
お薄にあたたかい小豆と白玉が入ったぜんざい。

小豆の甘さと抹茶の苦味が合った逸品。

抹茶ぜんざい   700 円
Matcha zanzai

とろっとした黒ごまの甘さと香ばしさが

やみつきに。くるみの食感もお楽しみください。

黒ごまぜんざい   600 円
Black sesame zenzai

つ
つ

つ
つ



焼きたての焼き餅が二つ入った

心もカラダも温まる逸品。

餅ぜんざい   650 円
Zenzai

もちもちの焼き餅との大きな栗が入った

贅沢な逸品をお楽しみください。

栗餅ぜんざい   750 円
Zenzai with Chestnuts

つ
つ

つ
つ



ゴッタス デ 日本茶 エスペシアル 玉露

宇治園は、新たな日本茶の愉しみ方として

世界中の人々に日本茶の素晴らしさを知っていただき

日本茶文化を次の世代に繋ぎたいという想いをこめ

厳選した高級茶葉を急須で淹れるお茶にかぎりなく

近づける抽出方法でグラスボトルに詰めた

「BOTTLING TEA（ボトリングティー）」を創りました。

1 本  6,480 円 ／  １杯  1,000 円



抹茶ロールケーキ   550 円　
Matcha roll cake

ほうじ茶ロールケーキ   550 円　
Roasted tea roll cake

抹茶チーズケーキ   550 円　
Matcha cheesecake

ほうじ茶チーズケーキ    550 円　
Roasted tea cheesecake

つ

つ

つ

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



フレンチトースト　
French toast

玉子と牛乳がたっぷり染み込んだふわふわで

ジューシーな逸品。抹茶の粉末でほんのり大人の味に。

お飲み物ご注文のお客様のみプラス 300 円でお付けできます。



湯葉丼 生湯葉と玉子を使用した、

優しいおだしの味のあんかけ丼です。



湯葉丼      850 円
Tofu skin bowl

ちょこっとあんゼリーセット　1,100 円
Dessert set



クリームあんみつ　780 円
Cream Anmitsu

濃厚ソフトクリームを使った贅沢な逸品。

自家製白玉とフルーツが入った

さっぱりとしたあんみつです。

ちょこっと休憩にぴったりなちょこっとあんみつ。

お好きなドリンクと一緒に至福のひと時を。

ちょこっとあんみつセット  935 円
Cream Anmitsu small set

つ

※セットのドリンクは下記からお選びください。

　　　  煎茶　　　  　　　抹茶（楽只）

　　　  ほうじ茶　　　  　珈琲

※You can choose any drinks for a set as follows

　　　　　 Sencha[Okame]　                      Matcha

　　　　　 Roasted tea[Hyottoko] 　　　　  Coffee

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ



チュイルカップソフトクリーム　 700 円
tuiles cup soft ice cream

宇治園自慢のソフトクリーム。

小豆と自家製白玉と一緒にお楽しみください。

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



抹茶あんゼリー　　780 円
Matcha jelly

ほうじ茶あんゼリー　　780 円
Roasted tea jelly

厳選した抹茶を材料に毎日手作りしている
こだわりのゼリーと自慢のソフトクリームが
のった贅沢な逸品。

ほうじ茶「火男」を使った新鮮な香り、
上品な味わいの逸品。
ぷるんとした食感をお楽しみください。

つ つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



抹茶プリン　　580 円
Matcha pudding

彩　　650 円
Assorted matcha

濃厚な抹茶プリン。
上品な甘さとなめらかな舌触りを
お楽しみください。

濃厚なアイスクリーム、こだわりのゼリー
看板茶の小佳女（火男）を練り込んだ白あんと
クリームが詰まったとっておきの大福を
一度に味わうことのできる贅沢な逸品。

つ

つ



抹茶ティラミスセット   1,080 円
Matcha tiramisu set

話題の升で提供される

宇治抹茶を贅沢に使ったティラミス。

濃厚な味わいをお楽しみください。

※セットのドリンクは下記からお選びください。

　　　  煎茶　　　  　　　抹茶（楽只）

　　　  ほうじ茶　　　  　珈琲

※You can choose any drinks for a set as follows

　　　　　 Sencha[Okame]　                      Matcha

　　　　　 Roasted tea[Hyottoko] 　　　　  Coffee

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



ほうじ茶ティラミスセット   1,080 円
Roasted tea tiramisu set

話題の升で提供される

ほうじ茶「火男」の粉を使ったティラミス。

香ばしいさっぱりとした味わいをお楽しみください。

※セットのドリンクは下記からお選びください。

　　　  煎茶　　　  　　　抹茶（楽只）

　　　  ほうじ茶　　　  　珈琲

※You can choose any drinks for a set as follows

　　　　　 Sencha[Okame]　                      Matcha

　　　　　 Roasted tea[Hyottoko] 　　　　  Coffee

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ



抹茶喫茶去パフェ   880 円
Matcha parfait

ほうじ茶喫茶去パフェ   880 円
Roasted tea parfait

たっぷりのこだわりゼリーに

当店自慢のソフトクリーム、

白玉、ケーキの入った贅沢な逸品。

濃厚な抹茶、ほうじ茶の香りが

口の中で広がります。

つ

つ



ちょこっと抹茶パフェセット　1,050 円
Matcha small parfait set

宇治抹茶使用の手作り抹茶ゼリー、ほうじ茶ゼリー

白玉、プレミアムアイスクリームの入った

プチサイズなパフェ。贅沢で自慢の逸品です。

ちょこっとほうじ茶パフェセット　1,050 円
Roasted tea small parfait set

※セットのドリンクは下記からお選びください。

　　　  煎茶　　　  　　　抹茶（楽只）

　　　  ほうじ茶　　　  　珈琲

※You can choose any drinks for a set as follows

　　　　　 Sencha[Okame]　                      Matcha

　　　　　 Roasted tea[Hyottoko] 　　　　  Coffee

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ

つ



珈琲  Coffee  ★　　　　　　　          550 円

カフェラテ  Cafe latte ★     　          50 円
※牛乳への変更も可能です。*Change to milk

エスプレッソ  Espresso ★　　         550 円

★有機栽培・カフェインレスにもできます。

★ Coffee can be changed to organic grown or caffeine free.

オレンジジュース  Orange juice      550 円

つ

つ

つ



＊The images are a serving suggestion.

当店はワンオーダー制となっておりますので、お一人様一品以上のご注文をお願いします。

※写真はイメージです
Please order at least one item per person. S E T

宇治園喫茶去の楽しみ方

ドリンクは温・冷からお選び頂けます。
 You can choose drink hot or ice.

お食事またはスイーツをご注文のお客様にお好みのお飲み物を
　100 円引き（税込）でご用意します。
With food or sweets discount any drink 100yen.

ソフトクリームを使った商品はアイスクリームに変更可能です。
　 ※一部商品を除く
Soft cream can be changed to ice cream.  *Excluding some items.

ソフトクリーム・アイスクリームを使った商品は
　抹茶とほうじ茶からお味をお選び頂けます。
　 ※一部商品を除く
For soft ice cream ・ice cream you can choose your taste from matcha or roasted tea. 

＊Excluding some items.

つ

つ

き っ さ こ



 宇治園 喫茶去

名
物

め

い  
 

ぶ

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



抹茶かき氷　　800 円
Matcha shaved ice

ほうじ茶かき氷　　800 円
Roasted tea shaved ice

抹茶の風味をそのまま楽しんでいただきたい

粉末をふんだんに使ったかき氷です。

※白玉・小豆・白蜜付き

ほうじ茶の香ばしい香りが特徴のかき氷。

他にはない大人な味をお楽しみください。

※白玉・小豆・白蜜付き

　　　　　 十人十色のお誂え Topping 

・白玉（2 つ）　　　　　50 円　　　　・練乳　　 100 円　　　　・アイスクリーム（小）　　100 円

　Rice-flour dumpling                           　Condensed milk                　Ice cream（small）

・小豆（50g）　　　　100 円　　　　 ・白蜜　　　50 円　　　　・アイスクリーム（大）　　150 円

　Red bean                                           　Syrup                              　 Ice cream（Big）

・栗の甘露煮（１つ）　100 円　　　　・黒蜜　　　50 円

　Marron candied                                 　Black syrup

つ つ

あつら



煎茶　小佳女　550 円

ほうじ茶　火男　550 円

宇治園の看板茶。

水色は抜群、深みのある濃厚な味わいと

香ばしい香りが自慢の深蒸し煎茶です。

小佳女と並ぶ宇治園の看板茶。

遠赤外線の浅火で時間をかけてじっくりと

炒りあげています。

上品な香ばしさと甘みが特徴です。

Sencha [Okame]

Rosted tea [Hyottoko]

つ

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. 

おかめ

ひょっとこ

おね
がい



玉露　北白川　1000 円
　　　天王　  　550 円

抹茶　考槃　800 円

　　　楽只   550 円

グリーンティー　550 円

京都府産の碾茶を石臼で丁寧に挽いた

高級抹茶を使用。

※グリーンティーは京都府産の厳選した抹茶を使用。

日本茶の中でも高級品とされる玉露は、

40 度から 60 度ほどの温度で時間をかけて抽出する

ことで玉露の持つ旨みが最大限に引き出されています。

※北白川をご注文のお客様はお茶をお楽しみいただいた後の

　柔らかい茶葉をお召し上がり頂けます。

　ご希望の方はスタッフにお声がけください。

Gyokuro [Kitashirakawa/Tennou]

Matcha [Kouhan/Rakushi]

Green tea

和菓子セット　お好きなお飲み物＋ 220 円
Japanese confection set

The kind of Japanese confection changes depending on the seasons.
※和菓子は季節により種類が変わります。

つ

つ

こうはん

らくし



厳選宇治抹茶にふわっと泡立てた豆乳を

合わせることで、まろやかな風合いに。　

※牛乳への変更も可能です。
※Change to milk

抹茶豆乳オーレ   650 円
Matcha soybean milk Ole

ほうじ茶「火男」にふわっと泡立てた豆乳を合わせ、

まろやかで香ばしい大人の味に仕上げました。

※牛乳への変更も可能です。
※Change to milk

ほうじ茶豆乳オーレ   650 円
Roasted tea soybean milk Ole

つ

つ



日本国内で栽培された、厳選の茶葉を使用。

まろやかな口当たりをお楽しみいただけます。

ユニマグでお好みの濃さに淹れてご堪能ください。

和紅茶／和烏龍茶   550 円
Black tea/Oolong tea

京都府産 100% の厳選した抹茶を使用した

グリーンティーに宇治園こだわりのソフトクリーム

を使った贅沢な逸品です。

グリンティーフロート   700 円
Green tea float

つ

＊The images are a serving suggestion.
お一人様一品以上のご注文をお願いします。
※写真はイメージです

Please order at least one item per person. おね
がい



老舗鰹節屋「山長商店」老舗茶舗「宇治園」

×

A セット

茶飯

宇治園の看板茶「小佳女」を
混ぜ込んだ香りのいい一品です。

  B セット

ちょこっとあんゼリー

さっぱりとした抹茶ゼリーで
ちょこっとお口直しを。

C セット

茶飯＋ちょこっとあんゼリー



生茶麺

単品      780 円 単品      780 円単品   880 円

単品   980 円 単品   980 円

厳選した石臼挽き宇治抹茶を練り込んだ「生茶麺」と

だし職人と茶師による合作のほうじ茶鰹だしを使用したメニューです。

（月）（水）（金）（日）限定 （火）（木）（土）限定

南高梅と淡路産わかめ 生湯葉玉子とじ

イベリコ豚ハリハリ 炙り蒸し鶏と水菜

大判きつね

【A セット】 ＋150 円 ／【 B セット】 ＋250 円 ／ 【C セット】 ＋400 円S E T

な ま ち ゃ め ん




