
Crushed-ice Float　漂浮碎冰　클래쉬트 아이스 플로트 

生産者指定よつ葉牛乳   Yotsuba milk from selected producers

（HOT/COLD）

コーヒー　coffee　
（HOT/COLD）

紅茶　tea　
（HOT/COLD）

カフェオレ   café au lait　
（HOT/COLD）

ティーオレ　 tea au lait　
（HOT/COLD）

カフェモカ　café mocha　
（HOT/COLD）

いちごミルク　strawberry milk　
（HOT/COLD）

抹茶ミルク　green tea milk　
（HOT/COLD）

メロンソーダ　Melon soda

コーラ　Cola

ジンジャーエール　Ginger ale

オレンジジュース　Orange juice

￥280

￥280

￥280

￥330

￥330

￥380

￥380

￥380

￥330

￥330

￥330

￥330

ローストアーモンドと塩キャラメルのパフェ
Roast almond and salted 
caramel parfait

道産ハスカップとヨーグルト・はちみつのパフェ
Hokkaido blue honeysuckle,
yogurt and honey parfait

道産あずきと白玉の和風パフェ
Hokkaido adzuki bean paste and 
rice flour dumplings parfait 

道産ゑびすかぼちゃとあずきのパフェ
Hokkaido Ebisu pumpkin and 
adzuki bean paste parfait

クリームチーズとブルーベリーのパフェ
Cream cheese  and 
blueberry parfait

シナモンアップルとラムレーズンのパフェ
Cinnamon apple and 
rum-soaked raisin parfait　

￥440

￥470 ￥490

4種のベリー＆ベリーのパフェ
Four-berry parfait

￥490

練乳いちごのパフェ
Strawberry and condensed 

milk parfait

よつ葉の白いパフェ
Yotsuba white pafait

￥490 ￥630

￥440 ￥440 ￥440 ￥470 ￥470

ほろにが珈琲ゼリーのパフェ
Coffee jelly parfait

たっぷりチョコレートとバナナのパフェ
Chocolate and banana parfait

よつ葉のシュガーバタークレープ
Yotsuba’s butter-sugar crepe

￥340 ￥440 ￥440 ￥440 ￥440 ￥470

シナモンアップルと
ラムレーズンのクレープ
Cinnamon apple and 
rum-soakedraisin crepe

たっぷりチョコレートとバナナのクレープ
Chocolate and banana crepe

ほろにが珈琲ゼリーのクレープ
Coffee jelly crepe

ローストアーモンドと
塩キャラメルのクレープ
Roast almond and salted 
caramel crepe 

道産ハスカップとヨーグルト・
はちみつのクレープ
Hokkaido blue honeysuckle, 
yogurt and honey crepe 

道産あずきと白玉の和風クレープ
Hokkaido adzuki bean paste
and rice flour dumplings crepe

￥470 ￥470 ￥490 ￥490 ￥490

道産ゑびすかぼちゃとあずきのクレープ
Hokkaido Ebisu pumpkin and 
adzuki bean paste crepe

クリームチーズと
ブルーベリーのクレープ
Cream cheese and blueberry crepe

4種のベリー＆ベリーのクレープ
Four-berry crepe

練乳いちごのクレープ
Strawberry and condensed 
milk crepe

Soft-serve Ice Cream as a Topping　
雪顶　소프트크림 토핑 +￥130

カフェモカフロート
Café mocha float

     ￥520

いちごミルクフロート
Strawberry milk float

     ￥520

ジンジャーエール
フロート
Ginger ale float

     ￥480
おこさまチョコフロート
Chocolate float for children ￥360

おこさまいちごフロート
Strawberry float for children￥360

メロンソーダフロート
Melon soda float

     ￥480

コーラフロート
Cola float

　￥480

ティーフロート
Tea float

　￥420

コーヒーフロート
Coffee float

     ￥420

バニラ
Vanilla シュガーコーン

Sugar cone

￥330

ワッフルコーン
Waffle cone

￥380

ワッフルコーン
Waffle cone

￥380

ワッフルコーン
Waffle cone

￥380

シュガーコーン
Sugar cone

￥330

シュガーコーン
Sugar cone

￥330

北海道産かぼちゃ
Hokkaido pumpkin

ミックス
Vanilla and 
Hokkaido pumpkin

抹茶ミルクフロート
Green tea milk float

     ￥520

Parfait　圣代冰激凌　파르페 Drink　饮料 드링크

 Yotsuba Cream-filled Crepes　四叶草香浓鲜奶油可丽饼　요쓰바 생크림이 듬뿍 든 크레이프

東京ソラマチ店限定
Tokyo Solamachi Exclusive 

カップ
Cup

￥380

カップ
Cup

￥380

カップ
Cup

￥380

 Yotsuba Soft-serve Ice Cream　四叶草软冰淇淋　요쓰바 소프트크림

All crepes can be ordered with soft-serve ice cream as a topping.（Vanilla  Hokkaido pumpkin  Vanilla and Hokkaido pumpkin）

Please understand that the sourcing regions are subject to change due to changes of supplier.　


