
表紙表 4

カフェメニューw320 x h302mm　2つおり仕上げ　仕上がりサイズ w160 x h302mm
・町田 25 部　・浅草 10 部　・千葉 5 部　・人形町 10 部　・東銀座 ５部　・柏 10 部　・代々木 5 部

Mille Crêpe

ミルクレープ

Creme Brulee
Cheese Cake

レアチーズケーキ ～キャラメリゼ～

Tiramisu

ティラミス

Chocolate Cake

トルタカプレーゼ

Strawberry Tart
with Gelato

苺のタルト ～ジェラート添え～

Pistachio Cake

ピスタチオケーキ

※写真はイメージです ※価格は税抜き、［］内は税込み表記
※Photo is a simulation ※Prices above exclude tax, ［］ prices include tax

お好きなデザートとドリンクを楽しめるセット

Dessert Set       ¥900［¥990］

お好きなドリンクをお選びください

Coffee (hot/Iced)

コーヒー(ホット/アイス)

Cafe Latte (hot/Iced) カフェラテ(ホット/アイス)

Cappuccino カプチーノ

Espresso
エスプレッソ

Tea (hot/Iced)

紅茶(ホット/アイス)

Set Drink

で下記のドリンクをお選びいただけます+ ¥100［¥110］

Coke
コーラ

Ginger Ale
ジンジャーエール

Oolong Tea
ウーロン茶

Orange Juice
オレンジジュース



中面 右中面 左

Stop by and visit us today to try any of 

our delicious pancake, coffee or desserts. 

サルヴァトーレ Recommend！ おすすめデザートバリエーション

※フルーツは季節によって異なります

DESSERT

Mille Crêpe

ミルクレープ

¥580

Pistachio Cake

ピスタチオケーキ

¥580

Tiramisu

ティラミス

¥580

Chocolate Cake

トルタカプレーゼ

¥530

Strawberry Tart
with Gelato

苺のタルト ～ジェラート添え～
¥650

［¥638］

［¥638］

Dolce Misto

ドルチェミスト
小さなデザート盛り合わせ

・苺のタルト　・ティラミス　・レアチーズケーキ ～キャラメリゼ～　・マカロン
・ピスタチオケーキ　・トルタカプレーゼ

3 種 ¥950 / 6 種 ¥1,780
［¥1,045］                ［¥1,958］

［¥638］ ［¥583］

［¥715］

Creme Brulee
Cheese Cake

レアチーズケーキ ～キャラメリゼ～
¥550
［¥605］

※写真はイメージです ※表示価格は全て税混み価格です
※Photo is a simulation ※All prices are tax included.

定番からオリジナルスタイルまで

［ ］

ソフトドリンク

［ ］ ［ ］ ［ ］［ ］

［ ］ ［ ］［ ］

［ ］ ［ ］ ［ ］

［ ］［ ］

コーヒー カフェラテ エスプレッソ紅茶

アイスコーヒー アイスカフェラテ アイスティー

コーヒー ＆ ティー

カプチーノ

コーラ ジンジャーエール ウーロン茶オレンジジュース

季節のレモネード

オリジナルレモネード

心ときめくクリームソーダ

［ ］

［ ］

メロンクリームソーダ

ブルーレモンクリームソーダ

お酒を飲めなくても乾杯 ! ノンアルコールカクテル

［ ］

［ ］

シトラスフレスカ

エルダーフラワートニック



中面 右中面 左

サルヴァトーレ Recommend！ おすすめデザートバリエーション

※フルーツは季節によって異なります

ミルクレープ

ピスタチオケーキ

ティラミス トルタカプレーゼ

苺のタルト ～ジェラート添え～

［ ］

［ ］

ドルチェミスト
小さなデザート盛り合わせ

・苺のタルト　・ティラミス　・レアチーズケーキ ～キャラメリゼ～　・マカロン
・ピスタチオケーキ　・トルタカプレーゼ

種 種
［ ］                ［ ］

［ ］ ［ ］

［ ］

レアチーズケーキ ～キャラメリゼ～

［ ］

※写真はイメージです ※表示価格は全て税混み価格です
※Photo is a simulation ※All prices are tax included.

定番からオリジナルスタイルまで

［¥638］

ソフトドリンク
SOFT DRINK 

［¥550］ ［¥550］ ［¥550］［¥550］

［¥605］ ［¥440］［¥550］

［¥495］ ［¥660］ ［¥605］

［¥605］［¥440］

Coffee

コーヒー

¥400

Cafe Latte

カフェラテ

¥550

Espresso

エスプレッソ

¥400

Tea

紅茶

¥500

Iced Coffee

アイスコーヒー

¥450

Iced Cafe latte

アイスカフェラテ

¥600

Iced Tea

アイスティー

¥550

コーヒー ＆ ティー
COFFEE and TEA

Cappuccino

カプチーノ

¥550

Cola

コーラ

¥500

Ginger Ale

ジンジャーエール

¥500

Oolong Tea

ウーロン茶

¥500

Orange Juice

オレンジジュース

¥500

LEMONADE

ask

¥580

Seasonal Lemonade

Orijinal Lemonade

季節のレモネード

オリジナルレモネード

心ときめくクリームソーダ

［¥748］

［¥748］

CREAMSODA

¥680

¥680

Melon Cream Soda 

Blue Lemon Cream Soda

メロンクリームソーダ

ブルーレモンクリームソーダ

お酒を飲めなくても乾杯 ! ノンアルコールカクテル

［¥693］

［¥693］

MOCKTAIL

¥630

¥630

Citrus Fresca

Elder Flower & Tonic

シトラスフレスカ

エルダーフラワートニック


