
TEL 03-5327-8577
Suginamiku koenjiminami 4-47-1
Open 5:00pm-3:00am

uo-ichi

1. わんたんの胡麻サラダ 
WANTAN-NO-GOMA-SALAD
（Wonton and sesame salad）……………… ￥590
2. 店主のおまかせサラダ 
TENSHU-NO-OMAKASE-SALAD
（Chef’ s salad）……………………………… ￥650
3. アボガド味噌タルタル 
AVOCADO-MISO-TARTAR
（Avocado MISO&tartar sauce）…………… ￥580
4. 海鮮ばくだん KAISEN-BAKUDAN
（Lots of Seafoods）………………………… ￥580

5. はかまた （HAKATAMA）………………… ￥650
6. えどたま （EDOTAMA） ………………… ￥580

7. 赤鬼揚げ （AKA-ONI-AGE）……………… ￥490
8. アクアパッツァ 
（ACQUA-PAZZA）…………………￥スタッフまで
9. チャーシューねぎまみれ 
（CHA-SHU-NEGIMAMIRE）………………… ￥680

10. レバのレア炙り LIVER-NO-RARE-ABURI
（Liver） ……………………………………… ￥580
11. 鶏のたたき TORI-NO-TATAKI
（Seared Chicken Sashimi）………………… ￥650

12. いか塩辛 IKA-SHIOKARA
（Salted squid）……………………………… ￥380
13. 味噌漬けチーズ MISO-ZUKE-CHEESE
（Cheese in MISO）…………………………… ￥380
14. えいひれ炙り EI-HIRE-ABURI
（Fired ray’ s fin）…………………………… ￥580
15. おつけもの OTSUKEMONO
（Pickles） …………………………………… ￥380

16. 長芋ポテト NAGAIMO-POTATO
（Fried Chinese yam） ……………………… ￥580
17. ライスコロッケ RICE-CROQUETTE
（Rice ball croquette）……………………… ￥300
18. 明太チーズ春巻き 
MENTAI-CHEESE-HARUMAKI
（Mentaiko&Cheese spring roll）…………… ￥250
19. 感謝のもつ煮込み 
KANSHA-NO-MOTSU-NIKOMI
（Giblets stew）……………………………… ￥100

20. あら汁 ARA-JIRU
（MISO soup of seafood）…………………… ￥200
21. 海鮮まかない丼 KAISEN-MAKANAI-DON
（Rice bowl of seafood）…………………… ￥680
22. 海鮮まかない小丼 KAISEN-MAKANAI-KO-DON
（Mini rice bowl of seafood） ……………… ￥580
23. まご茶 MAGO-CHA（MAGO tea）…… ￥580
24. 稲庭うどん INANIWA-UDON
（INANIWA UDON）………………………… ￥680

25. キリン一番搾り中生  CHU-NAMA
（“First squeezed” beer by KIRIN co.）……… ￥500
26. キリンラガー中瓶 CHU-BIN
 （Lager beer(medium bottled) by KIRIN co.）…… ￥500
27. シャンディーガフ辛口  Shandy Gaff Karakuchi
（Shandy gaff(dry)）………………………… ￥500
28. シャンディーガフ甘口 Shandy Gaff Amakuchi
 （Shandy gaff(sweet)）……………………… ￥500

29. ウーロンハイ  Oolong High
（Oolong tea and shochu）………………… ￥430
30. 緑茶ハイ  Ryokucha High
（Green tea and shochu）…………………… ￥430
31. 梅干しサワー  Umebshi Sour
（UME,shochu and soda）…………………… ￥430
32. カルピスサワー
 （Calpis sour） ……………………………… ￥430

33. レモンサワー 
（Lemon sour）……………………………… ￥490
34. パインサワー 
（Pineapple sour）…………………………… ￥500
35. グレープフルーツサワー 
（Grapefruit sour）…………………………… ￥500

36. グラスワイン（赤 or 白） 
（Glass wine(red/white)）…………………… ￥450
37. カラフエワイン（赤 or 白） 
（Carafe wine(red/white)）…………………￥1200

38. サントリー角ハイ 
（“KAKU high” SUNTORY）………………… ￥460
39. jack daniel's　S
 （Jack daniel’ s single） …………………… ￥400
40. jack daniel's　Ｗ
 （Jack daniel’ s double）…………………… ￥650
41. コークハイ  Coke High
（Whiskey&Coke）…………………………… ￥500
42. ジンジャーハイ辛口 Ginger High Karakuchi
（Whiskey&Ginger Ale(Dry)）……………… ￥500
43. ジンジャーハイ甘口 Ginger High Amakuchi
（Whiskey&Ginger Ale(Sweet)）…………… ￥500

44. ホッピーセット　白 or 黒 
（Hoppy set white/black） ………………… ￥430
45. 外・中  SOTO/NAKA
（Additional Hoppy/Shochu）……………… ￥220
46. 梅酒（ロック・ソーダ） 
（UME liquor(on the rock/soda)） ………… ￥450
47. カシス（ウーロン・オレンジ）
 （Cassis(with oolong tea/orange juice)）…… ￥500

48. ボトル 
（bottle）………………………………………￥1500
49. 割りものお茶
 （with green tea）…………………………… ￥500
50. カットレモン・梅干し
 （lemon/dried UME） ……………………… ￥100

51. コーラ
（Coca cola）………………………………… ￥300
52. ジンジャーエール辛口 
（Ginger ale dry）…………………………… ￥300
53. ジンジャーエール甘口
（Ginger ale sweet）………………………… ￥300
54. Hi-Ci オレンジジュース 
（Hi-Ci orange juice）………………………… ￥300
55. カルピス
（Calpis）……………………………………… ￥300
56. ウーロン茶 
（Oolong tea） ……………………………… ￥300
57. 緑茶 
（Green tea）………………………………… ￥300

フードメニューフードメニュー Food MenuFood Menu

魚菜と炭火ダイニング

魚 一

前菜　Appetizer前菜　Appetizer

３色名物　3specialities３色名物　3specialities 〆の飯　Rices for finish〆の飯　Rices for finish

炭火　Charcoal fired炭火　Charcoal fired

肴　Side dish for alcoholic drinks肴　Side dish for alcoholic drinks

出汁卵　Japanese omelet出汁卵　Japanese omelet

逸品　Excellent things逸品　Excellent things

<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
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ドリンクドリンク DrinkDrink

麦酒　Beer麦酒　Beer

酎ハイ　Syocyu and soda酎ハイ　Syocyu and soda

葡萄酒　Wine葡萄酒　Wine 金宮　KINMIYA(shochu)金宮　KINMIYA(shochu)

ソフトドリンク　
Non-alcoholic drinks
ソフトドリンク　
Non-alcoholic drinks

ウイスキー　Whiskyウイスキー　Whisky

ホッピー＆果実酒　
Hoppy & Fruit-liqour
ホッピー＆果実酒　
Hoppy & Fruit-liqour

生搾り　Squeezed sour生搾り　Squeezed sour


