
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、様々な文化活動を行っております。

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お茶専門店です。

厳選した薫り高い高品質なお茶が、五感を刺激し安らぎをもたらします。

寿月堂
Tsukiji / Ginza / Paris

Paris

Ginza

Tsukiji 



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

茶草場農法によって育てられた掛川産のやぶきた品種に水色が彩やかな
さえみどりをブレンドし、まったりとした味わいに仕上げました。

味わいチャート

A  極上 御代の光

Sencha Set

甘み
渋み
コク

（    1,375円）税込 1,250円

（    1,740円）税込 1,581円

（    1,230円）税込1,118円

（    1,375円）税込 1,250円

B  百年の春

C  特撰 寿月

D  薩摩のはしり

お菓子付き煎茶セット

日差しがやわらかな時期に摘み取った新芽を使用し、渋みが少なく
甘みと旨みが豊富な味わいに仕上げました。口のなかでじわっと
広がるまろやかな甘みをご堪能ください。

味わいチャート

味･香り･色の三拍子が揃った銘茶。太陽の恵みを十分に吸収した、
八十八夜の一番摘み茶葉。甘さと渋みのバランスがよく、しっかり
としたコクのある味わいをお楽しみ頂けます。

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
火入れの強いお茶です。独特の甘みと香ばしさをお楽しみください。

Sencha Set

甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

「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。

お菓子



（    2,245円）税込2,040円

（    1,530円）税込

味わいチャート
甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

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。
鮮やかな緑色、ふくよかな香り、豊潤な味わい。
※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。
静かな山間を流れる朝比奈川の流域と、寒冷清涼な気候が、
鮮やかな緑色とまったりとした滋味、清純な芳香を育てます。

B  抹茶 初昔（薄茶） 1,390円

Matcha Set

・税込価格追加 2021.03.24

（    2,250円）税込

（    1,850円）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。
日本遺産に認定された宇治寺内地区の茶園で五月初旬に
丁寧に手で摘まれた逸品です。

A  最高級 玉露　円相

京都・宇治産。
口に含んだとたんに広がる凝縮された旨みとすっきりとした
喉越しをお楽しみいただけます。

B  玉露　味匠

2,045円

 1,681円

味わいチャート
甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク



※焼きたてを召しあがっていただくため、ご注文をいただいてから焼き上げますので、
　少々お時間を頂戴いたします。

（    1,485円）税込1,350円
濃厚 抹茶フレンチトースト
お点前用の上質な抹茶を使用した抹茶ソースをからめて食べるフレンチトースト。バーナーで
あぶったフランスパンの表面のカリカリ感と、中はしっとりモチモチの食感をお楽しみください。

Matcha French Toast
コーヒーまたは 水出し芽茶付き

焼きたて　モチモチ食感

（    1,130円）税込

（    1,175円）税込

お菓子付きほうじ茶セット

春の一番茶を使い、飛騨の雪深い山間地に 
伝わる秘伝の製法で作られています。弱火で
じっくり焙じる「青ほうじ」の手法は、茶葉の青 し々さを
残しながら、深みのある香りと奥深い味わいがします。

A  青ほうじ 飛騨のほまれ　

焙煎したての、こうばしい香りは
みつばちが寄ってくるほどの甘さ。

B  ほい炉あげ ほうじ茶

1,068円

1,027円

Hojicha Set
味わいチャート

甘み
渋み
コク

甘み
渋み
コク

「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。

お菓子



・税込価格追加 2021.03.24 ・税込価格追加 2021.03.24

濃厚 モンブランセット

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

D  まつり芽茶８０

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。

E  柚子抹茶            

Mont Blanc Set with Iced Drink

甘み
渋み
コク

濃厚 モンブランセット

「抹茶」または
「ほうじ茶」を
お選びいただけます

Mont Blanc Set with Hot Drink

※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

濃厚モンブラン

くれない

C  紅の実の完熟コーヒー
　　ブラジル  サクアレマグループ農園

自然発酵させた和紅茶は苦みが少なくまろやかな味わいのため、柑橘のベルガモットの香りが引き立ちます。

有機肥料を使用した農園で栽培されたシングルオリジンコーヒー。
樹上で完熟させた赤い実を使用しているためコクがありながら雑味のないすっきりした味わい。

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。

有機栽培

有機栽培

Powder Tea with
 Tea Buds

Yuzu Matcha

（    1,585円）税込1,440円

（    1,585円）税込1,440円

（    1,585円）税込1,440円

（    1,485円）税込

（    1,500円）税込

1,350円

1,363円

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 ドリンク付き

A  五穀茶

B  和紅茶アールグレイ

Five Cereals Tea

Japanese Earl Grey

Coffee

冷温



・税込価格追加 2021.03.24 ・税込価格追加 2021.03.24

ほうじ茶付き濃厚 抹茶パフェ
お点前用の上級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
（    1,500円）税込1,363円

（    1,280円）税込1,163円
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。

Zenzai(Sweetened Bean Paste) with 
Matcha Ice Cream 

舌でとろける



・税込価格追加 2021.03.24 ・税込価格追加 2021.03.24

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

寿月堂 取扱い茶
Our selection

・税込価格追加 2021.03.24

シャンパン

柚子抹茶
スムージー

ドリンク 
〈ソフトドリンク〉

〈アルコール類〉

紅の実の完熟コーヒー
ブラジル  サクアレマグループ農園

（温・冷）

シャンパン

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 Yuzu Matcha Smoothie

Champagne

グラスワイン（赤・白） 854円Glass Of Wine (Red・ White )

寿月堂の抹茶を使用した濃厚な味わい。
抹茶ラテ Matcha Latte

芽茶のうまみたっぷりの濃厚な味わい。
まつり芽茶８０

高知産の天然柚子入り抹茶。
柚子抹茶（冷）

（冷）

※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。

有機栽培
くれない

Powder Tea with Tea Buds
  ( Iced )

Yuzu Matcha ( Iced )

727円

736円

1,209円

845円

700円

690円

（    930円）税込

（     810円）税込

（     800円）税込

（     760円）税込

（     770円）税込

（     1,330円）税込

（     940円）税込



  A  極上 御代の光 1,581円 A  Miyono-Hikari 1,581￥

￥

￥

￥

￥

￥

  B  百年の春 1,250円 B  Haru 1,250

  C  特撰 寿月 1,118円 C  Tsuki 1,118

  D  薩摩のはしり 1,250円 D  Satsumano-Hashiri 1,250

セットメニュー

お菓子付き

(上生菓子)

煎茶セット Sencha Set

  A  抹茶 円光（濃茶） 2,040円 A  Enko 2,040

￥

￥

  B  抹茶 初昔（薄茶） 1,390円 B  Hatsumukashi 1,390

上生菓子付き抹茶セット Matcha Set

  A  最高級 玉露　円相 2,045円 A  Enso 2,045

￥

￥

  B  玉露　味匠　　 1,681円 B  Misho 1,681

上生菓子付き玉露セット Gyokuro Set

Set Menu

  A  青ほうじ 飛騨のほまれ　1,068円 A  Ao-Hojicha 1,068

  B  ほい炉あげ ほうじ茶 1,027円 B  Hojicha 1,027

お菓子付きほうじ茶セット Hojicha Set

(¥1,740 incl.tax)

(¥1,375incl.tax)

(¥1,230 incl.tax)

(¥1,375incl.tax)

(¥2,245incl.tax)

(¥1,530 incl.tax)

(¥2,250 incl.tax)

(¥1,850 incl.tax)

(¥1,175incl.tax)

(¥1,130incl.tax)

（税込1,740円）

（     1,375円）税込

（     1,230円）税込

（     1,375円）税込

（     2,245円）税込 

（     1,530円）税込

（     2,250円）税込

（     1,850円）税込

（     1,175円）税込

（     1,130円）税込

紅茶種類変更
・税込価格追加 2021.03.24

D  まつり芽茶８０         1,350円 D  Mecha 1,350

E  柚子抹茶      1,363円 E  Yuzu Matcha
1,363

濃厚 モンブランセット  Mont Blanc Set with 
 Iced Drink

A  五穀茶 1,440円 A  Five Cereals Tea 1,440

1,16 3

B  和紅茶アールグレイ 
1,440円

B  Japanese Earl Grey 1,440

C  
1,440円

C  Coffee 1,440

濃厚 モンブランセット  Mont Blanc Set with 
 Hot Drink

Matcha French Toast
1,350

1,350円
コーヒーまたは水出し芽茶付き

濃厚 抹茶フレンチトースト

Zenzai with 
Matcha Ice Cream 

1,363
1,363円

ほうじ茶付き濃厚 抹茶パフェ

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

Matcha Par fait

1,163円
ほうじ茶付き抹茶クリーム白玉ぜんざい

※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

くれない

紅の実の完熟コーヒー
ブラジル  サクアレマグループ農園

有機栽培

有機栽培

(¥1,585 incl.tax)
（     1,585円）税込

(¥1,585 incl.tax)（     1,585円）税込

(¥1,585 incl.tax)

（     1,585円）税込

(¥1,485incl.tax)

(¥1,500 incl.tax)

(¥1,280 incl.tax)

(¥1,500 incl.tax)

(¥1,485incl.tax)

（     1,485円）税込

（     1,500円）税込

（     1,280円）税込

（     1,500円）税込

（     1,485円）税込

ドリンク付き

ドリンク付き冷

温



・税込価格追加 2021.03.24 ・終了時間変更 2019.09.27

（    3,600円）税込

貸切パーティープラン（要予約）
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：18：30～22：00

収容人数：席数43席　　
　　　　 立食時  約50名

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。

寿月堂の日本茶体感コース    　（要予約）

※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

料金：   3, 272円


