
【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

「茶楽かぐや」の抹茶は、オリジナルで製造し
福井店の店頭にて石臼で挽いた

風味豊かな抹茶です。

鉄分豊富な釜の湯で、
美しく丁寧にお点てする
格別な“おもてなし”をご体験ください。

抹茶と季節の和菓子セット 970円

京都宇治産の碾茶（てんちゃ）を

自家挽きし、心を込めてお点てする

自慢の“お薄茶”です。

抹茶は老化防止、美肌にも効果が

期待できる

日本のスーパーフードです☆彡

作法にとらわれず抹茶を気軽に

味わってください。

お菓子は、地元のお菓子屋さんが、

丁寧に作った

季節の和菓子をお出しいたします。

お楽しみに♪

Match and wagashi set

※すべて税込表示価格になります



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

しっとり食感のスポンジと、

濃厚な抹茶クリームの中に、

優しい甘みの黒豆入り。

宇治抹茶ロールケーキセット
1,100円お飲み物付

宇治抹茶ロールケーキとお団子セット

人気の宇治抹茶ロールケーキと香ば
しく焼き上げた
お団子の人気のセットです。

お団子のタレを
お選びください。
●みそ
●黒ゴマ
●粒あん

1,430円

1日５食限定

1日５食限定

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね（温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温)   ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

お飲み物付

Uji matcha roll cake set

Uji matcha roll cake and dango set

単品 682円

単品 1,012円

※すべて税込表示価格になります



Café 美松

お飲み物をお選びください。
●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温) ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

有名シェフも絶賛☆
しっとり食感のスポンジと、

濃厚な抹茶クリームの中に、

優しい甘みの黒豆入り。

宇治抹茶ロールケーキセット
1,100円お飲み物付

1日５食限定
Uji matcha roll cake set

単品 682円

※すべて税込表示価格になります



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

あんみつセット お飲み物付 1,232円

沖縄県波照間島
黒糖から作った
こだわりの
黒みつ
または、抹茶
たっぷりの甘さ
控えめ抹茶みつ

クリームあんみつセット
お飲み物付 1,342円

当店手作り
白玉団子

美味しくヘルシー甘
さ控えめ手作り抹茶
寒天と白寒天

当店で、北海道十勝産特選大粒小豆を2日間にわけて
じっくりと あんこ職人がたいています。
甘さ控え目のあんこです。

ちょっと塩味
人気の赤えんどう豆

ちょっと塩味
人気の赤えんどう豆

当店手作り
白玉団子

美味しくヘルシー
甘さ控えめ手作り
抹茶寒天と白寒天

Anmitsu set

Cream anmitsu set

当店で、北海道十勝
産特選大粒小豆を2日
間にわけてじっくり
と あんこ職人がた
いています。
甘さ控え目のあんこ
です。

沖縄県波照間島黒糖
から作ったこだわりの
黒みつ

手作り
絶品バニラアイス

単品 924円

単品 814円

※すべて税込表示価格になります



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

抹茶クリームあんみつセット
1,342円お飲み物付

ほうじ茶クリームあんみつセット
1,342円お飲み物付

抹茶の苦みを効かせた甘さ
控えめの抹茶みつ付

沖縄県波照間島黒糖
から作ったこだわりの
黒みつ

ちょっと塩味
人気の赤えんどう豆

当店手作り白玉団子

当店で、北海道十勝産特
選大粒小豆を2日間にわけ
てじっくりと あんこ職
人が炊いています。甘さ
控え目のあんこです。

美味しくヘルシー甘さ
控えめ手作り茎ほうじ
茶寒天と白寒天

手作り
話題のほうじ茶アイス

美味しくヘルシー甘さ
控えめ手作り抹茶寒天
と白寒天

ちょっと塩味
人気の赤えんどう豆

当店で、北海道十勝産特
選大粒小豆を2日間にわ
けてじっくりと あんこ
職人が炊いています。甘
さ控え目のあんこです。

当店で作っています!!
絶品☆抹茶アイス

当店手作り白玉団子

Matcha cream anmitsu set

Hojicha cream anmitsu set

単品 924円

単品 924円

※すべて税込表示価格になります



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

ぜんざいセット

【北海道十勝産
特選大粒小豆使用】

餡は当店にて小豆から炊き上げてい
ます。炊き方の違う2種類の餡を使
用するこだわり。
お餅は、地元あわら産の
もち米を使用した丸餅を香ばしく焼
き上げています。

お飲み物付 1,342円

こだわりのぜんざいに、茶筅
で丁寧に点てた「薄茶」を入
れて、甘さを控えめに。
蓋をあけると、緑が美しい贅
沢な逸品に仕上げました。
二層に別れる味の違いもお楽
しみください。

抹茶ぜんざいセット 1,452円お飲み物付

塩昆布に使用

塩昆布に使用

Zenzai set

Matcha zenzai set

単品 924円

単品 1,034円

※すべて税込表示価格になります

※お餅1個追加 220円



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

【福井の米粉で
もっちもち】

食感を大切にしたく、福井県産米粉
と他２種類の粉をブレンドして作っ
ています。
お団子のたれもすべて自家製。
カリっと焼いた団子に
みそ、黒ゴマ２種類のたれを
からませてどうぞ。

お団子セット（みそタレと黒ごまタレ）
1,155円お飲み物付

ゆるキャラ湯巡健二（ゆめぐりけんじ）です。
本日はホテル美松にお越しいただき

誠にありがとうございます。
庭園散策、鯉の餌やり体験（100円）、売店で
のお買い物、日帰り温泉入浴（有料※）など、
是非癒しの空間をお楽しみくださいませ。

※日帰り温泉入浴は１４時以降ご利用可能ですが、
都合により、お断りする場合もございます。
ご利用の方は、フロントにてご確認をお願いいたします。

dango set

単品 737円



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お客様へのおねがいごと
この度は、ご来店賜り、誠にありがとうございます。

多くのお客様に気持ちよく、ゆったりとした日本茶空間を

楽しんでいただきたく考えております。しかし、こちら側

の配慮不足にてご不便をおかけすることもあると思います。

その際には、一呼吸おいていただき、お近くのスタッフま

でお声掛けくださいませ。

●アレルギーのことについて
表示義務のある品目につきましては、

品名横に記載しております。

ご不安な点がございましたら、お声掛けくださいませ。

●店内飲食について
当店では、ご注文をいただいてから厨房にて一品一品を手
作りにて、お出ししております。その為、お座りいただい
てからお時間を頂戴することとなります。何卒ご理解をい
ただきたくお願い申し上げます。
また、皆様に平等なサービスをさせていただいております
ので、小さなお子様やご年配のお客様以外の方は、お一人
様一品のご注文をお願い申し上げます。
尚、飲食品の持ち込みは、衛生管理等の関係で固くお断り
申し上げます。



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お店のこと

「茶楽かぐや」は、あわら市(旧金津町）の堀川製茶が運営す

る日本茶をお伝えするカフェです。明治初期より茶農家とし

て戦後は近隣茶農家が栽培する茶葉を加工する荒茶工場をし

ながら茶販売を始めました。現在は国が勧める土地改良のた

めに、茶園は無くなり自生する在来種の茶樹しか残っており

ませんが、全国有名茶産地の農家の方々からお茶をわけてい

ただき、越前の風土にあった緑茶加工をしております。

現在は、5代目の代表が、家庭にあるはずの日本茶文化が薄

れることに危機感を持ち、平成20年より体験型茶房併設の店

舗を福井市大東にオープンし、日本茶文化活動のお手伝いを

させていただいております。

この空間においても、本物の日本茶を味わっていただき、

また日本茶を素に手作りしております甘味を食していただき、

お茶を囲んだ和みと笑顔を日本茶文化と共に

楽しんでいただければ幸いです。

店主敬白

堀川製茶 初代 堀川忠治郎(自茶園にて）

初代 忠治郎が明治16年に、全
国表彰を承りました。西郷隆盛
の実弟の西郷従道より送られま
した。



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。

●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

わらびもちセット

【一日限定１０セット】

お飲み物付 1,155円

♦数量 ♦
Warabimoti set 

わらび餅職人が
心を込めて丁寧に練りあげます。

ぷるっぷるのわらび餅。弾力のある食感を
ぜひ味わってください。

２通りの味のきな粉をまとって、
とっても可愛い逸品です。

毎日の定番メニューではございませんので、
ぜひご賞味ください。

単品 737円

※すべて税込表示価格になります



【茶楽かぐや】あわら温泉美松店

お飲み物をお選びください。
●抹茶 (温) ●玉露かりがね(温) ●黒豆入ほうじ茶(温)

●緑茶月色(温)    ●和紅茶(温) ●本日の冷茶 ●珈琲（温・冷）

●100％りんごジュース ●100%オレンジジュース

かぐや特製
手作りアイスクリームセット

お飲み物付 1,100円
単品 682円

※すべて税込表示価格になります

アイスクリームの種類を２つお選びください

●抹茶 ●ほうじ茶 ●バニラ


