ドリンクセットがおススメです！

あっさりかつお昆布だし

キムチアレンジ

鶏むね肉と梅とろろの

キムチアレンジ

かつお昆布だし

かつお昆布だし

かつお昆布だし

だし香る大判きつね

ジャコとカリカリ梅の

ピリ辛ペペロンチーノ

冷製タラコと

豚バラ肉と

キムチの玉子とじ

キムチのカルボナーラ

ドリンクセット ￥900（990）

ドリンクセット ￥1050（1155）

ドリンクセット ￥1050（1155）

ドリンクセット ￥1100（1210）

ドリンクセット ￥1250（1375）

単 品 ￥800（880）

単 品 ￥950（1045）

単 品 ￥950（1045）

単 品 ￥1000（1100）

単 品 ￥1150（1265）

肥沃な土壌で育てられる

濃厚な味わいの「鎌倉野菜」

一つの畑に何種類もの鮮やかな

わさびバター

ミネラル成分を多量に含む

和風トマトソース

和風トマトソース

和風トマトソース

海と山が近い鎌倉の

彩りの野菜が栽培されていること

「七色畑」
から「七色畑」と呼ばれています。
新鮮な野菜の味わいを是非、
お楽しみください。

★辛さの調整が出来ます★

鎌倉野菜と鶏もも肉の

トマトジンジャー

ブロッコリ―と粗挽き

ソーセージのピリ辛和風トマト

べーコンと

揚げ茄子の和風トマト

おくらとサーモンと

とびっこのわさびバター

ドリンクセット ￥1250（1375）

ドリンクセット ￥1150（1265）

ドリンクセット ￥1100（1210）

ドリンクセット ￥1150（1265）

単 品 ￥1150（1265）

単 品 ￥1050（1155）

単 品 ￥1000（1100）

単 品 ￥1050（1155）

大盛り無料！ 小盛り￥-150(165)

ミニスモア
＋￥350 （385）

下記よりお選びください。 ※ドリンクにより価格が異なります。

＋￥200 （220）
・深蒸し煎茶 かごよせ

・コーヒー（Hot/Cold）

・紅 茶（Hot/Cold）

岡︼

・みかんジュース
・りんごジュース

・炭火入り ほうじ茶
・玄米茶 抹茶入り

︻鹿児島︼

メニュー

＋￥100 （110）

お食事ご注文の方【限定】価格のセットメニュー

︻静

うどん

サラダ付き

お得
ドリンクセット

・煎

茶 かりがね

・玄米茶 かりがね

＋￥300 （330）
・お抹茶（五十鈴）

ミニスモア

＋￥350 （385）

セット和ケーキ

＋￥500 （550）
ケーキメニューからお選びください。

・抹茶ラテ (Hot/cold)

・ほうじ茶ラテ (Hot/Cold)
・煎茶ティーソーダ

・煎茶フルーツソーダ

※ドリンクは付きません。

ドリンクセットがおススメです！

冷 製しらすとカリカリ

チーズクリーム

ジェノベーゼ

トリュフとベーコンの

ジェノベーゼ

小松菜の豆乳クリーム

ジェノベーゼ

クリームソース

クリームソース

スモークサーモンと

海老団子とチェリー

ベーコンとジャガイモと

トマトのジェノベーゼ

梅のジェノベーゼ

そら豆のジェノベーゼ

ドリンクセット ￥1250（1375）

ドリンクセット ￥1400（1540）

ドリンクセット ￥1300（1430）

ドリンクセット ￥1300（1430）

ドリンクセット ￥1050（1155）

単 品 ￥1150（1265）

単 品 ￥1300（1430）

単 品 ￥1200（1320）

単 品 ￥1200（1320）

単 品 ￥950（1045）

濃厚

キーマカレーソース

明太カルボナーラ

キーマカレーソース

クリームソース

クリームソース

海 鮮とブロッコリーの

ゴロゴロ野菜の

3 種の

キーマカレー

チーズクリーム

焼きチーズカレー

ドリンクセット ￥1350（1485）

ドリンクセット ￥1250（1375）

ドリンクセット ￥1300（1430）

ドリンクセット ￥1250（1375）

単 品 ￥1250（1375）

単 品 ￥1150（1265）

単 品 ￥1200（1320）

単 品 ￥1150（1265）

大盛り無料！ 小盛り￥-150(165)

ドリンクセット
＋￥100 （110）

下記よりお選びください。

ミニスモア
＋￥350 （385）

・コーヒー（Hot/Cold）
・紅 茶（Hot/Cold）
・みかんジュース
・りんごジュース

ドリンクセット
＋￥200 （220）

ドリンクセット
＋￥300 （330）

下記よりお選びください。

下記よりお選びください。

・深蒸し煎茶 かごよせ

・お抹茶（五十鈴）
・抹茶ラテ (Hot/cold)
・ほうじ茶ラテ (Hot/Cold)
・煎茶ティーソーダ
・煎茶フルーツソーダ

岡︼ ︻鹿児島︼

メニュー

お食事ご注文の方【限定】価格のセットメニュー

︻静

うどん

サラダ付き

お得

・炭火入り ほうじ茶
・玄米茶 抹茶入り
・煎

茶 かりがね

・玄米茶 かりがね

ミニスモア

セット和ケーキ

＋￥350 （385）

＋￥500 （550）
ケーキメニューからお選びください。

※ドリンクは付きません。

かつお出汁スープの中に柚子の香りが広がり
鶏とお餅が抜群のアクセント。

コクのあるゴマスープにヘルシーな豆乳を
入れてまろやかに仕上げた茶鍋です。

鶏と焼き餅の
湯葉茶鍋ごはん
950 円（1045 円）

かつおトマトスープで、サーモンの旨味を引き出しました。
とろけるチーズを絡めてお楽しみ下さい。

根菜としゃぶ豚の
ごま豆乳茶鍋ごはん
950 円（1045 円）

サーモンとブロッコリーの
トマトチーズ茶鍋ごはん
1100 円（1210 円）

お好きな茶鍋を選び『ごはん』か『うどん』をお選びください。

鶏と焼き餅の
湯葉茶鍋うどん
1000 円（1100 円）

『ココロと体に優しい』お食事メニューです。

・コーヒー（Hot/Cold）

・紅 茶（Hot/Cold）
・みかんジュース
・りんごジュース

下記よりお選びください。 ※ドリンクにより価格が異なります。

＋￥200 （220）

＋￥300 （330）

・深蒸し煎茶 かごよせ

・お抹茶（五十鈴）

・炭火入り ほうじ茶

・抹茶ラテ (Hot/cold)

・玄米茶 抹茶入り

・ほうじ茶ラテ (Hot/Cold)

・煎

・煎茶ティーソーダ

︻鹿児島︼

ごはんかうどんと一緒にお楽しみ頂ける

＋￥100 （110）

お食事ご注文の方【限定】価格のセットメニュー

岡︼

『神楽坂 茶寮』のオリジナルの具だくさん 1 人用お鍋「茶鍋」。

お得
ドリンクセット

サーモンとブロッコリーの
トマトチーズ茶鍋うどん
1150 円（1265 円）

︻静

茶鍋

根菜としゃぶ豚の
ごま豆乳茶鍋うどん
1000 円（1100 円）

茶 かりがね

・玄米茶 かりがね

・煎茶フルーツソーダ

ミニスモア

＋￥350 （385）

セット和ケーキ

＋￥500 （550）
ケーキメニューからお選びください。

※ドリンクは付きません。

Set menu
得

Half
Cake set

※写真はイメージです。
お好きなうどん
￥800 （880） ～

サラダ付き

お食事ご注文の方
【限 定】
お

ミニスモア
＋￥350 （385）

平日限定

お好きなお食事に追加でお得なセット♪
ドリンク
＋￥100 （110）

ドリンクセット

+

～

下記よりお選びください。

※ドリンクにより価格が異なります。

・コーヒー（Hot/Cold）

・紅 茶（Hot/Cold）

・みかんジュース

・りんごジュース

ハーフサイズうどん

岡】 ・深蒸し煎茶 かごよせ

【鹿児島】 ・煎 茶

かりがね

・抹茶ラテ (Hot/cold)
・煎茶ティーソーダ

ソフトドリンク
下記よりお選びください

鶏むね肉と
梅とろろの
あっさり
かつお昆布だし

ジャコと
カリカリ梅の
ピリ辛
ペペロンチーノ

ブロッコリ―と
粗挽き
ソーセージの
ピリ辛
和風トマト

ベーコンと
ジャガイモと
そら豆の
ジェノベーゼ

スモーク
サーモンと
小松菜の
豆乳クリーム

おくらと
サーモンと
とびっこの
わさびバター

かりがね

＋￥300 （330）
・お抹茶（五十鈴）

・ほうじ茶ラテ (Hot/Cold)

・煎茶フルーツソーダ

ミニスモアセット

和ケーキセット

※ドリンクは付きません。

ケーキメニューからお選びください。
※ドリンクは付きません。

日本茶またはソフトドリンク

下記よりお選びください

京都

静岡
煎茶 若葉摘み
ほうじ茶 炭火炒り
玄米茶 抹茶入り
和紅茶 紅ふうき

丸久小山園

鹿児島
煎茶 古都緑
玄米茶 都の雪
ほうじ茶 紅かおり

ブレンドコーヒー (Hot/Cold)

＋￥350 （385）

（1,430）

ケーキメニューページ
からお選びください。

★辛さの調整が出来ます★

・炭火入り ほうじ茶 ・玄米茶 抹茶入り
・玄米茶

\1,300
お好きな和ケーキ

または

下記よりお選びください

＋￥200 （220）
【静

日本のお茶

ハーフサイズ
うどん

＋￥100 （110）

+

＋￥500 （550）

アイスティー

りんごジュース

カフェラテ (Hot/Cold)
みかんジュース

煎茶 かりがね
ほうじ茶
玄米茶 かりがね
和紅茶

こだわりのお茶と楽しむ

神楽坂 茶寮
オリジナル和ケーキ

日本のお茶セット

￥1,150 （1265）

お抹茶・ラテセット

￥1,250 （1375）

ケーキはすべてアイスクリーム付きです。

※ドリンクページよりお選びください。
※日本のお茶セットに ＋￥600(660) で
アルコールドリンクセットに出来ます。
※写真はイメージです

和栗と抹茶の
モンブランタルト

ほうじ茶と
バナナのショートケーキ

抹茶のカスタードクリームと蒸し栗の
クリームを重ねました。
栗のほっこりした甘さと、抹茶の
ほろ苦さがクセになる定番の一品です。

スポンジとクリーム、シロップにほうじ茶を
合わせ、味わいや香りを存分に楽しめるよう
仕上げました。甘酸っぱいバナナと、
ほうじ茶の組み合わせが意外とクセになる・・・。
飾りのキャラメルを絡ませたバナナと一緒に
食べるとまた違った味をお楽しみ頂けます。

卵・乳・小麦・ゼラチン・アーモンド
（大豆・オレンジ・くるみ・バナナ・ごま）

かぼちゃの
ベイクドチーズケーキ
北海道産クリームチーズと国産かぼちゃを
ふんだんに使い、オーブンでじっくり焼き上げました。
チーズのコク、かぼちゃのほっこりとした甘さが
広がるココロ落ち着く美味しさ。キャラメリゼした
ピーカンナッツは味と食感のアクセントに。
卵・乳・小麦
（アーモンド･大豆･オレンジ･バナナ･ゼラチン）

卵・乳・小麦・バナナ
（アーモンド･大豆・オレンジ･ゼラチン）

シャインマスカットの
豆乳レアチーズケーキ
シャインマスカットのフレッシュな甘みと、
煎茶クリームのほろ苦さ、お茶の香りが
相性抜群。さらに豆乳レアチーズケーキの
中にはグレープフルーツのソースが・・・！
卵・乳・小麦・ゼラチン・大豆・アーモンド
（くるみ・ごま・バナナ・オレンジ）

こだわりのお茶と楽しむ

オリジナル和スイーツ

※セットのお飲物は、
ドリンクページよりお選びください。
※日本のお茶セットに ＋￥600(660) で
アルコールドリンクセットに出来ます。

Do you love Matcha?
抹茶の
フローズンスモア

サクサク食感のグラノーラに、たっぷりのアイス。
表面のマシュマロはこんがりと香ばしい
茶寮流フローズンスモアの登場！！

Matcha

京都の宇治抹茶を
贅沢に使ったゼリー、
プリンに香ばしい

日本のお茶セット

￥1,100（1210）

お抹茶・和ラテセット

￥1,200（1320）

スモアの名前の由来 “Some more”「美味しくてもっと、いくつも食べたくなる。
」

ほうじ茶クリームなど
和の素材をふんだんに
飾った茶寮の歴史を
感じられるパフェ。

ほうじ茶の
フローズンスモア

お茶香る
茶寮の和パフェ
日本のお茶セット
1100 円 （1210 円）

お抹茶 または 和ラテセット
1200 円 （1320 円）

自家製のほうじ茶クリームと

ほうじ茶ソースで仕上げた香り高いスモア。
こうばしい香りをご堪能ください。

日本のお茶セット

￥1,100（1210）

お抹茶・和ラテセット

￥1,200（1320）

Hojicha

神楽坂 茶寮で
味わう日本のお茶

ラテ・お抹茶セットはこちらからお選びください

丸久小山園のお抹茶【五十鈴】

・静岡県
丸久小山園
・京都府
・鹿児島県

京都府産宇治抹茶「五十鈴」を使用した
濃い緑の鮮やかなお抹茶。
旨味と渋みがほど良く調和し、
初めての方でも飲みやすい味わいです。

￥800（￥880）

お茶の名店により厳選された茶葉を揃えております

茶寮の抹茶ラテ

日本のお茶セットはこちらからお選びください
煎茶 若葉摘み

￥650（￥715）
(Hot/Cold)

茶寮のほうじ茶ラテ ￥650（￥715）

￥700（￥770）

(Hot/Cold)

旨みと渋みのバランスがとれ、お茶通のみなさまにも満足いただける味わい。

静岡

ほうじ茶 炭火炒り

￥700（￥770）

すっきりとした飲み口と香ばしさが特徴。カフェインが少ないので小さな
お子様からお年寄りまでお楽しみ頂けます。

玄米茶 抹茶入り

茶寮の煎茶ソーダ

￥700（￥770）

煎茶ティーソーダ

深蒸し掛川茶の美味しさと四度炒り玄米の香ばしい香りの玄米茶。
さらに健康にうれしい黒豆もミックス。

和紅茶 紅ふうき

旨みのある煎茶をスッキリとさわやかに
楽しめるティーソーダ。
炭酸の喉ごし煎茶の風味が口いっぱいに広がります。

￥700（￥770）

掛川産「べにふうき」を使用した渋みの少ない国産紅茶。アッサム種に近い
茶品種。繊細でマイルドな優しい甘さの味わい。

煎茶フルーツソーダ
フルーツを加え、甘みと酸味も楽しめる味わい豊かな
ドリンクに仕上げました。見た目も美しい
新しいお茶の楽しみ方です。

煎茶 古都緑

￥700（￥770）

玄米茶 都の雪

￥700（￥770）

各 ￥800（￥880）

透明感のある水色の煎茶は、さらりとした口当たり、ほのかな甘みが広がります。
二煎目は煎茶ならではの渋みもお楽しみ頂けます。

京都
丸久小山園

サッパリとした苦みと渋みの中に、ほんのり香る玄米の香ばしさ。
バランスの良いブレンド茶です。

ほうじ茶 紅かおり

￥700（￥770）

きれいな茜色で、ほど良い香ばしさ感じる飲み心地。抹茶原葉の高級かりがねを
加えた茶葉。

Dessert Drink
お茶の風味と、チーズクリームのコクが相性抜群！
甘さと、塩味のバランスが美味しいデザート ドリンクです。

抹茶チーズティー
煎茶 かりがね

￥700（￥770）

ほうじ茶チーズティー
各 ￥800（￥880）

深蒸し製法で仕上げたかりがね茶。茎茶特有の甘味を深蒸しにより引き立たせました。

鹿児島

ほうじ茶

￥700（￥770）

渋味や苦味が抑えられるので、あっさりとした口当たり。
知覧茶園ではお茶本来の味と香ばしさのバランスにこだわりました。

玄米茶 かりがね

￥700（￥770）

ほのかな甘みがあり、ほど良いコクがあります。香り高く
炒った玄米の香ばしさが広がる味わい。

和紅茶

￥700（￥770）

香りが強く渋みの少ない飲みやすい「鹿児島県産紅茶」鹿児島県産の上質な茶葉を
厳選し、独自の製法で丹念に仕上げ、香り高く甘みの強い味わいを引き出しました。

コーヒー・ジュース
※こちらもセットでご利用できます

ブレンドコーヒー

(Hot/Cold)

￥600（￥660）

カフェラテ

(Hot/Cold)

￥600（￥660）

りんごジュース

￥600（￥660）

みかんジュース

￥600（￥660）

Alcohol Menu

b
m
a
L

厳選したこだわりのラインナップ

r
e
e
B

常陸野ネスト

ホワイトエール
コリアンダー、オレンジピール等の
スパイスを加えたベルギー伝統の小麦ビール。
ハーブの個性的な香りに、小麦の爽やかな
酸味がマッチした独特の風味が特徴です。
330ml

F

￥800（￥880）

g
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w
e
r

tB
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r
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B
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シェアでのご注文も OK ！
必要なグラス数をスタッフへ
お伝えください♪

メロンエール
北海道を代表するフルーツ
夕張メロンを使用。
芳醇な香りで、まるでメロン
そのものを食べているかのような
気分になります。

フルーツブルーイング
北海道麦酒醸造

フランボワーズ

カシス

アップル

ピーチ

強いラズベリーの
香りの中にキャラメルを
連想させる甘い香りを
併せ持ちます。サラダや
ケーキ、アイスクリーム
などと合わせて。

色はやや赤みのある
濃いルビー色。
香りはまさにカシスの
芳醇な香り。
甘味と酸味のバランスが
絶妙なビールです。

青りんご、ライムの
ような爽やかな香り。
りんごジュースのような
味わい。アルコール度数が
低くアルコールが苦手な方も
美味しくいただけます。

金色に輝く
エレガントな色合い。
桃の華やかな甘さと
ランビック特有の苦さのバ
ランスが取れたビール。

リンデンマンス
Lindemans
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ペアラガー
北海道余市産の洋なし
（ブランデーワイン種）を使用。
ベースのすっきりとした
ラガーの味わいに、洋なし特有の
上品な甘味と香りがほどよい
バランスです。

ナイアガラエール
北海道余市産の白ぶどう
（ナイアガラ種）を使用。
白ワインを彷彿させる
爽やかな香りと
フレッシュな味わい。

各￥800（￥880）
300ml

白ワイン

各￥800（￥880）
250ml

赤ワイン

白スパーリング

赤ワイン

スムース

ファイスティ

ゼスティ

ピカンテ

シャルドネ

ネッビオーロ

スパークリング
リースリング

ガルナッチャ

フレッシュなグリーン
フルーツとシトラスの
香りに似ており、
適度でバランスの良い
酸味がある。充実した
なめらかな口当たり

とてもエレガントな色合
い。軽めのワインです。
このワインは 2 つの最も
有名な DOC と DOCG の
生産地から収穫された
ブドウを使用しており、
フレーバーがあります。

キスオブワイン
KISS of WINE

大胆で口いっぱいに広がる
辛口のリースリング。
味わいが特徴。
甘さはなく、ワインの
アロマがすぐに感じられます。 ドライハーブやホワイト
ペッパーのアロマを持ち、
このゼスティの要素は
大胆で生き生きとした
柑橘系の香りと
果実味を持ちます。
高い酸味からくるものです。

各￥850（￥935）
缶 250ml

