
店名：マッシュカフェ
住所：緑町23丁目2174-22

※(   ) の中に表示している数字が、税込価格表示になります。

TAKE OUT MENU TEL0166-64-6323

Iy:¥gF¥T¥

Strawberry Pancakes Burger
イチゴ パンケーキ バーガー
いちご / ホイップクリーム  / カスタードクリーム / 練乳 

60114 (650)

Chocolate Banana Pancakes Burger
チョコバナナ パンケーキ バーガー
バナナ / ホイップクリーム / カスタードクリーム/ 白樺チョコ
ビターチョコソース

50915 (550)

Anko Butter Pancakes Burger
あんバター パンケーキ バーガー
北海道あんこ / ハニコームバター※はちみつ含む / ホイップクリーム

509

16

(550)

~ ふかふか食感で幸せ気分 ~

定番商品定番商品

店長オススメ店長オススメ

MUSH CAFE

Iy:¥g
お食事系 (サラダ付き )お食事系 (サラダ付き )

Simple-Butter Milk Pancakes
シンプル バターミルク パンケーキ
ハニーコームバター※はちみつ含む / バナナ  / メイプルシロップ 

S 833 (900)5

227   (250)+ Whipped Cream  /  ホイップクリームオススメ トッピング

Shrimp & Avocado Pancakes
エビとアボカドの パンケーキ
エビ / アボカド / グリーンベジタブルサラダ / メイプルシロップ / ドレッシング

1,203S6 (1,300)

ドレッシングお選び下さい A Bシーザードレッシング 和風ドレッシング

Bacon Egg Pancakes
ベーコン エッグ パンケーキ
ベーコン / 目玉焼き / グリーンベジタブルサラダ 
メイプルシロップ / ドレッシング

S 1,1117 (1,200)

ドレッシングお選び下さい A Bシーザードレッシング 和風ドレッシング

※ 全て Sサイズのみ（パンケーキが２枚）

店長オススメ店長オススメ

Iy:¥g

Creme Brulee Pancake
クレーム ブリュレ パンケーキ

ブリュレカスタードホイップ / 季節のフルーツ 
925 (1,000)

8

[NEW] 待望のテイクアウトスイーツ【BOXパンケーキ】が完成しました！！[NEW] 待望のテイクアウトスイーツ【BOXパンケーキ】が完成しました！！

BOX

Black Chocolate Pancake
ブラックチョコ パンケーキ

チョコ / 苺 / ブルーベリー / 木苺 / ホイップ 
879 (950)

9 Caramel Bananas Pancake
キャラメルバナナ パンケーキ

バナナ / MIXナッツ / ホイップ / キャラメル 
833 (900)

10

Royal Milk tea Pancake
ロイヤルミルクティー パンケーキ

ロイヤルミルクティークリーム / オレオ /ホイップ 

833 (900)

11 Blueberry Pancake
ブルーベリー パンケーキ

ブルベリー / 自家製ベリークリームソース

879 (950)

12 Strawberry Pancake
ストロベリー パンケーキ

 苺/ 苺ホイップ / ホワイトチョコ
1,018 (1,100)

13

xyS4EYa

Melt Cheese Steak Sandwich
メルトチーズ ステーキサンド (サラダ付き）

1,620 (1,750)

2

No.1No.1
人気人気

メルトチーズ ステーキサンド メルトチーズ ステーキサンド 

モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ/ 牛ももスライス / ローストオニオン
グリーンベジタブルサラダ

当店人気No.1当店人気No.1

Fried Fish with Tartar Sauce Sandwich
フィッシュフライとたっぷり野菜のタルタルソースサンド

1,250

1

フィッシュフライ / レタス/ 胡瓜のマリネ / タルタル(玉葱・南瓜・ナス・ピーマン
ズッキーニ・人参・胡瓜・卵・ケッパー・etc)

(1,350)

フィッシュフライと
   たっぷり野菜のタルタルソースサンド

フィッシュフライと
   たっぷり野菜のタルタルソースサンド

NEW店長オススメNEW店長オススメ

オスス
メ

オスス
メNEWNEW

Cheese omelette Sandwich
チーズオムレツ サンドウィッチ

1,3423

オムレツ / モッツアレラチーズ / ゴーダチーズ / ベーコン / ハニーマヨソース

(1,450) Cheeseomelette Sandwich
BLET サンドウィッチ

1,2504

ベーコン / レタス / エッグ / トマト / ハニーマヨソース

(1,350)

FRENCH FRIES  or  SALAD

自家製フライドポテト 又は サラダ をお選びください

サラダの場合、ドレッシングをお選びください STEP 1

シーザードレッシング
和風ドレッシング 

STEP 2

A

B

(自家製フライドポテト 又は サラダ付き) 

サラダの方は

店長からの一言 「サンドイッチの付け合わせは、「フライドポテト」がオススメです！！自家製フライドポテトは、旬の道産
ジャガイモを一つ一つ手でカットし丁寧に仕込みをし、サクッと揚げた自慢のフライドポテトですよ」


