク玉子焼き PORK-TAMAGO-YAKI
（Fried egg with pork）……………………… ￥480
3. アーサー玉子焼き AH-SAH-TAMAGO-YAKI
（Fried egg with NORI）……………………… ￥480
4. カーリーポテトフライ CURLY-POTATO-FRY
（Curly Fried potato） ……………………… ￥500
5. 沖縄ソバ OKINAWA-SOBA
（Thick Noodles served in a pork soup）……… ￥600
6. イカワタ味噌漬け IKAWATA-MISO-DUKE
（Squid intestines in MISO）………………… ￥400
7. トムヤムクンスープ TOM-YUM-GOONG-SOUP
（Tom yum goong(Thai soup dish)）……… ￥380
8. チーズ盛り合わせ CHEESE-MORIAWASE
（Assorted cheese）………………………… ￥450

9. 三陸わかめとネギのサラダ 
SANRIKU-WAKAME-TO-NEGI-NO-SALAD
（WAKAME&Welsh onion salad）…………… ￥450
10. 水餃子   SUI-GYOZA
（Boiled gyoza）……………………………… ￥500
11. おでん盛り合わせ  ODEN-MORIAWASE
（Assorted ODEN）…………………………… ￥500
12. フライドチキン 1コ   FRIED-CHECKEN-1
（Fried checken x1） ………………………… ￥380
13. フライドチキン 2コ   FRIED-CHECKEN-2
（Fried checken x2） ………………………… ￥650
14. タイグリーンカレーライス
THAI-GREEN-CURRY-RICE
（Thai green curry rice） …………………… ￥650
15. 納豆チャーハン   NATTO-CHA-HAN
（NATTO Fried rice）………………………… ￥650
16. ボイルウインナー
（Boiled wiener sausage）…………………… ￥400
17. 明太マヨ玉焼   MENTAI-MAYO-TAMAGO-YAKI
（Fried egg with walleye pollack toe & 
mayonnaise）………………………………… ￥400

ワイン Wine
18. グラスワイン白 （Glass wine white）…… ￥450
23. ピンガ・ネガフロ（ブラジル） 
（Pinger nega fulo(from Brazil)）…………… ￥700

サワー Sour
19. うこんサワー （UKON(turmeric)SOUR）…… ￥400
20. さんぴんサワー（ジャスミン） 
（SANPIN(jasmine)SOUR） ………………… ￥400
21. シークワサーサワー
（Shekwasha SOUR）………………………… ￥400
22. グァバサワー（Guava SOUR）………… ￥400

ザ・泡盛 THE AWAMORI
24. 菊之露　グラス 
（KIKU-NO-TSUYU glass）…………………… ￥450
25. 菊之露　ボトル
（KIKU-NO-TSUYU bottle） …………………￥3000
26. 残波　グラス 
（“ZANPA” glass）…………………………… ￥500
27. 残波　ボトル 
（“ZANPA” bottle）……………………………￥3300
28. ずいせん （“ZUISEN”）…………………… ￥500
29. 白百合（“SHIRAYURI”）………………… ￥600
30. 泡盛の狭山茶割り 
AWAMORI-NO-KYOSEN-CHA-WARI
（AWAMORI with cha）……………………… ￥450

日本酒 SAKE
31. 日本酒 NIHON-SHU（SAKE）…………… ￥500

ハイボール Highball
32. オールドハイボール 
（Old highball）……………………………… ￥500

ソフトドリンク Non-alcoholic drinks
33. うこん UKON（UKON(turmeric)） …… ￥400
34. ジャスミン JASMINE（Jasmine tea）…… ￥400
35. 日本茶 NIHON-CHA（Japanese tea）…… ￥400
36. 各ジュース JUICE（Kinds of juice）…… ￥400
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沖縄料理　NANGOKUYA

南 国 屋

HOTHOT

<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


