
TEL 03-6768-2229

2F, 3-31-5 Nshiogi-Kita, Suginami-ku

Open　7:00pm-2:00am 

Takkyu Sakaba
Ponzo

ぽん蔵★Food Menu

Pasta *Large Size +|150
パスタ
1. えびのペペロンチーノ （Shrimp Peperoncino）…… ￥800
2. ベーコンのアラビアータ （Bacon Arrabiata）……… ￥800
3. 海老とモッツァレラチーズのトマトクリームパスタ 

 （Tomato Cream Pasta with Shrimp and Mozzarella Cheese） ￥800
4. ミートソース （Meat Sauce） ………………………… ￥800
5. 魚介のペスカトーレ （Seafood Pescatore）………… ￥800

Pizza ピッツァ

6. マルゲリータ （Margherita）………………………… ￥900
7. シーフードピッツァ （Seafood Pizza） ……………… ￥900
8. アボカドのマヨピッツァ 
（Avocado and Mayonnaise Pizza） …………………… ￥900
9. ミートピッツァ （Meat Pizza）………………………… ￥900
10. プレーンピッツァ （Plain Pizza）…………………… ￥850

food to order when you are hungry!
おなかがすいたらコレ！
11. キーマカレー （Qeema Curry） …………………… ￥800
12. キムチチャーハン （Kimchi Fried Rice） ………… ￥800
13. キムチ焼きそば（Pan-fried Kimchi Noodles）…… ￥750

Nibbles 乾き物

14. ミックスナッツ （Mixed Nuts）……………………… ￥400
15. 柿ぴ～ （Rice Crackers and Peanuts）……………… ￥400
16. ポップコーン （Popcorn）…………………………… ￥400

Vegetable 野菜系

17. シーザーサラダ （Ceasar Salad） ………………… ￥650
18. さっぱりサラダ （Refreshing Salad） ……………… ￥650
19. アボカドお刺身 （Avocado Sashimi）……………… ￥650
20. スモークサーモンとアボカドのサラダ 
（Smoked Salmon and Avocado Salad） ……………… ￥750

Deep�fried Food
揚げ物
21. フライドポテト （French Fries）……………………… ￥650
22. 鶏のからあげ（Fried Chicken）…………………… ￥650
23. カマンベールチーズ揚げ 
（Deep-fried Camembert Cheese）……………………… ￥650
24. なんこつ揚げ （Deep-fried Cartilage）…………… ￥650
25. たこのから揚げ （Deep-fried Octopus）…………… ￥650

Side Dishes おつまみ

26. アボカドとサーモンの生春巻き
（Avocado and Salmon Summer Roll）………………… ￥500
27. 焼きチーズ （Grilled Cheese）……………………… ￥650
28. アンチョビ詰めオリーブ（Anchovy Stuffed Olives） ￥500
29. オイルサーディン焼き （Grilled Oil Sardines）…… ￥750
30. 三種のソーセージ （Three Types of Sausage）…… ￥800
31. バニラアイス （Vanilla Iced Cream）……………… ￥400

Drink ドリンク

Draft Beer
32. モルツ　ジョッキ Maltz Jokki（Malt’s Mug）……… ￥650

Quick Drink
33. スミノフアイス（Smirnoff Ice） …………………… ￥700
34. ジーマ （Zima）……………………………………… ￥700

Foreign Beer
35. コロナエクストラ（Corona Extra）………………… ￥700
36. ハイネケン （Heineken）…………………………… ￥750
37. バドワイザー （Budweiser）………………………… ￥750
38. ハートランド （Hartland）…………………………… ￥750
39. ドラフトギネス （Draft Guinness） ………………… ￥750
40. バスペールエール （Bus Pale Ale） ……………… ￥750
41. ヒューガルデン （Hoegaarden）…………………… ￥900
42. レモンビール （Lemon Beer）……………………… ￥900
43. ニュートン （Newton）……………………………… ￥900
44. モンゴゾバナナ （Mongozobanana）……………… ￥900

Plum Wine 梅酒

45. 赤い梅酒 （Red Plum Wine） ……………………… ￥600
46. 黒糖梅酒 （Brown Sugar Plum Wine）…………… ￥600
47. 緑茶梅酒 （Green Tea Plum Wine） ……………… ￥600
48. 上等梅酒 （Special Plum Wine）…………………… ￥600
49. ゆず梅酒 （Citrus Yuzu Plum Wine）……………… ￥600
50. アロマ梅酒 （Aroma Plum Wine）………………… ￥600
51. 蜂蜜梅酒 （Honey Plum Wine）…………………… ￥600

Fruit Liquor 果実酒

52. あんず酒 （Apricot Liquor）………………………… ￥600
53. すてきなゆず酒 （Citrus Yuzu Liquor）…………… ￥700

Whisky
54. ジムビーム （Jim Beam）…………………………… ￥700
55. フォアローゼス （Fore Roses）……………………… ￥700
56. アーリータイムズ （Early Times）…………………… ￥700
57. エズラブルックス （Ezra Brooks） ………………… ￥700
58. ジャックダニエル （Jack Daniel's）………………… ￥700
59. オールドグランダッド（Old Grand Dad）………… ￥700
60. ファイティングコック （Fighting Cock）…………… ￥700
61. ダコタ （Dakota） …………………………………… ￥800
62. ベンチマーク （Benchmark） ……………………… ￥800
63. オールドエズラ （Old Ezra）………………………… ￥800
64. ノブクリーク （Knob Creek）………………………… ￥800
65. ヴァージン （Virgin）………………………………… ￥800
66. ワイルドターキー（Wild Turkey）………………… ￥800
67. メーカーズマーク （Maker's Markers） …………… ￥800
68. エライジャックレイグ （Eraija Tsu Craig） ………… ￥800
69. ジョージディッケル（George Deckle）…………… ￥800
70. オールドセントニック （Old St. Nick）……………… ￥800
71. ハーパーゴールドメダル （Harper Gold Medal）    ￥800
72. グランダッド 114 （Grand Dad 114）……………… ￥800
73. ヘンリーマッケンナ （Henry Mckenna）…………… ￥800
74. オールドセントニックライ（Old St. Nick Lai）…… ￥800
75. オールドオーバーホルトライ （Old Over Hol Tri） ￥800
76. ベーカーズ （Bakers） ……………………………… ￥900
77. ブラントン （Blanton） ……………………………… ￥900
78. エヴァンウィリアムズ （Evan Williams）…………… ￥900
79. ローズオブテキサス （Rose Of Texas）…………… ￥900
80. ジャックダニエル（Jack Daniel'S）………………… ￥900
81. ブッカーズ （Bukkazu）………………………………￥1300

Shochu
82. いいちこ （麦） （Ichiko (Barley)） ………………… ￥600
83. 黒伊佐錦 （芋） （Kuroisa Nishiki(Potato)）……… ￥600
84. 島美人 （芋） （Shimabijin (Potato)）……………… ￥600
85. 鍛高譚 （しそ） （Tan Tantaka (Perilla)）…………… ￥600
86. 喜界島 （黒糖） （Kikaijima (Brown Sugar)）……… ￥600
87. 鳥飼 （米） （Torikai (Rice)）………………………… ￥600
88. つんと （わさび） （Tsunto (Wasabi)） …………… ￥600

Sour
89. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥600
90. 緑茶ハイ （Green Tea High） ……………………… ￥600

91. ジャスミンハイ （Jasmine High）…………………… ￥600
92. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour）…… ￥600
93. レモンサワー （Lemon Sour）……………………… ￥600

Japanese Sake
94. 八海山 （Hakkaisan）………………………………… ￥850

Cocktail
Vodka
95. ソルティードッグ （ウォッカ + グレープフルーツ） 
（Salty Dog (Vodka + Grapefruit)）……………………… ￥700
96. スクリュードライバー （ウォッカ + オレンジ） 
（Screwdriver (Vodka + Orange)）……………………… ￥700
97. ブラッディメアリー （ウォッカ + トマトジュース） 
（Bloody Mary (Vodka + Tomato Juice)）……………… ￥700
98. モスコミュール （ウォッカ + ジンジャーエール） 
（Moscow Mule (Vodka + Ginger Ale)）………………… ￥700
99. メロンボール （ウォッカ + ミドリ + オレンジ） 
（Melon Balls (Vodka + Green + Orange)） …………… ￥800

Gin
100. ジントニック （ジン + トニックウォーター）
（Gin and Tonic (Gin + Tonic Water)） ………………… ￥700
101. ジンバック （ジン + ジンジャーエール） 
（Gin Buck (Gin + Ginger Ale)） ………………………… ￥700
102. ジンリッキー （ジン + ソーダ） 
（Gin Rickey (Gin + Soda)）……………………………… ￥700
103. ジンフィズ （ジン + レモン + シュガー + ソーダ） 
（Gin Fizz (Gin + Lemon + Sugar + Soda)） …………… ￥700

Rum
104. ラムトニック （ラム + トニックウォーター）
（Lamb Tonic (Lamb + Tonic Water)） ………………… ￥700
105. キューバリブレ （ラム + コーラ） 
（Cuba Libre (Rum + Cola)）……………………………… ￥700
106. ソルクバーノ （ラム + グレープフルーツ + トニック） 
（Sol Cubano (Lamb + Grapefruit + Tonic)）…………… ￥800

Tequila
107. テコニック （テキーラ + トニックウォーター）
（Tequonic (Tequila + Tonic Water)）…………………… ￥700
108. テキーラサンライズ （テキーラ + オレンジ） 
（Tequilla Sunrise (Tequilla + Orange)）………………… ￥700
109. マタドール （テキーラ + パイン + ライム） 
（Matador (Tequila + Pine + Lime)）…………………… ￥800

Wine Cocktail
110. キール （白ワイン + カシス） 
（Kir (White Wine + Cassis)） …………………………… ￥700
111. ベルモットハーフ & ハーフ 
（Vermouth Half & Half）………………………………… ￥700
112. アメリカンレモネード （赤ワイン + レモネード） 
（American Lemonade (Red Wine + Lemonade)）…… ￥800
113. ワインクーラー （ワイン + コアントロ + オレンジ） 
（Wine Cooler (Wine + Cointreau + Orange)）………… ￥800

Cassis
114. カシスソーダ（Cassis Soda） …………………… ￥700
115. カシスオレンジ（Cassis Orange） ……………… ￥700
116. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）……￥700
117. カシスミルク （Cassis Milk） ……………………… ￥700
118. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥700
119. キール （Kir） ……………………………………… ￥700

卓球酒場ぽん蔵



ぽん蔵★Food Menu

Pasta *Large Size +|150
パスタ
1. えびのペペロンチーノ （Shrimp Peperoncino）…… ￥800
2. ベーコンのアラビアータ （Bacon Arrabiata）……… ￥800
3. 海老とモッツァレラチーズのトマトクリームパスタ 

 （Tomato Cream Pasta with Shrimp and Mozzarella Cheese） ￥800
4. ミートソース （Meat Sauce） ………………………… ￥800
5. 魚介のペスカトーレ （Seafood Pescatore）………… ￥800

Pizza ピッツァ

6. マルゲリータ （Margherita）………………………… ￥900
7. シーフードピッツァ （Seafood Pizza） ……………… ￥900
8. アボカドのマヨピッツァ 
（Avocado and Mayonnaise Pizza） …………………… ￥900
9. ミートピッツァ （Meat Pizza）………………………… ￥900
10. プレーンピッツァ （Plain Pizza）…………………… ￥850

food to order when you are hungry!
おなかがすいたらコレ！
11. キーマカレー （Qeema Curry） …………………… ￥800
12. キムチチャーハン （Kimchi Fried Rice） ………… ￥800
13. キムチ焼きそば（Pan-fried Kimchi Noodles）…… ￥750

Nibbles 乾き物

14. ミックスナッツ （Mixed Nuts）……………………… ￥400
15. 柿ぴ～ （Rice Crackers and Peanuts）……………… ￥400
16. ポップコーン （Popcorn）…………………………… ￥400

Vegetable 野菜系

17. シーザーサラダ （Ceasar Salad） ………………… ￥650
18. さっぱりサラダ （Refreshing Salad） ……………… ￥650
19. アボカドお刺身 （Avocado Sashimi）……………… ￥650
20. スモークサーモンとアボカドのサラダ 
（Smoked Salmon and Avocado Salad） ……………… ￥750

Deep�fried Food
揚げ物
21. フライドポテト （French Fries）……………………… ￥650
22. 鶏のからあげ（Fried Chicken）…………………… ￥650
23. カマンベールチーズ揚げ 
（Deep-fried Camembert Cheese）……………………… ￥650
24. なんこつ揚げ （Deep-fried Cartilage）…………… ￥650
25. たこのから揚げ （Deep-fried Octopus）…………… ￥650

Side Dishes おつまみ

26. アボカドとサーモンの生春巻き
（Avocado and Salmon Summer Roll）………………… ￥500
27. 焼きチーズ （Grilled Cheese）……………………… ￥650
28. アンチョビ詰めオリーブ（Anchovy Stuffed Olives） ￥500
29. オイルサーディン焼き （Grilled Oil Sardines）…… ￥750
30. 三種のソーセージ （Three Types of Sausage）…… ￥800
31. バニラアイス （Vanilla Iced Cream）……………… ￥400

Drink ドリンク

Draft Beer
32. モルツ　ジョッキ Maltz Jokki（Malt’s Mug）……… ￥650

Quick Drink
33. スミノフアイス（Smirnoff Ice） …………………… ￥700
34. ジーマ （Zima）……………………………………… ￥700

Foreign Beer
35. コロナエクストラ（Corona Extra）………………… ￥700
36. ハイネケン （Heineken）…………………………… ￥750
37. バドワイザー （Budweiser）………………………… ￥750
38. ハートランド （Hartland）…………………………… ￥750
39. ドラフトギネス （Draft Guinness） ………………… ￥750
40. バスペールエール （Bus Pale Ale） ……………… ￥750
41. ヒューガルデン （Hoegaarden）…………………… ￥900
42. レモンビール （Lemon Beer）……………………… ￥900
43. ニュートン （Newton）……………………………… ￥900
44. モンゴゾバナナ （Mongozobanana）……………… ￥900

Plum Wine 梅酒

45. 赤い梅酒 （Red Plum Wine） ……………………… ￥600
46. 黒糖梅酒 （Brown Sugar Plum Wine）…………… ￥600
47. 緑茶梅酒 （Green Tea Plum Wine） ……………… ￥600
48. 上等梅酒 （Special Plum Wine）…………………… ￥600
49. ゆず梅酒 （Citrus Yuzu Plum Wine）……………… ￥600
50. アロマ梅酒 （Aroma Plum Wine）………………… ￥600
51. 蜂蜜梅酒 （Honey Plum Wine）…………………… ￥600

Fruit Liquor 果実酒

52. あんず酒 （Apricot Liquor）………………………… ￥600
53. すてきなゆず酒 （Citrus Yuzu Liquor）…………… ￥700

Whisky
54. ジムビーム （Jim Beam）…………………………… ￥700
55. フォアローゼス （Fore Roses）……………………… ￥700
56. アーリータイムズ （Early Times）…………………… ￥700
57. エズラブルックス （Ezra Brooks） ………………… ￥700
58. ジャックダニエル （Jack Daniel's）………………… ￥700
59. オールドグランダッド（Old Grand Dad）………… ￥700
60. ファイティングコック （Fighting Cock）…………… ￥700
61. ダコタ （Dakota） …………………………………… ￥800
62. ベンチマーク （Benchmark） ……………………… ￥800
63. オールドエズラ （Old Ezra）………………………… ￥800
64. ノブクリーク （Knob Creek）………………………… ￥800
65. ヴァージン （Virgin）………………………………… ￥800
66. ワイルドターキー（Wild Turkey）………………… ￥800
67. メーカーズマーク （Maker's Markers） …………… ￥800
68. エライジャックレイグ （Eraija Tsu Craig） ………… ￥800
69. ジョージディッケル（George Deckle）…………… ￥800
70. オールドセントニック （Old St. Nick）……………… ￥800
71. ハーパーゴールドメダル （Harper Gold Medal）    ￥800
72. グランダッド 114 （Grand Dad 114）……………… ￥800
73. ヘンリーマッケンナ （Henry Mckenna）…………… ￥800
74. オールドセントニックライ（Old St. Nick Lai）…… ￥800
75. オールドオーバーホルトライ （Old Over Hol Tri） ￥800
76. ベーカーズ （Bakers） ……………………………… ￥900
77. ブラントン （Blanton） ……………………………… ￥900
78. エヴァンウィリアムズ （Evan Williams）…………… ￥900
79. ローズオブテキサス （Rose Of Texas）…………… ￥900
80. ジャックダニエル（Jack Daniel'S）………………… ￥900
81. ブッカーズ （Bukkazu）………………………………￥1300

Shochu
82. いいちこ （麦） （Ichiko (Barley)） ………………… ￥600
83. 黒伊佐錦 （芋） （Kuroisa Nishiki(Potato)）……… ￥600
84. 島美人 （芋） （Shimabijin (Potato)）……………… ￥600
85. 鍛高譚 （しそ） （Tan Tantaka (Perilla)）…………… ￥600
86. 喜界島 （黒糖） （Kikaijima (Brown Sugar)）……… ￥600
87. 鳥飼 （米） （Torikai (Rice)）………………………… ￥600
88. つんと （わさび） （Tsunto (Wasabi)） …………… ￥600

Sour
89. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥600
90. 緑茶ハイ （Green Tea High） ……………………… ￥600

91. ジャスミンハイ （Jasmine High）…………………… ￥600
92. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour）…… ￥600
93. レモンサワー （Lemon Sour）……………………… ￥600

Japanese Sake
94. 八海山 （Hakkaisan）………………………………… ￥850

Cocktail
Vodka
95. ソルティードッグ （ウォッカ + グレープフルーツ） 
（Salty Dog (Vodka + Grapefruit)）……………………… ￥700
96. スクリュードライバー （ウォッカ + オレンジ） 
（Screwdriver (Vodka + Orange)）……………………… ￥700
97. ブラッディメアリー （ウォッカ + トマトジュース） 
（Bloody Mary (Vodka + Tomato Juice)）……………… ￥700
98. モスコミュール （ウォッカ + ジンジャーエール） 
（Moscow Mule (Vodka + Ginger Ale)）………………… ￥700
99. メロンボール （ウォッカ + ミドリ + オレンジ） 
（Melon Balls (Vodka + Green + Orange)） …………… ￥800

Gin
100. ジントニック （ジン + トニックウォーター）
（Gin and Tonic (Gin + Tonic Water)） ………………… ￥700
101. ジンバック （ジン + ジンジャーエール） 
（Gin Buck (Gin + Ginger Ale)） ………………………… ￥700
102. ジンリッキー （ジン + ソーダ） 
（Gin Rickey (Gin + Soda)）……………………………… ￥700
103. ジンフィズ （ジン + レモン + シュガー + ソーダ） 
（Gin Fizz (Gin + Lemon + Sugar + Soda)） …………… ￥700

Rum
104. ラムトニック （ラム + トニックウォーター）
（Lamb Tonic (Lamb + Tonic Water)） ………………… ￥700
105. キューバリブレ （ラム + コーラ） 
（Cuba Libre (Rum + Cola)）……………………………… ￥700
106. ソルクバーノ （ラム + グレープフルーツ + トニック） 
（Sol Cubano (Lamb + Grapefruit + Tonic)）…………… ￥800

Tequila
107. テコニック （テキーラ + トニックウォーター）
（Tequonic (Tequila + Tonic Water)）…………………… ￥700
108. テキーラサンライズ （テキーラ + オレンジ） 
（Tequilla Sunrise (Tequilla + Orange)）………………… ￥700
109. マタドール （テキーラ + パイン + ライム） 
（Matador (Tequila + Pine + Lime)）…………………… ￥800

Wine Cocktail
110. キール （白ワイン + カシス） 
（Kir (White Wine + Cassis)） …………………………… ￥700
111. ベルモットハーフ & ハーフ 
（Vermouth Half & Half）………………………………… ￥700
112. アメリカンレモネード （赤ワイン + レモネード） 
（American Lemonade (Red Wine + Lemonade)）…… ￥800
113. ワインクーラー （ワイン + コアントロ + オレンジ） 
（Wine Cooler (Wine + Cointreau + Orange)）………… ￥800

Cassis
114. カシスソーダ（Cassis Soda） …………………… ￥700
115. カシスオレンジ（Cassis Orange） ……………… ￥700
116. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）……￥700
117. カシスミルク （Cassis Milk） ……………………… ￥700
118. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥700
119. キール （Kir） ……………………………………… ￥700

<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



Takkyu Sakaba Ponzo

ぽん蔵★Food Menu

Pasta *Large Size +|150
パスタ
1. えびのペペロンチーノ （Shrimp Peperoncino）…… ￥800
2. ベーコンのアラビアータ （Bacon Arrabiata）……… ￥800
3. 海老とモッツァレラチーズのトマトクリームパスタ 

 （Tomato Cream Pasta with Shrimp and Mozzarella Cheese） ￥800
4. ミートソース （Meat Sauce） ………………………… ￥800
5. 魚介のペスカトーレ （Seafood Pescatore）………… ￥800

Pizza ピッツァ

6. マルゲリータ （Margherita）………………………… ￥900
7. シーフードピッツァ （Seafood Pizza） ……………… ￥900
8. アボカドのマヨピッツァ 
（Avocado and Mayonnaise Pizza） …………………… ￥900
9. ミートピッツァ （Meat Pizza）………………………… ￥900
10. プレーンピッツァ （Plain Pizza）…………………… ￥850

food to order when you are hungry!
おなかがすいたらコレ！
11. キーマカレー （Qeema Curry） …………………… ￥800
12. キムチチャーハン （Kimchi Fried Rice） ………… ￥800
13. キムチ焼きそば（Pan-fried Kimchi Noodles）…… ￥750

Nibbles 乾き物

14. ミックスナッツ （Mixed Nuts）……………………… ￥400
15. 柿ぴ～ （Rice Crackers and Peanuts）……………… ￥400
16. ポップコーン （Popcorn）…………………………… ￥400

Vegetable 野菜系

17. シーザーサラダ （Ceasar Salad） ………………… ￥650
18. さっぱりサラダ （Refreshing Salad） ……………… ￥650
19. アボカドお刺身 （Avocado Sashimi）……………… ￥650
20. スモークサーモンとアボカドのサラダ 
（Smoked Salmon and Avocado Salad） ……………… ￥750

Deep�fried Food
揚げ物
21. フライドポテト （French Fries）……………………… ￥650
22. 鶏のからあげ（Fried Chicken）…………………… ￥650
23. カマンベールチーズ揚げ 
（Deep-fried Camembert Cheese）……………………… ￥650
24. なんこつ揚げ （Deep-fried Cartilage）…………… ￥650
25. たこのから揚げ （Deep-fried Octopus）…………… ￥650

Side Dishes おつまみ

26. アボカドとサーモンの生春巻き
（Avocado and Salmon Summer Roll）………………… ￥500
27. 焼きチーズ （Grilled Cheese）……………………… ￥650
28. アンチョビ詰めオリーブ（Anchovy Stuffed Olives） ￥500
29. オイルサーディン焼き （Grilled Oil Sardines）…… ￥750
30. 三種のソーセージ （Three Types of Sausage）…… ￥800
31. バニラアイス （Vanilla Iced Cream）……………… ￥400

Drink ドリンク

Draft Beer
32. モルツ　ジョッキ Maltz Jokki（Malt’s Mug）……… ￥650

Quick Drink
33. スミノフアイス（Smirnoff Ice） …………………… ￥700
34. ジーマ （Zima）……………………………………… ￥700

Foreign Beer
35. コロナエクストラ（Corona Extra）………………… ￥700
36. ハイネケン （Heineken）…………………………… ￥750
37. バドワイザー （Budweiser）………………………… ￥750
38. ハートランド （Hartland）…………………………… ￥750
39. ドラフトギネス （Draft Guinness） ………………… ￥750
40. バスペールエール （Bus Pale Ale） ……………… ￥750
41. ヒューガルデン （Hoegaarden）…………………… ￥900
42. レモンビール （Lemon Beer）……………………… ￥900
43. ニュートン （Newton）……………………………… ￥900
44. モンゴゾバナナ （Mongozobanana）……………… ￥900

Plum Wine 梅酒

45. 赤い梅酒 （Red Plum Wine） ……………………… ￥600
46. 黒糖梅酒 （Brown Sugar Plum Wine）…………… ￥600
47. 緑茶梅酒 （Green Tea Plum Wine） ……………… ￥600
48. 上等梅酒 （Special Plum Wine）…………………… ￥600
49. ゆず梅酒 （Citrus Yuzu Plum Wine）……………… ￥600
50. アロマ梅酒 （Aroma Plum Wine）………………… ￥600
51. 蜂蜜梅酒 （Honey Plum Wine）…………………… ￥600

Fruit Liquor 果実酒

52. あんず酒 （Apricot Liquor）………………………… ￥600
53. すてきなゆず酒 （Citrus Yuzu Liquor）…………… ￥700

Whisky
54. ジムビーム （Jim Beam）…………………………… ￥700
55. フォアローゼス （Fore Roses）……………………… ￥700
56. アーリータイムズ （Early Times）…………………… ￥700
57. エズラブルックス （Ezra Brooks） ………………… ￥700
58. ジャックダニエル （Jack Daniel's）………………… ￥700
59. オールドグランダッド（Old Grand Dad）………… ￥700
60. ファイティングコック （Fighting Cock）…………… ￥700
61. ダコタ （Dakota） …………………………………… ￥800
62. ベンチマーク （Benchmark） ……………………… ￥800
63. オールドエズラ （Old Ezra）………………………… ￥800
64. ノブクリーク （Knob Creek）………………………… ￥800
65. ヴァージン （Virgin）………………………………… ￥800
66. ワイルドターキー（Wild Turkey）………………… ￥800
67. メーカーズマーク （Maker's Markers） …………… ￥800
68. エライジャックレイグ （Eraija Tsu Craig） ………… ￥800
69. ジョージディッケル（George Deckle）…………… ￥800
70. オールドセントニック （Old St. Nick）……………… ￥800
71. ハーパーゴールドメダル （Harper Gold Medal）    ￥800
72. グランダッド 114 （Grand Dad 114）……………… ￥800
73. ヘンリーマッケンナ （Henry Mckenna）…………… ￥800
74. オールドセントニックライ（Old St. Nick Lai）…… ￥800
75. オールドオーバーホルトライ （Old Over Hol Tri） ￥800
76. ベーカーズ （Bakers） ……………………………… ￥900
77. ブラントン （Blanton） ……………………………… ￥900
78. エヴァンウィリアムズ （Evan Williams）…………… ￥900
79. ローズオブテキサス （Rose Of Texas）…………… ￥900
80. ジャックダニエル（Jack Daniel'S）………………… ￥900
81. ブッカーズ （Bukkazu）………………………………￥1300

Shochu
82. いいちこ （麦） （Ichiko (Barley)） ………………… ￥600
83. 黒伊佐錦 （芋） （Kuroisa Nishiki(Potato)）……… ￥600
84. 島美人 （芋） （Shimabijin (Potato)）……………… ￥600
85. 鍛高譚 （しそ） （Tan Tantaka (Perilla)）…………… ￥600
86. 喜界島 （黒糖） （Kikaijima (Brown Sugar)）……… ￥600
87. 鳥飼 （米） （Torikai (Rice)）………………………… ￥600
88. つんと （わさび） （Tsunto (Wasabi)） …………… ￥600

Sour
89. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥600
90. 緑茶ハイ （Green Tea High） ……………………… ￥600

91. ジャスミンハイ （Jasmine High）…………………… ￥600
92. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour）…… ￥600
93. レモンサワー （Lemon Sour）……………………… ￥600

Japanese Sake
94. 八海山 （Hakkaisan）………………………………… ￥850

Cocktail
Vodka
95. ソルティードッグ （ウォッカ + グレープフルーツ） 
（Salty Dog (Vodka + Grapefruit)）……………………… ￥700
96. スクリュードライバー （ウォッカ + オレンジ） 
（Screwdriver (Vodka + Orange)）……………………… ￥700
97. ブラッディメアリー （ウォッカ + トマトジュース） 
（Bloody Mary (Vodka + Tomato Juice)）……………… ￥700
98. モスコミュール （ウォッカ + ジンジャーエール） 
（Moscow Mule (Vodka + Ginger Ale)）………………… ￥700
99. メロンボール （ウォッカ + ミドリ + オレンジ） 
（Melon Balls (Vodka + Green + Orange)） …………… ￥800

Gin
100. ジントニック （ジン + トニックウォーター）
（Gin and Tonic (Gin + Tonic Water)） ………………… ￥700
101. ジンバック （ジン + ジンジャーエール） 
（Gin Buck (Gin + Ginger Ale)） ………………………… ￥700
102. ジンリッキー （ジン + ソーダ） 
（Gin Rickey (Gin + Soda)）……………………………… ￥700
103. ジンフィズ （ジン + レモン + シュガー + ソーダ） 
（Gin Fizz (Gin + Lemon + Sugar + Soda)） …………… ￥700

Rum
104. ラムトニック （ラム + トニックウォーター）
（Lamb Tonic (Lamb + Tonic Water)） ………………… ￥700
105. キューバリブレ （ラム + コーラ） 
（Cuba Libre (Rum + Cola)）……………………………… ￥700
106. ソルクバーノ （ラム + グレープフルーツ + トニック） 
（Sol Cubano (Lamb + Grapefruit + Tonic)）…………… ￥800

Tequila
107. テコニック （テキーラ + トニックウォーター）
（Tequonic (Tequila + Tonic Water)）…………………… ￥700
108. テキーラサンライズ （テキーラ + オレンジ） 
（Tequilla Sunrise (Tequilla + Orange)）………………… ￥700
109. マタドール （テキーラ + パイン + ライム） 
（Matador (Tequila + Pine + Lime)）…………………… ￥800

Wine Cocktail
110. キール （白ワイン + カシス） 
（Kir (White Wine + Cassis)） …………………………… ￥700
111. ベルモットハーフ & ハーフ 
（Vermouth Half & Half）………………………………… ￥700
112. アメリカンレモネード （赤ワイン + レモネード） 
（American Lemonade (Red Wine + Lemonade)）…… ￥800
113. ワインクーラー （ワイン + コアントロ + オレンジ） 
（Wine Cooler (Wine + Cointreau + Orange)）………… ￥800

Cassis
114. カシスソーダ（Cassis Soda） …………………… ￥700
115. カシスオレンジ（Cassis Orange） ……………… ￥700
116. カシスグレープフルーツ （Cassis Grapefruit）……￥700
117. カシスミルク （Cassis Milk） ……………………… ￥700
118. カシスウーロン （Cassis Oolong）………………… ￥700
119. キール （Kir） ……………………………………… ￥700

Peachtree
120. ピーチソーダ （Peach Soda）……………………… ￥700
121. ピーチツリーフィズ（Peach Tree Fizz）………… ￥700
122. ピーチオレンジ （Peach Orange） ……………… ￥700
123. ピーチモーニ（Pichimoni）……………………… ￥700
124. ピーチグレープフルーツ （Peach Grapefruit）…    ￥700
125. ピーチクランベリー （Peach Cranberry）………… ￥700
126. ピーチミルク （Peach Milk）……………………… ￥700
127. ピーチ梅酒 （Peach Plum Wine）………………… ￥700
128. ピーチウーロン （Peach Oolong） ……………… ￥700

Kahlua
Coffee Liquor
コーヒーリキュール
129. カルーアミルク （Kahlua Milk）…………………… ￥700
130. ホワイトルシアン （ウォッカ + カルーア + 生クリーム） 
（White Russian (Vodka + Kahlua + Cream)） ………… ￥800
131. ブラックルシアン （ウォッカ + カルーア） 
（Black Russian (Vodka + Kahlua)）……………………… ￥800

Dita
Litchee ライチリキュール
132. ディタオレンジ （Dita Orange）…………………… ￥800
133. ディタウーロン （Dita Oolong）…………………… ￥800
134. ディタグレープフルーツ （Dita Grapefruit） …… ￥800
135. ディタソーダ（Dita Soda）………………………… ￥800
136. ディタパイン （Dita Pine）………………………… ￥800
137. ディタクランベリーソーダ （Dita Cranberry Soda） ￥800

Amaretto
アーモンドの香り高いリキュール
138. アマレットオレンジ （Amaretto Orange） ……… ￥700
139. アマレットパイン （Amaretto Pine）……………… ￥700
140. アマレットグレープフルーツ 
（Amaretto Grapefruit） ………………………………… ￥700
141. アマレットジンジャー（Amaretto Ginger）……… ￥700
142. アマレットミルク（Amaretto Milk）……………… ￥700
143. アマレットコーラ （Amaretto Coke）……………… ￥700

Passoa
パッションフルーツのリキュール
144. パッソアオレンジ（Passoa Orange）…………… ￥700
145. パッソアバナナパイン （Passoa Banana Pine）     ￥700
146. パッソアグレープフルーツ （Passoa Grapefruit） ￥700
147. パッソアスイートラブ （Passoa Sweet Love）…… ￥700
148. パッソアパイン（Passoa Pine） ………………… ￥700
149. パッソアビーチ （Passoa Beach）………………… ￥800

Southern Comfort  
桃・オレンジ・レモン・ハーブを使った
フルーツリキュール
150. カンフォートオレンジ（Comfort Orange）……… ￥700
151. カンフォートトニック（Comfort Tonic）………… ￥700
152. カンフォートグレープフルーツ 
（Comfort Grapefruit）…………………………………… ￥700
153. カンフォートジンジャー （Comfort Ginger） …… ￥700
154. カンフォートパイン （Comfort Pine） …………… ￥700
155. カンフォートコーラ（Comfort Cola）…………… ￥700

Chambord
ブラックラズベリーをベースに、バニラ・蜂
蜜を加えたリキュール
156. シャンボールトニック （Chambord Tonic）……… ￥800
157. ダージリンクーラー （Darjeeling Cooler）……… ￥800
158. シャンボールクランベリー （Chambord Cranberry） ￥800
159. シャンボールミルク （Chambord Milk）………… ￥900

Malibu
カリブ海生まれのココナッツラム
160. マリブオレンジ（Malibu Orange）……………… ￥700
161. マリブミルク （Malibu Milk）……………………… ￥700
162. マリブグレープフルーツ （Malibu Grapefruit）     ￥700
163. マリブパイン （Maribu Pine）……………………… ￥700
164. マリブコーク （Maribu Coke）……………………… ￥700

Tiffin
紅茶のリキュール
165. ティフィンオレンジ（Tiffin Orange） …………… ￥700
166. ティフィンレモンソーダ（Tiffin Lemon Soda）  … ￥700
167. ティフィンミルク （Tiffin Milk） …………………… ￥700
168. ダージリンクーラー （ティフィン + シャンボール + レモ

ンジュース + ジンジャーエール） （Darjeeling Cooler） ￥800

Banana
169. バナナオレンジ （Banana Orange）……………… ￥700
170. バナナミルク（Banana Milk）…………………… ￥700
171. バナナパイン （Banana Pine）…………………… ￥700
172. バナナチョコミルク （Banana Chocolate Milk）  … ￥800

Campari
ハーブ香るイタリアンリキュール
173. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥700
174. カンパリクランベリー（Campari Cranberry）…… ￥700
175. カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruit） ￥700
176. スプモーニ

（カンパリ + グレープフルーツジュース + トニックウォーター）
（Spumoni (Campari + Grapefruit Juice + Tonic Water)） ￥700
177. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥700

Godiva
ゴディバのチョコレートリキュール
178. ゴディバミルク （Godiva Milk）…………………… ￥800

Whisky
179. ジェームソン 12 年 （Jameson 12 Years old）  … ￥800
180. アイラミスト 8 年（Islay Mist 8 Years old）……… ￥800
181. カネマラ （Connemara）…………………………… ￥900
182. カナディアンクラブ （Canadian Club）…………… ￥800
183. サントリー角瓶 （Suntory Kaku）………………… ￥700



<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

Peachtree
120. ピーチソーダ （Peach Soda）……………………… ￥700
121. ピーチツリーフィズ（Peach Tree Fizz）………… ￥700
122. ピーチオレンジ （Peach Orange） ……………… ￥700
123. ピーチモーニ（Pichimoni）……………………… ￥700
124. ピーチグレープフルーツ （Peach Grapefruit）…    ￥700
125. ピーチクランベリー （Peach Cranberry）………… ￥700
126. ピーチミルク （Peach Milk）……………………… ￥700
127. ピーチ梅酒 （Peach Plum Wine）………………… ￥700
128. ピーチウーロン （Peach Oolong） ……………… ￥700

Kahlua
Coffee Liquor
コーヒーリキュール
129. カルーアミルク （Kahlua Milk）…………………… ￥700
130. ホワイトルシアン （ウォッカ + カルーア + 生クリーム） 
（White Russian (Vodka + Kahlua + Cream)） ………… ￥800
131. ブラックルシアン （ウォッカ + カルーア） 
（Black Russian (Vodka + Kahlua)）……………………… ￥800

Dita
Litchee ライチリキュール
132. ディタオレンジ （Dita Orange）…………………… ￥800
133. ディタウーロン （Dita Oolong）…………………… ￥800
134. ディタグレープフルーツ （Dita Grapefruit） …… ￥800
135. ディタソーダ（Dita Soda）………………………… ￥800
136. ディタパイン （Dita Pine）………………………… ￥800
137. ディタクランベリーソーダ （Dita Cranberry Soda） ￥800

Amaretto
アーモンドの香り高いリキュール
138. アマレットオレンジ （Amaretto Orange） ……… ￥700
139. アマレットパイン （Amaretto Pine）……………… ￥700
140. アマレットグレープフルーツ 
（Amaretto Grapefruit） ………………………………… ￥700
141. アマレットジンジャー（Amaretto Ginger）……… ￥700
142. アマレットミルク（Amaretto Milk）……………… ￥700
143. アマレットコーラ （Amaretto Coke）……………… ￥700

Passoa
パッションフルーツのリキュール
144. パッソアオレンジ（Passoa Orange）…………… ￥700
145. パッソアバナナパイン （Passoa Banana Pine）     ￥700
146. パッソアグレープフルーツ （Passoa Grapefruit） ￥700
147. パッソアスイートラブ （Passoa Sweet Love）…… ￥700
148. パッソアパイン（Passoa Pine） ………………… ￥700
149. パッソアビーチ （Passoa Beach）………………… ￥800

Southern Comfort  
桃・オレンジ・レモン・ハーブを使った
フルーツリキュール
150. カンフォートオレンジ（Comfort Orange）……… ￥700
151. カンフォートトニック（Comfort Tonic）………… ￥700
152. カンフォートグレープフルーツ 
（Comfort Grapefruit）…………………………………… ￥700
153. カンフォートジンジャー （Comfort Ginger） …… ￥700
154. カンフォートパイン （Comfort Pine） …………… ￥700
155. カンフォートコーラ（Comfort Cola）…………… ￥700

Chambord
ブラックラズベリーをベースに、バニラ・蜂
蜜を加えたリキュール
156. シャンボールトニック （Chambord Tonic）……… ￥800
157. ダージリンクーラー （Darjeeling Cooler）……… ￥800
158. シャンボールクランベリー （Chambord Cranberry） ￥800
159. シャンボールミルク （Chambord Milk）………… ￥900

Malibu
カリブ海生まれのココナッツラム
160. マリブオレンジ（Malibu Orange）……………… ￥700
161. マリブミルク （Malibu Milk）……………………… ￥700
162. マリブグレープフルーツ （Malibu Grapefruit）     ￥700
163. マリブパイン （Maribu Pine）……………………… ￥700
164. マリブコーク （Maribu Coke）……………………… ￥700

Tiffin
紅茶のリキュール
165. ティフィンオレンジ（Tiffin Orange） …………… ￥700
166. ティフィンレモンソーダ（Tiffin Lemon Soda）  … ￥700
167. ティフィンミルク （Tiffin Milk） …………………… ￥700
168. ダージリンクーラー （ティフィン + シャンボール + レモ

ンジュース + ジンジャーエール） （Darjeeling Cooler） ￥800

Banana
169. バナナオレンジ （Banana Orange）……………… ￥700
170. バナナミルク（Banana Milk）…………………… ￥700
171. バナナパイン （Banana Pine）…………………… ￥700
172. バナナチョコミルク （Banana Chocolate Milk）  … ￥800

Campari
ハーブ香るイタリアンリキュール
173. カンパリオレンジ （Campari Orange）…………… ￥700
174. カンパリクランベリー（Campari Cranberry）…… ￥700
175. カンパリグレープフルーツ （Campari Grapefruit） ￥700
176. スプモーニ

（カンパリ + グレープフルーツジュース + トニックウォーター）
（Spumoni (Campari + Grapefruit Juice + Tonic Water)） ￥700
177. カンパリソーダ （Campari Soda）………………… ￥700

Godiva
ゴディバのチョコレートリキュール
178. ゴディバミルク （Godiva Milk）…………………… ￥800

Whisky
179. ジェームソン 12 年 （Jameson 12 Years old）  … ￥800
180. アイラミスト 8 年（Islay Mist 8 Years old）……… ￥800
181. カネマラ （Connemara）…………………………… ￥900
182. カナディアンクラブ （Canadian Club）…………… ￥800
183. サントリー角瓶 （Suntory Kaku）………………… ￥700

Scotch
184. マッカラン 12 年（Macallan 12 Years old） …… ￥800
185. グレンリヴェット 12 年（Glenlivet 12 Years old） ￥800
186. グレンエルギン 12 年 （Glen Elgin 12 Years old）  ￥800
187. ストラスアイラ 12 年 （Strathisla 12 Years old）     ￥800
188. クラガンモア 12 年 （Cragganmore 12 Years old） ￥800
189. オーバン 14 年 （Aubin 14 Years old） ………… ￥900
190. グレンモーレンジ 10 年 
（Glenmorangie 10 Years old） ………………………… ￥800
191. グレンモーレンジ 14 年
（Glenmorangie 14 Years old） ………………………… ￥800
192. スプリングバンク 10 年 (Spring Bank 10 Years old)￥1000
193. ラフロイグ 10 年 （Laphroaig 10 Years old）…… ￥800
194. ボウモア 12 年（Bowmore 12 Years old）……… ￥800
195. ボウモア 17 年 Bowmore 17 Years old） ……… ￥1000
196. アードベッグ 10 年 （Ardbeg 10 Years old）…… ￥800
197. カリラ 18 年 （Caol Ila 18 Years old） ……………￥1000
198. ラガヴーリン 16 年（Lagavulin 16 Years old）   ￥1000
199. アラン ・ シングルモルト （Arran Single Malt）     ￥800
200. タリスカー 10 年 （Talisker 10 Years old）……… ￥800
201. アイル ・ オブ ・ ジュラ 10 年 
（Isle of Jura 10 Years old）……………………………… ￥800
202. スキャバ 14 年（Sucapa 14 Years old）………… ￥900
203. オーヘントッシャン 10 年 
（Auchentoshan 10 Years old） ………………………… ￥800
204. ホワイトホース 12 年 （Whitehorse 12 Years old） ￥700
205. バランタインフィネスト（Ballantyne Finest） ……    ￥800
206. デュワーズ （Dewar's）…………………………… ￥700
207. シーバスリーガル 12 年 (Chivas Regal 12 Years old)￥800

Wine
208. カルロロッシ （赤 ・ 白） グラス
（Carlo Rossi (Red and White) Glass）…………………… ￥500
209. カルロロッシ （赤 ・ 白） デキャンタ 
（Carlo Rossi (Red and White) Decanter）………………￥1500
210. カルロロッシ （赤 ・ 白） ボトル 
（Carlo Rossi (Red and White) Bottle） …………………￥2500
211. セニョリオ ・ デ ・ オルガス （赤 ・ 白） グラス 
（Señorio De Orugaz (Red and White) Glass）………… ￥500

212. セニョリオ ・ デ ・ オルガス （赤 ・ 白） デキャンタ 
（Señorio De Orugaz (Red and White) Decanter） …… ￥1500
213. セニョリオ ・ デ ・ オルガス （赤 ・ 白） ボトル 
（Señorio De Orugaz (Red and White) Bottle）…………￥2500

Rum
214. キャプテンモルガン（Captain Morgan）……… ￥800
215. マイヤーズ （Myards） …………………………… ￥700
216. ロン ・ サカバ （Ron Zacapa） …………………… ￥900
217. ハバナクラブ （Havana Club）…………………… ￥900
218. レッドラム （Redrum）……………………………… ￥800
219. ロンミエルバテル（Ron Miel Batel）…………… ￥900

Soft Drink
Iced
220. オレンジジュース （Orange Juice）……………… ￥500
221. グレープフルーツジュース （Grapefruit Juice）    ￥500
222. コーラ （Coca Cola）………………………………… ￥500
223. ジンジャーエール （Ginger Ale）………………… ￥500
224. トニックウォーター  （Tonic Water）……………… ￥500
225. クランベリージュース （Cranberry Juice）……… ￥500
226. パイナップルジュース （Pineapple Juice）……… ￥500
227. トマトジュース （Tomato Juice） ………………… ￥500
228. クラマト （Clamato）………………………………… ￥500
229. ウーロン茶 （Oolong Tea）………………………… ￥500
230. 緑茶 （Green Tea）………………………………… ￥500
231. ジャスミン茶 （Jasmine Tea）……………………… ￥500
232. アイスコーヒー （Iced Coffee）…………………… ￥500
233. アイスカフェオレ （Iced Cafe Au Lait）…………… ￥500
234. レッドブル（Red Bull） …………………………… ￥600

Hot
235. ウーロン茶 （Oolong Tea）………………………… ￥500
236. 緑茶 （Green Tea）………………………………… ￥500
237. ジャスミン茶（Jasmine Tea） …………………… ￥500
238. 梅こんぶ茶 （Plum Kelp Tea）…………………… ￥500
239. コーヒー （Coffee）………………………………… ￥500


