
税込価格を記載しております。

こんとび海苔使用

寿月堂×さらしなの里

寿月堂×築地八 竹

Tsukiji Seafood
Sandwich

メニュー表

デザート・ほうじ茶付き
打ちたて 濃厚抹茶蕎麦 1,260円 Matcha Soba 1,260

デザート・ほうじ茶付き
築地  鯛茶漬け 1,450円 Sea Bream Chazuke 1,450

お吸い物・玉子焼・デザート・ほうじ茶付き
築地  雛ちらしセット 1,480円 Hina-Chirashi Set 1,480

お吸い物・玉子焼・デザート・ほうじ茶付き
海苔屋のおにぎりセット 1,350円 Rice Ball Set

水出し芽茶付き
寿月堂特製 抹茶パンケーキ 1,450円 Matcha Pancake

スープ・デザート・芽茶（冷茶）付き
築地  シーフードサンド 1,450円 1,450

Chakin-Sushi Set
デザート・ほうじ茶付き
歌舞伎座  茶巾寿司セット

海苔屋のおつまみセット

1,350円

2,150円

1,350

Appetizer Set
Champagne

Glass Of  Wine (Red・ White )

Yuzu Matcha Cocktail

Draft Beer

2,150

1,450

シャンパンセット
1,550円ワインセット（赤・白）
1,550円柚子抹茶カクテルセット
1,450円生ビールセット

Menu
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寿月堂の日本茶体感コース（要予約）
日本茶の様々な楽しみ方が体験できるコースメニューのご案内です。
建築家  隈研吾氏設計の竹に囲まれた空間で、玉露、抹茶、煎茶、ほうじ茶など、
お茶の味わいの違いを、趣向をこらしたスイーツとともにお楽しみください。

※ご予約につきましては店頭スタッフ、
　またはお電話にてお問い合わせください。
※お一人様でもお気軽にご参加いただけます。
※団体６名様までご参加いただけます。

コース内容
・季節のお茶 / 小菓子
・玉露（一煎目）
・玉露（二煎目）
・玉露 茶葉試食
・茶香炉体験（ほうじ茶づくり）
・抹茶　薄茶 / スイーツ３種
・炒りたてほうじ茶 / あられ

時間：11：00～12：00
料金：   税込 3,200円（税込）



築地  鯛茶漬け

築地で仕入れた新鮮な鯛を使用。胡麻ダレに漬けこみ、うまみを閉じこめた切り身に、
丸山特製　礼文島の最高級昆布からとった熱々のだしを注いでお召し上がりください。
江戸前きざみ海苔の磯の香りとともにどうぞ。

 1,450円
Sea Bream Chazuke

デザート・ほうじ茶付き 税込 築地  雛ちらしセット

築地で仕入れた新鮮な魚介を使用した、彩りあざやかなちらし寿司です。
柚子胡椒とともに漬け込んだマグロが、ピリッとアクセントに。
青糸入りのだし巻玉子、礼文島産昆布でダシをとったお吸い物とともにお召し上がり下さい。

Hina-Chirashi Set  1,480円
お吸い物・玉子焼・デザート・
ほうじ茶付き

税込



歌舞伎座  茶巾寿司セット

大阪鮓の老舗、築地八竹の茶巾寿司を歌舞伎座仕立てにしました。錦糸卵でふんわりと包んだ
上品な茶巾寿司を、炒りたての「ほいろあげほうじ茶」と共にお楽しみください。

Chakin-Sushi Set
おおさか ずし は ち く

 1,350円
デザート・ほうじ茶付き

税込

海苔屋のおにぎりセット
「鮭」「青糸しらす」「かけごはん」の三種類のおにぎりにピッタリの 
味わいの違う海苔を選びました。 海苔屋ならではのこだわりおにぎりセットです。 

鮭おにぎり　　　　：スーッと、とろける甘さの「佐賀のはしり」 
青糸＆しらすおにぎり：サクサクとした食感の極厚海苔の「大はしり」 
かけごはんおにぎり：青のりの香りとほろ苦さが特徴の「こんとび」 

Rice Ball Set  1,350円
お吸い物・玉子焼・デザート・
ほうじ茶付き

いろいろ海苔のたべくらべ

人気
No.1

税込



打ちたて 濃厚抹茶蕎麦

築地の老舗蕎麦店「さらしなの里」の打ちたて蕎麦を毎朝直送。
高級抹茶をふんだんに使用した蕎麦は、抹茶の香りがたつ濃厚な味わい。
江戸前のきざみ海苔をかけてお召し上がり下さい。

Matcha Soba
 1,260円デザート・ほうじ茶付き

地
築さ

し
ら

な
の
里

税込 築地  シーフードサンド
〈こんとび海苔使用〉

Tsukiji Seafood Sandwich

築地で仕入れた新鮮な食材と、丸山海苔店のこんとび海苔を使用した4種のサンド。
新鮮な魚介類と、香り高いこんとび海苔が調和した新しい味わいのサンドイッチです。
「シーフード」「はんぺんと明太子」「マグロとアボカド」「たまご」

 1,450円

スープ・デザート・
芽茶（冷茶）付き

海苔の風味が絶品！

税込



寿月堂特製 抹茶パンケーキ

中嶋農法栽培のミネラルたっぷりの土壌から生まれた抹茶の、なめらかな味わい。●抹茶
ビタミンたっぷりで、さっぱり風味のベリーソース。●フランボワーズ

カスタードクリームに生クリームをたっぷり入れたコクのある味わい。●クリームパティシエ　

Matcha Pancake  1,450円
水出し芽茶付き

三種クリームで楽しむ

税込

風味豊かな寿月堂の抹茶を使用したパンケーキに、
三種類のクリームをお好みでディップし、デーツシロップとともにお楽しみください。

海苔屋のおつまみセット

こんとび海苔を使用したおつまみ 3品の盛り合わせ。青のりの混じった、
香り高く、ほろ苦い甘さのこんとび海苔と、チーズやアボカドなど、
海苔の風味を引き立てる食材との組み合わせをお楽しみください。

シャンパンセット 　　　　　　　2,150円
ワイン（赤・白）or
柚子抹茶カクテルセット 1,550円

生ビールセット　　　　　　 　1,450円

Appetizer Set

※季節によっておつまみの内容が変更となる場合がございます。

まぐろとアボガドディップの
こんとび巻き

こんとび海苔と油揚げのチップス　
パルメザンチーズ和え

こんとび海苔とチーズの
ミルフィーユ

税込

税込

税込



酸味が少なく、カカオのような甘みをほのかに感じる深煎りタイプ。

さわやかな柚子の香りをお楽しみください。

ドリンク 一覧
〈ソフトドリンク〉

〈アルコール類〉

ジオットコーヒー（温・冷） 800円

800円

シャンパン 1,300円

Coffee

天然柚子の香りと、抹茶の濃厚なコクが楽しめる寿月堂特製
スムージー。甘さ控えめのさっぱりとした味わいです。

柚子抹茶スムージー

シャンパン

柚子抹茶
スムージー

900円Yuzu Matcha Smoothie

マンゴーの王様アルフォンソマンゴーの完熟ジュース。
マンゴージュース 830円Mango Juice

Champagne

グラスワイン（赤・白） 900円Glass Of Wine (Red・ White )

柚子抹茶カクテル 800円Yuzu Matcha Cocktail

生ビール 800円Draft Beer

750円

芽茶のうまみたっぷりの濃厚な味わい。
まつり芽茶８０ 750円Matsuri-Mecha 80 (cold)

高知産の天然柚子入り抹茶。
柚子抹茶（冷抹茶）

（冷茶）

Yuzu-Matcha (cold)

税込価格を記載しております。

（温・冷）
寿月堂の抹茶を使用した濃厚な味わい。
抹茶ラテ Matcha Latte

税込価格を記載しております。

テイクアウト　一覧

抹茶フィナンシェ［5個／箱入］ 1,200円

抹茶ロールケーキ
柚子香る

1,550円

ほうじ茶ロールケーキ 1,550円

抹茶シフォンケーキ 1,650円

ほうじ茶シフォンケーキ 1,650円

築地 シーフードサンド こんとび使用 900円

寿月堂×築地八竹　サーモン巻寿司 980円

〈お菓子〉

店舗正面のカウンターにてお求めいただけます。

〈軽食〉

お土産に大人気


