
寿月堂は、1 8 5 4 年創業の海苔の老舗丸山海苔店が茶禅の精神を通して

日本文化の美しさと茶の心を世界に伝えるために始めた日本茶専門店です。

厳選した薫り高い高品質なお茶が、あなたの五感を刺激し安らぎをもたらします。

日本の「茶の文化」の基礎である「茶の湯」を大成した

千利休は、茶道の心と禅の極意は一致するという

「茶禅一味」という考えに共鳴し、禅の精神を茶道に

取り入れていました。

寿月堂は、その「茶禅一味」をコンセプトとし、日本茶

専門店として、高品質で幅広い品揃えのお茶によって、

お客様に心豊かな安らぎの時間を提供いたします。

寿月堂パリ店では、香り高い本物のお茶を通じて、

茶禅の精神や日本文化をお客様に体感して頂いて

おります。地下のお茶室では、お茶会を始め、伝統工芸品

の展示販売など、様 な々文化活動を行っております。

尚、寿月堂 銀座 歌舞伎座店は、パリ店に続き、隈研吾氏

が設計。竹に囲まれた喫茶スペースでは、屋上庭園を

臨みながら、ゆったりとお茶やお菓子、軽食やワイン

などをお楽しみいただけます。

寿月堂
Tsukiji / Ginza / Paris

Paris

Ginza

Tsukiji 



B  百年の春　                  1,350円

C  特撰 寿月　                  1,200円

D  薩摩のはしり　           1,350円

「抹茶フィナンシェ」
または「薯蕷饅頭」を
お選びいただけます。
※季節によりお菓子は
変わります。

お菓子

お菓子付き煎茶セット

さわやかな香りとまろやかな味。口の中に広がるまったりとした甘み。

味わいチャート

コクのある味わいとふくよかな香り。
味・香・色の三拍子揃ったバランスのよいお茶。

鹿児島茶ならではのまったりとしたコク。
寿月堂のお茶の中で最も火入れを強くし、独特の甘みと香ばしさに
仕上げました。

Sencha Set

甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

税込

税込

税込

上生菓子付き煎茶セット

創業650年の老舗
「塩瀬総本家」の
上生菓子です。
※季節によりお菓子は
変わります。

お菓子

濃厚なうまみと、とろりとした甘みのある上品な味わい。

味わいチャート

A  極上 御代の光　　    1,700円

Sencha Set

甘み
渋み
コク

税込



創業650年の老舗
「塩瀬総本家」の上生菓子です。
※季節によりお菓子は変わります。

お菓子

上生菓子付き抹茶セット

京都・宇治産の最高級抹茶「円光」を使用。口に残る上品なうまみと鮮やかな緑色。
※濃茶をお楽しみの後、残った抹茶にお湯を足し、
薄茶に点てなおします。スタッフに声をお掛け下さい。

A  抹茶 円光（濃茶） 

静岡・岡部産の「初昔」使用。やわらかな舌触りとまったりとした滋味。
初めての方にもおいしく召し上がっていただける抹茶です。

B  抹茶 初昔（薄茶） 

2,200円

1,500円

Matcha Set

税込

税込

創業650年の老舗
「塩瀬総本家」の上生菓子です。
※季節によりお菓子は変わります。

お菓子

上生菓子付き玉露セット
Gyokuro Set

※お好みで、うまみが凝縮した茶殻をポン酢につけて召し上がっていただけます。

京都・宇治産の最高級玉露。上品な甘みと渋みのないまろやかな味わい。
うまみの凝縮された至極の雫。

A  最高級玉露　円相

京都・宇治産。すっきりとした甘みの、バランスの良い玉露。
B  玉露　味匠

2,200円

 1,800円

税込

税込



「抹茶フィナンシェ」
または「薯蕷饅頭」を
お選びいただけます。
※季節によりお菓子は
変わります。

お菓子

お菓子付きほうじ茶セット

岐阜県飛騨産。秘伝「青ほうじ」の手法で作られた、珍しい「緑のほうじ茶」。
緑茶の青 し々さが残る、香ばしい味わいをお楽しみいただけます。

A  青ほうじ 飛騨のほまれ　

自家焙煎で仕上げました。炒りたてのこうばしい香りは、
みつばちが寄ってくるほどの甘さです。

B  ほい炉あげ ほうじ茶

1,150円

1,100円

Houji-Cha Set

税込

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。



高級抹茶をふんだんに使用。
抹茶のほろ苦さと和栗のペーストを
使用したクリームが調和した
濃厚な味わい。

濃厚抹茶モンブラン

炒りたての自家製ほうじ茶を
ふんだんに使用しています。

濃厚ほうじ茶モンブラン

濃厚抹茶モンブランまたは
濃厚ほうじ茶モンブラン付き水出し冷茶セット

芽茶のうまみたっぷりの濃厚な味わい。高級抹茶入りの上品
な甘さが特徴です。つめたく冷やした冷茶でお楽しみください。

味わいチャート

A  まつり芽茶８０               1,450円

柚子のさわやかな香りと濃厚な抹茶のうまみをお楽しみ
いただけます。つめたく冷やした冷茶でお楽しみください。
高知産の天然柚子皮粉末をブレンド。

B  柚子抹茶                　　1,450円

Iced Green Tea Set

甘み
渋み
コク

税込

税込

濃厚 抹茶モンブランセット

寿月堂の高級抹茶をふんだんに使用。
抹茶のほろ苦さと、和栗のペーストを
使用したクリームが調和した濃厚な味わい。

濃厚抹茶モンブラン

ドリンク付き
濃厚ほうじ茶モンブランも
お選びいただけます。

五穀のうまみ、甘み、香ばしさを感じる自然の味わい。どくだみ・桑の葉・
柿の葉・明日葉・有機栽培紅茶がブレンドされた、飲みやすい健康茶です。

黒米 黒豆 そば 大麦 はと麦

A  五穀茶 1,550円

1,550円

1,550円

紅茶のシャンパンと称される世界三大銘茶の1つ、ダージリン。
芳醇な香りと適度な渋みが特徴の紅茶です。

B  紅茶［ダージリン］ 

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のコーヒーです。
C  ジオットコーヒー（温・冷）

Matcha Mont Blanc Set

Five Cereals Tea

Darjeeling Tea

Coffee

税込

税込

税込



ほうじ茶付き抹茶クリーム白玉ぜんざい

白玉ぜんざいに中嶋農法抹茶を使用した抹茶アイスを添えました。
小豆の甘さとほろ苦い抹茶アイスが口の中で溶けあいます。

 1,250円
Zenzai(Sweetened Bean Paste) with Matcha Ice Cream 

税込 ほうじ茶付き中嶋農法 抹茶パフェ
中嶋農法抹茶を使用した濃厚な抹茶ソフトクリームと、
ほろ苦い抹茶蜜、上質な餡が口の中で溶けあいます。
抹茶寒天も入ったお茶屋ならではの贅沢抹茶パフェ。

Matcha Parfeit
1,480円税込

舌でとろける濃厚抹茶



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）

（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

寿月堂の抹茶を使用した濃厚な味わい。
抹茶ラテ Matcha Latte

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。

寿月堂のお茶は、コクと深みにこだわった深蒸し煎茶。
静岡、鹿児島、岐阜等の産地から厳選した茶葉を使用し、
葉の青々しさを感じられるような仕上げにしております。

寿月堂のお茶

玉露　Gyokuro
The superlative experience
in Japanese green tea

煎茶　Sencha
Classical green tea

抹茶入り玄米茶
Genmaicha with Matcha
Green tea with roasted brown rice

雁音　Karigane
Stalks of Gyokuro

ほうじ茶　Hojicha
Roasted green tea

抹茶　Matcha
Powdered green tea

築地丸山 寿月堂
取扱い茶

Our selection



  A  極上 御代の光 1,700円 A  Miyono-Hikari 1,700￥

￥

￥

￥

￥

￥

  B  百年の春 1,350円 B  Haru 1,350

  C  特撰 寿月 1,200円 C  Tsuki 1,200

  D  薩摩のはしり 1,350円 D  Satsumano-Hashiri 1,350

メニュー表

お菓子付き

(上生菓子)

煎茶セット Sencha Set

  A  抹茶 円光（濃茶） 2,200円 A  Enko 2,200

￥

￥

  B  抹茶 初昔（薄茶） 1,500円 B  Hatsumukashi 1,500

上生菓子付き抹茶セット Matcha Set

  A  最高級玉露　円相 2,200円 A  Enso 2,200

￥

￥

  B  玉露　味匠　　 1,800円 B  Misho 1,800

上生菓子付き玉露セット Gyokuro Set

Menu

  A  青ほうじ 飛騨のほまれ　 1,150円 A  Ao-Houji-Cha 1,150

  B  ほい炉あげ ほうじ茶 1,100円 B  Houji-Cha 1,100

お菓子付きほうじ茶セット Houji-Cha Set

税込価格を記載しております。

A  まつり芽茶８０         1,450円 A  Matsuri-Mecha 80 1,450

B  柚子抹茶      1,450円 B  Yuzu-Matcha 1,450

水出し冷茶セット Iced Green Tea Set

A  五穀茶 1,550円 A  Five Cereals Tea 1,550

1,250

B  紅茶［ダージリン］ 1,550円 B  Darjeeling Tea 1,550

C  ジオットコーヒー 1,550円 C  Coffee 1,550

ドリンク付き濃厚 抹茶モンブランセット Matcha Mont Blanc Set

Matcha Pancake 1,450
1,450円水出し芽茶付き

寿月堂特製 抹茶パンケーキ

Zenzai
with Matcha Ice Cream 

1,4801,480円ほうじ茶付き中嶋農法 抹茶パフェ

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

税込価格を記載しております。

Matcha Par fait

1,250円
ほうじ茶付き抹茶クリーム白玉ぜんざい

濃厚抹茶モンブランまたは
濃厚ほうじ茶モンブラン付き



貸切パーティープラン
ライトアップされた屋上庭園を眺めながら楽しめる「貸切パーティープラン」のご案内です。
建築家  隈研吾氏設計の 3,000本の竹を使用した店内では、カウンターで点てる簡単なお茶会
なども開催可能。お食事はフィンガーフードからイタリア料理まで取り揃え、大小さまざまな
パーティーに対応いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

※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。

※午前中や夕方の時間帯も対応可能です。
　ご予算も併せて、ご相談ください。

メニュー例
・サンドイッチ各種
・茶巾寿司 /ちらし寿司
・国産和牛のローストビーフ
・イタリア サンダニエーレ産
　骨付生ハム切り分け実演
・抹茶 /日本茶各種
・シャンパン /ワイン各種　他

時間帯：19：00～23：00

収容人数：席数43席　　
　　　　 立食時 約60名

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）




