メニュー

お土産に大人気

テイクアウト

季節限定

店舗正面のカウンターにてお求めいただけます。

抹茶フィナンシェ ［ 5 個／箱入］

抹茶をかけて楽しむ 4 種のきのこパスタ
1,200 円

石臼引き

860 円

ほうじ茶プリン

750 円

抹茶モンブラン

670 円

ほうじ茶モンブラン

670 円

抹茶とフランボワーズのミルフィーユ
とろ〜り濃厚

フォンダン抹茶マフィン
濃厚抹茶テリーヌ 和栗・小豆・レモン入り
こんとび 使 用

海苔と食べるシーフードサンド

1,345円（ 税込1,480円）

季節限定

磯の香りの

宇治抹茶使用

お濃茶プリン

デザート・芽茶（冷）付き

750 円
350 円
2,600 円

海苔のクリームパスタ 桜海老とほうれん草添え

1,300 円（ 税込1,430円）

スープ・デザート・芽茶（冷）付き

1,350 円（ 税込 1,485円）

お吸い物・玉子焼・デザート・ほうじ茶付き

1,254 円（ 税込1,380円）

お吸い物・玉子焼・デザート・ほうじ茶付き

1,372 円（ 税込1,510円）

こんとび 海苔使用

海苔と食べる シーフードサンド

「佐賀のはしり」と「こんとび」で包む

俵おむすび
曜日限定

金・土・日

雛ちらしセット
和のアフタヌーンティー
季節限定

４月〜11月

2,781 円（ 税込 3,060円）

寿月堂 × さらしなの里

打ちたて 抹茶蕎麦
季節限定

900 円

デザート・芽茶（冷）付き

デザート・ほうじ茶付き

1,172 円（ 税込1,290円）

デザート・ほうじ茶付き

1,350 円（ 税込 1,485円）

12月〜3月

鯛茶漬け

抹茶をかけて楽しむ 4 種のきのこパスタ
Mushroom Spagetti with Matcha Sauce

デザート・芽茶（冷）付き

1,345円（税込 1,480円）

バターで 炒めた４種類のきのこと、ソテーした鯛のうまみを味わう
オイルベースのパスタです。抹茶チーズをふりかければ、
きりっとほろ苦い味わいに。
〆には 抹 茶ミルクをかけ、まろやかな味わいもお楽しみいただけます。

季節限定

海苔の風味が絶品！

海苔と食べる シーフードサンド
Seafood Sandwich

スープ・デザート・
芽茶（冷）付き

〈こんとび 海苔使用〉1,350円（ 税込 1,485円）

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。
「たまご＆シーフード」「はんぺんと明太子」「マグロとアボカド」

人気
No.1

「佐賀のはしり」と「こんとび」で 包む

俵おむすび
Rice Ball Set

お吸い物・玉子焼・デザート・ほうじ茶付き

1,254 円（税込 1,380円）

お米（新潟産コシヒカリ）、塩（沖縄産）、具材にこだわった
一口サイズのおにぎりを、二種類の海苔で包んでお楽しみください。
五種の俵おむすび

「焼き鮭ほぐし身」「中嶋農法栽培抹茶」「南高梅＆刻み大葉」「かけごはん＆しらす」「ドライトマト＆オリーブ」

雛ちらしセット
Hina-Chirashi Set

お吸い物・玉子焼・
デザート・ほうじ茶付き

曜日限定

金・土・日

1,372 円（税込 1,510円）

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。
きざみ 海苔入りのだし巻玉子、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。

ドリンク
〈ソフトドリンク〉

柚子抹茶スムージー

845 円

Yuzu Matcha Smoothie

（ 税込 930円）

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。

抹茶ラテ（温・冷）Matcha Latte

736 円

（ 税込 810円）

寿月堂の抹茶を使用した濃厚な味わい。

くれない

紅の実の完熟コーヒー

727 円

有機栽培 Coffee

ブラジル サクアレマグループ農園

（ 税込 800円）

※４月〜９月の期間はアイスコーヒーもお選びいただけます。

柚子抹茶
スムージー

和のアフタヌーンティー

柚子抹茶（冷）

厳選した 素 材で 作られた、手まり寿司 や サンドイッチなど のセイボリーと、寿月堂の上質な 抹茶を使用
したオリジナルスイーツをお重箱でご用意しました。三種類の香り高いお茶とお楽しみください。
一段

・こんとびの 特製ベイクドチーズケーキ
・煎りたてほうじ茶のパンナコッタ
・くるみ入り濃 厚ブラウニー
・抹茶フィナンシェ＆フランボワーズフィナンシェ
二段

・サーモン手まり寿司
・海苔サンドイッチ（たまご＆シーフード）
・抹茶モンブラン
・季節のスープ
食後

・自家製抹茶ソフトクリームをお抹茶とともに

Powder Tea with Tea Buds
( Iced )

芽 茶 のうまみたっぷりの 濃 厚な味わい。

2,781円（税込 3,060円）

Japanese Afternoon Tea

まつり芽茶８０（冷）

Yuzu Matcha ( Iced )

690 円

（ 税込 760円）

700 円

（ 税込 770円）

高知産の天 然 柚子入り抹 茶 。

食前

「芽茶アイスティー」

〈アルコール 類 〉

うまみ成分たっぷりの
芽茶のアイスティーをスターターに。

シャンパン

食中

・

甘露水のような澄み切った甘みで、お口直し。
※ほうじ茶は 何杯でもお 召しあがりいただけます。
スタッフにお申し付けください。

「抹茶ショット」

きめ細やかでまろやかな抹茶をデミタスカップで。

（ 税込 1,330円）

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

「極上 棒ほうじ茶」

食後

1,209円

Champagne

シャンパン

854 円

（ 税込 940円）

