
TEL   03-3335-6708

1F 3-15-12 Nishiogi-Minami,Suginami-ku

Open　5:00pm-1:00am [Mon-Thu] 

        5:00pm-2:00am [Fri] 

        3:00pm-00:00am [Sat-Sun] 

Taishu Sakaba 
Torayoshi

※お一人様１００円を席料としていただいております。

100yen for the table charge

Skewers 串焼き

Pork Skewers 焼きとん
1. たん （Tongue） ………………………………………… ￥80
2. はつ （Heart） …………………………………………… ￥80
3. かしら （Head）…………………………………………… ￥80
4. しろ（Small Intestine） ………………………………… ￥80
5. れば （Liver）……………………………………………… ￥80
6. はらみ （Outside Skirt） ………………………………… ￥80
7. がつ （Stomach）………………………………………… ￥80
8. こぶくろ （Womb） ……………………………………… ￥80
9. ばら（Back Rib）………………………………………… ￥80
※タレ ・ 塩 ・ 味噌ダレ ・ 辛ダレ （Sauce : Salt/Miso/Spicy）

Chicken Skewers
焼きとり
10. 手羽先 （Wings） ……………………………………… ￥80
11. つくね （Meat Ball）……………………………………… ￥80
12. もも （Thigh）…………………………………………… ￥80
13. なんこつ （Cartilage） ………………………………… ￥80
14. とりかわ （Skin）………………………………………… ￥80
15. とりはつ （Heart）……………………………………… ￥80
16. すなぎも （Gizzard）…………………………………… ￥80
※タレ ・ 塩 ・ 味噌ダレ ・ 辛ダレ（Sauce : Salt/Miso/Spicy）

Vegetable Skewers 野菜焼き
17. 長ねぎ （Spring Onion） …………………………… ￥100
18. ししとう （Green Pepper）…………………………… ￥100
19. なす （Eggplant）…………………………………… ￥100
20. ミニトマト （Cherry Tomato）………………………… ￥150

Sashimi 刺身
21. がつ刺し （Stomach） ……………………………… ￥300
22. こぶくろ刺し （Back Rib）…………………………… ￥300
23. とりわさ （Chicken with Wasabi）…………………… ￥300
24. とりユッケ （Chicken Yukhoe）……………………… ￥350

Side Dishes おつまみ
25. きゃべつ（Cabbage）……………………………… ￥120
26. エシャレット （Shallot）……………………………… ￥150
27. 塩ダレ生ニラ（Fresh Leek with Salty Sauce）…… ￥220
28. 梅きゅうり （Plum Cucumber）……………………… ￥220
29. みそきゅうり （Miso Cucumber）…………………… ￥220
30. ちくわきゅうり （Fish Paste Cake and Cucumber） ￥220
31. きゅうり浅漬け （Pickled Cucumber）……………… ￥220
32. オニオンスライス（Onion Slice）………………… ￥220
33. 白菜漬け（Pickled Chinese Cabbage）…………… ￥220
34. 冷奴 （Cold Tofu）…………………………………… ￥220
35. 茶豆（Brown Soy Beans） ………………………… ￥220
36. キムチ （Kimchi）…………………………………… ￥280
37. 鶏皮ポンズ （Chicken Skin with Ponzu Sauce）…    ￥280
38. 冷やしトマト （Chilled Tomato）…………………… ￥280
39. 水餃子 （Boiled Dumplings）……………………… ￥280
40. チーズ奴 （Cheese Tofu）…………………………… ￥320
41. たんすじチャーシュー （Braised Fatty Tongue）…   ￥320

Salad サラダ
42. ポテトサラダ （Potato Salad）……………………… ￥320
43. マカロニサラダ （Macaroni Salad）………………… ￥320
44. 春雨サラダ （Vermicelli Salad）  …………………… ￥320

Fish Dishes 魚物
45. 炙りシメサバ （Roasted and Vinegared Mackerel） ￥380
46. マグロのブツ （Chopped Tuna）…………………… ￥380
47. ネギトロ （Minced Tuna with Green onion leaves ） ￥380

Simmered Dishes 煮込み
48. もつ煮込み （Simmered Innards）    ……………… ￥380
49. もつ煮込み (豆腐入 )(Simmered Innards (with Tofu)￥380
50. もつ煮込み ( 玉子入 )(Simmered Innards (with Egg))￥380
51. 煮豆腐（Simmered Tofu）………………………… ￥150
52. 煮玉子 （Simmered Egg）…………………………… ￥100

Deep�fried Dishes 揚げ物
53. 鶏唐揚げ （Fried Chicken）………………………… ￥350
54. 川海老揚げ（Deep-fried River Shrimp）………… ￥320
55. ちくわの磯辺揚げ 

（Deep-fried Fish Paste Cake with Green Laver）……… ￥320
56. ニンニク丸揚げ （Deep-fried Garlic whole）……… ￥220

Innards Hot Pot もつ鍋
57. もつ鍋 （一人前）（Innards Hot Pot）  …………… ￥850
58. 追加もつ （Additional Innards）…………………… ￥350
59. 追加野菜 （Additional Vegetable）………………… ￥300
60. 追加豆腐 （Additional Tofu）……………………… ￥150
61. 麺 （Noodles）………………………………………… ￥300
62. 雑炊 （Rice Porridge）……………………………… ￥300

Rice Dishes ご飯物
63. 煮込み小丼 （Small Stewed Rice Bowl）………… ￥380
64. ネギトロ小丼

（Minced Tuna and Green onion Rice Bowl）   ………… ￥380
65. 焼きとり小丼 

（Grilled Chicken Rice Bowl）…………………………… ￥380
66. おにぎり ( 梅 ・ 鮭 ・ 明太子）

(Rice Ball (Plum/Salmon/Cod Roe)）   ……………………  ￥220
67. 焼きおにぎり （Grilled Rice Ball）…………………… ￥220
68. ごはん （Rice） ……………………………………… ￥150
69. 味噌汁 （Miso Soup） ………………………………… ￥50

Drinks 飲み物

Beer ビール
70. 生ビールアサヒスパードライ 

（Draft Beer Asahi Super Dry）…………………………… ￥390
71. 大瓶アサヒスパードライ 

（Large Bottle Asahi Super Dry）………………………… ￥500
72. 大瓶サッポロラガー （赤星） 

（Large Bottle Sapporo Lager (Red Star)）……………… ￥500
73. アサヒドライゼロ （Asahi Dry Zero）……………… ￥250

Hoppy ホッピー
74. ホッピーセット （白 ・ 黒）

（Hoppy Set (White or Black)）…………………………… ￥400
75. ホッピー瓶のみ 
（Hoppy Bottle Only） …………………………………… ￥200
76. ホッピー中 （金宮） 
（Hoppy Shochu (Kinmiya)） …………………………… ￥200

Sour サワー
77. チューハイ （Chu Hi） ……………………………… ￥180
78. レモンサワー （Lemon Sour）……………………… ￥180
79. グレープフルーツサワー （Grapefruit Sour） …… ￥180
80. カルピスサワー （Calpis Sour） …………………… ￥180
81. ウーロンハイ （Oolong High）……………………… ￥180
82. 緑茶ハイ （Green Tea High） ……………………… ￥180

Fresh Sour 生サワー
83. 生レモンサワー 

（Fresh Lemon Sour） …………………………………… ￥300
84. 生グレープフルーツサワー 
（Fresh Grapefruit Sour）………………………………… ￥300

Shochu 焼酎
85. きろく （芋） （Kiroku (Potato)） …………………… ￥300
86. 中々 （麦） （Nakanaka (Barley)）…………………… ￥300
87. 残波 （泡盛） （Zanpa (Awamori)）………………… ￥300

With Shochu 酎割
88. 水割り （With Water） ……………………………… ￥200
89. お湯割り （With Hot Water） ……………………… ￥200
90. 金宮チューハイセット （Kinmiya Chu Hi Set）…… ￥300
91. 金宮チューハイセット　中 

（Kinmiya Chu Hi Set Medium）………………………… ￥200
92. 炭酸 （Soda）………………………………………… ￥100
93. カットレモン （Cut Lemon）…………………………… ￥50
94. 梅干 （Pickled Plum） ………………………………… ￥50

Nihonshu 日本酒
95. 大関 （常温 ・ 冷酒 ・ 熱燗） 

（Ohzeki (Warm/Cold/Hot)） …………………………… ￥300

Plum Wine 梅酒
96. タカラボシ（Takara Boshi）………………………… ￥300

Western Liquor 洋酒
97. ブラックニッカ （Black Nikka）……………………… ￥300
98. デンキブラン （Denki Bran） ……………………… ￥300
99. クリアハイボール（Clear Highball）……………… ￥300
100. カミナリハイボール （Kaminari Highball）……… ￥300
101. 稲妻コーク（Inazuma Coke）…………………… ￥300

Wine ワイン
102. かち割りワイン（Wine with Crushed Ice）……… ￥300
103. ハチブドー酒 （赤 ・ 白） 

（Honey Wine (Red or White)） ………………………… ￥300
104. ハチブドー酒ソーダ割り （赤 ・ 白） 

（Honey Wine with Soda (Red or White)）……………… ￥300

Soft Drink ソフトドリンク
105. ウーロン茶（Oolong Tea） ……………………… ￥250
106. 緑茶（Green Tea）………………………………… ￥250
107. コーラ （Coke）……………………………………… ￥250
108. サイダー（Soda）………………………………… ￥250
109. カルピス （Calpis）………………………………… ￥250

大衆酒場 寅圭
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90. 金宮チューハイセット （Kinmiya Chu Hi Set）…… ￥300
91. 金宮チューハイセット　中 

（Kinmiya Chu Hi Set Medium）………………………… ￥200
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Wine ワイン
102. かち割りワイン（Wine with Crushed Ice）……… ￥300
103. ハチブドー酒 （赤 ・ 白） 

（Honey Wine (Red or White)） ………………………… ￥300
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<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


