ENTOTSU cup cake

BUTTER HOTCAKE

ご注文から焼き始めますので出来上がりまで
20 分ほどお時間をいただきます

It'll take about 20 minutes.

東 京 鉄板 バターホットケーキ

TAKE OUT

プレーン
plain

いちご＆ホイップ

strawberry & whipped cream

東京えんとつ
プレーン Plain

限定えんと
節

つ

季

￥306

季節限定えんとつ 各種

Seasonal specialty

← スタッフにお尋ねください Please ask

プレーン

いちごバナナ＆ホイップ

plain

strawberry & banana & whipped cream

※写真はイメージです

ソフトクリーム
えんとつでも OK!

えんとつセット Entotsu Set

プレーン plain

780

単品 ￥

お好きなソフトドリンク ( フロート除く ) と
お好きなえんとつのセットで 50 円引き !

いちご＆ホイップ strawberry & whipped cream
単品 ￥1240 ドリンクセット￥1580

1150

ドリンクセット￥

全てメイプルシロップ付 ／ ＋100 円でチョコソースを追加できます

All comes with maple syrup. Additional chocolate sauce for ￥100.

50 yen discount with a set of your favorite drink(except ice cream soda)

いちごバナナ＆ホイップ strawberry & banana & whipped cream
単品 ￥1240 ドリンクセット￥1580

DRINK

●メロンソーダ Melon soda

COLD

●ウーロン茶 oolong tea

￥ 480

●英国紅茶 English black tea

￥500

￥ 480

●抹茶入り にごり玄米茶 Macha-Brown rice tea ￥ 480

HOT
●抹茶入り にごり玄米茶 Macha-Brown rice tea ￥480

●コーラ Coke

￥ 480

●フルーツミックス Mixed Fruit juice

￥ 480

●神戸炭火焼コーヒー Kobe roasted coffee

￥500

●ジンジャーエール Ginger Ale

￥ 480

●アイスコーヒー Iced coffee

￥ 500

●アメリカンコーヒー American coffee

￥500

●グレープソーダ Grape soda

￥ 480

●アイスティー Iced Tea

￥ 500

セットドリンクはこちらからお選びください

SOFT SERVED ICE CREAM

Please choose one item from the drink menu on the right.

GREEN TEA CHOCOLATE

ソフトクリ―ム

TAKE OUT

三郎左衛門
Green tea chocolate

￥500
独自の技法で作りあげた
水のようになめらかな
抹茶のチョコレート。
新食感をお楽しみいただけます。

TAKE OUT

ふわふわシフォン入り
マグ・ソフト

Premium soft served ice cream

Soft served ice cream
with chiffon cake

メープルソースがけ
ENTOTSU with soft served ice cream
with maple syrup

￥450

￥500

ミルク
Milk

ミックス
Mix

￥390 ￥450

※価格は税抜きです

季節限定の味
Seasonal specialty

￥480

※メニュー写真はイメージです

※Prices on the menu do not include tax.

0801104

ソフトクリームえんとつ

黄金ミルク
ソフトクリーム

※ The photo is a sample image.

ほんのり温めたシフォン生地に冷たい
ソフトクリームが中までたっぷりです。
※中に生クリームは入っていません

Combination of warm chiffon cake and
chilly soft served ice cream
※The cream is not contained inside

PUDDING
数量限定

昭和のレストランの味
大きなカスタードプリン
Big custard pudding

￥480

