
おやつ盛り合わせ

季節の和洋菓子からお好きなおやつを
お選びいただけます

Cｏｈａｇi ３種盛り合わせ
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11:0 0~16:30

SWEETS
We prepare home made vegan daily sweets .          

Assorted Seasonal Daily Vegan Sweets

Assorted Seasonal Daily Vegan Sweets“COHAGI”

¥1,0803 Pieces

3 種 ¥1, 280
5 種 ¥1, 80 0

3 Pieces

5 Pieces

宇治抹茶豆乳ティラミスパフェ

抹茶ゼリー、豆乳クリーム、季節のフルーツ、
水わらび餅、豆乳アイスクリームが
織りなすレイヤーパフェ

¥1,550
Matcha Tiramisu Parfait

Layers of Soy Cream, Seasonal Fruit, Warabi-Mochi and Soy Matcha Ice Cream

ほうじ茶豆乳ティラミスパフェ

ほうじ茶ゼリー、豆乳クリーム、季節のフルーツ、
水わらび餅、豆乳アイスクリームが
織りなすレイヤーパフェ

¥1,4 0 0
Hoji-cha Tiramisu Parfait

Layers of Soy Cream, Seasonal Fruit, Agar and Soy Hoji-cha Ice Cream

抹茶パンケーキ
季節のフルーツと抹茶シロップ添え

パンケーキに抹茶アイスクリーム、
季節のフルーツ、栗渋皮煮、
抹茶シロップを添えて

¥1,350
Rice Flour Pancake with Uji Matcha Ice Cream, 
Matcha Soy Cream and Seasonal Fruit. 

お茶
HOT 玉露

Gyokuro

HOT 抹茶
Matcha

HOT ほうじ茶 HOT かりがね玄米茶
Roasted Japanese Tea 
“Hoji-cha”

Tea with Roasted Brown Rice
“Genmai-cha”

HOT 煎茶 HOT 煎茶製かりがね
Sencha Karigane Sencha

HOT かぶせ茶COLD

Kabusecha

HOT 深蒸し煎茶
Fukamushi Sencha

HOT コーヒーCOLD

Coffee

HOT 紅茶COLD

Tea

+¥30 0 +¥50 0

＊IYEMON SALONでは氷水で一晩かけて旨味をじっくりと抽出した「日替わり水出し茶」をお水の代わりにお楽しみいただけます
※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is exclude f rom the Pr ice .

Tea



HOUSE WINE

CHAMPAGNE & SPARKLING

「梁世柱/ヤン・セジュ」氏選択の「自然派ワイン」
自然栽培ならではの果実味とテロワールをお楽しみください

アンリオブリュット スーヴェラン

白い花やブリオッシュなどを思わせる香りに、
しっかりミネラルに支えられた美しくクリーミーな風味が特徴

Good balance of white f lower and citrus taste of chardonnay, 
and acid and complexness of  Pino-Noir

Henriot Brut Souverain

アルマス デ ゲラ ブランコ（白）

フレッシュでキリッとした口当たりに
フルーティーなアロマが広がる
Fresh and clear taste, f ruit y aroma

Armas De Guerra Blanco 
Vinos Guerra (White)

Glass ¥60 0

Decanter ¥2 ,0 0 0

Bottle ¥3, 20 0

ＤＶ カテナ・ナチュール

白い花やシトラス風味のシャルドネと
ピノ・ノワールからの複雑味と酸との
バランスが程良い辛口に仕上がったワイン
Good balance of white f lower and citrus taste of chardonnay, 
and acid and complexness of  Pino-Noir

DV Catena Brut Nature 
Bottle ¥4 , 20 0Bottle ¥4 , 20 0

Bottle ¥9,0 0 0

アルマス デ ゲラ メンシア （赤）

フレッシュでフルーティ、花の香りを
感じるクリーンで心地よい
余韻を楽しめるワイン

Fresh and fruit y, f lower aroma, 
clean and smooth af ter- taste

Armas De Guerra Tinto Mencia (Red)
Glass ¥60 0

Decanter ¥2 ,0 0 0

Bottle ¥3, 20 0

プリマ ナチュール シャルドネ （白）
ジェラール ベルトラン

ふくよかな果実味、雑味のないクリアな
飲み口で食中酒としても最適
Soft and fruit y, clear taste, good paring with food

Prima Nature Chardonnay 
Gérard Bertrand (White)

Bottle ¥5, 20 0

ロッコセッコ モンテプルチアーノ 
ダブルッツォ キューザ グランデ（赤）

ソフトな果実の香りとバランスの取れた
味わいが心地良いミディアムボディのワイン
Soft f ruits aroma, good balanced medium body

Roccosecco Montepulciano 
d 'Aburuzzo CHIUSA GR A NDE (Red)

Bottle ¥5, 20 0

NIHON CHA

お茶の種類それぞれに合わせた温度、淹れ方、茶葉の量
抽出時間を体験しながらお楽しみいただけます

¥90 0玉露 
新芽が伸び出したころから茶園に覆いをし、

特有の旨みと香りをひきだしたお茶

甘 

渋

A tea with smooth taste and scent with
leaves select ively picked early in their growth.

Gyokuro
bitterness

sweetness 

煎茶 
太陽の光をたっぷり浴びて育った、

さわやかな香りとさっぱりとした後味をもつお茶

甘 

渋 ¥550

A tea with a refreshing and smooth 
af ter taste grown fully soaked in sunlight.

bitterness

sweetness 

Sencha

煎茶製かりがね 
良質な煎茶を仕上げる過程で選別された

茎を多く含んだお茶

甘 

渋 ¥550

A tea with the same qualit y process as the
Sencha exclusively brewed with stems and stalks.

bitterness

sweetness 

Karigane Sencha

¥550かぶせ茶 
さわやかな煎茶と旨みをもつ

玉露の中間のテイストをもつお茶

甘 

渋

A tea with the harmony of the r ichness of
Gyokuro and the refreshing taste of Sencha.

bitterness

sweetness 

Kabusecha

¥550深蒸し煎茶
煎茶より蒸時間を長くした、深みのある緑色のお茶 甘 

渋

A tea with a deep & r ich green color,
brewed longer than Sencha.

bitterness

sweetness 

Fukamushi Sencha

¥550かりがね玄米茶
煎茶の茎と炒り米をブレンドしたお茶 甘 

渋

A tea with a mixture of Sencha stem and roasted r ice.

bitterness

sweetness 

Genmaicha

¥550ほうじ茶 
煎茶を高温で焙じたお茶

カフェインが少なく体にやさしい
甘 

渋

Sencha brewed at a high temperature, with ver y l i t tle caf feine.

bitterness

sweetness 

Hojicha

¥580冷茶（かぶせ茶） 
旨みのあるかぶせ茶の冷茶

氷に直接注いでお楽しみください
甘 

渋

Iced Kabusecha with a r ich taste, poured directly onto ice.

bitterness

sweetness 

Cold Brew Green Tea

¥ 780抹茶 
濃厚な旨みと程よい渋みのあるクリーミーな口あたり 甘 

渋

A r ich powdered green tea with a
balanced bit terness mainly used in tea ceremony.

bitterness

sweetness 

Matcha



SAKE

伊右衛門サロンでは、京都産の日本酒を取り揃えております

京都には、酒造りの神様をまつる「日本三大酒神神社」の

うちの二つ（松尾神社・梅宮神社）があり、平安期には

造酒司（みきのつかさ）という酒造り担当の役所が宮中に

置かれるほど、長い酒造りの歴史があります

柑橘系の立ち香と綺麗な酸と米の旨みを感じる一本

澤屋まつもと 守破離 特別純米 ¥ 70 0

Citrus top-note with clean acid and sweetness of r ice

Sawaya Matsumoto “Shuhari Tokubetsu-Junmai”

円やかな中口タイプでキレも良い肴も進む美味しいお酒

聚楽第 純米吟醸 ¥ 70 0

Mild but clear taste, good paring with food

Jyurakudai Junmai-Ginjo

濃口やや辛口な味わいが特徴的

坤滴 純米酒 ¥80 0

Rich and dr y taste sake

Konteki Junmai

UMESHU

ウィスキー仕上げの芳醇な香りと長くやわらかな余韻の
贅沢な梅酒。ロック・ストレートがお勧め
週替わりのお茶でも割って頂けます。
内容はスタッフまでお尋ね下さい。

山崎蒸溜所貯蔵 焙煎樽熟成梅酒 ¥80 0

This plum wine is aged in the world famous Yamazaki whisk y barrels.
Drink it straight or on the rocks.

Yamazaki Disti l lery Plum Wine

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .

NIHON CHA

抹茶入り玄米茶

抹茶入り煎茶

碾茶のお茶請けセット

抹茶を石臼で挽く前の茶葉の碾茶。贅沢な碾茶を『氷出し』

『水出し』で一晩かけてゆっくり抽出しました。

凝縮されたお茶の濃厚な旨味。

お茶請けの内容はスタッフまでお尋ね下さい。

COFFEE

珈琲

¥50 0

¥50 0

¥60 0

¥1,0 0 0

IYEMON Genmaicha

IYEMON Sencha

Tencha and Snack Set

Tencha is a kind of steamed green tea and is mater ial of matcha.
Ser ving ice-brewed and water-brewed tencha with dr ied-fruits and salt y cheese, 
you can enjoy the marriage of the r ich tencha taste.

( Hot / Iced )
Coffee

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .



香り高い宇治抹茶をふんだんに使った贅沢な抹茶ラテ
抹茶の濃さをお選びいただけます

牛乳 / 豆乳 / アーモンドミルクをお選びいただけます

MATCHA LATTE

IYEMONのアイス抹茶ラテ sing le ¥850
double ¥950Matcha Latte Iced

牛乳 / 豆乳 / アーモンドミルクをお選びいただけます

IYEMONのホット抹茶ラテ sing le ¥850
double ¥950Matcha Latte Hot

Using highqualiy “Uji-Matcha” in plent y.
You can choose strength of the matcha.

IYEMON 抹茶マキアート（Hot）

濃いめの宇治抹茶を少量のミルクで楽しむ
カフェマキアート風

¥ 70 0
Matcha Macchiato

BEER

抹茶ケールビア

¥80 0

生ビール 〈マスターズドリーム〉 ¥ 70 0

オールフリー〈ノンアルコールビール〉 ¥60 0

プレミアムモルツビールに
ケールジュースと点てた
抹茶を加えたクセになる苦味

Draft Beer

SUNTORY A ll Free〈Non-A lcoholic Beer〉

Matcha Beer

HIGH BALL

フレッシュな香りと爽やかで軽快なキレの良い味わい

白州 森香るハイボール

やわらかく華やかな香り、甘くなめらかな味わい

山崎 プレミアムハイボール ¥80 0

¥80 0

HA KUSHU HIGHBA LL

Fresh and cool aroma, pleasantly sharp f inish

Sof t and f loral scent, smooth sweet f lavor

YA MAZA K I HIGHBA LL

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .



ジャスミンベリー

３種のベリースームージーに
ジャスミン茶を加えた
濃厚フレッシュカクテル

¥80 0

Jasmine Tea and Berry

煎茶シュラブスカッシュ

水出し煎茶とビネガーを
ソーダで割った爽快な飲みご心地

¥ 70 0

ビネガーを使った健康志向のボタニカルカクテル
当店では飯尾醸造・富士酢を使用しています

「世界のソムリエベスト50」に選ばれた若きソムリエ
「梁世柱/ヤン・セジュ」氏プロデュースの

日本茶をグローバル視点で捉えたレシピをお楽しみください

NON-ALCOHOLIC
CHA COCKTAIL

Cold Brew Green Tea
and Vinegar Soda

Shrub is botanical cocktail using vinegar.
We use “Fuji Vineger” which is 
one of the highest quality vinegar in Japan.

～シュラブとは What is  SHURUB ?～

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .

IYEMON CHA COCKTAIL

玄米茶トムコリンズ

ジンと香ばしい玄米茶の香りが特徴的

¥850

ジャスミンジントニック

ボタニカルジンとビネガー、
ジャスミン茶の飲み口爽快な
カクテル

¥90 0

ほうじ茶ネグローニ

香り深いほうじ茶と
芋焼酎の相性が抜群

¥90 0

「世界のソムリエベスト50」に選ばれた若きソムリエ
「梁世柱/ヤン・セジュ」氏プロデュースの

日本茶をグローバル視点で捉えたレシピをお楽しみください

Genmaicha Tom Collins

Jasmine Tea and Gin Shurub

Hojicha Negroni

NON-ALCOHOLIC
Smoothie COCKTAIL

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .



VEGETABLE
MATCHA LATTE

ベジタブル抹茶ラテ

風味豊かな抹茶と季節野菜のピュレ、植物乳で作った
彩り美しいレイヤー・ラテ

伊右衛門サロンが提案する新しい抹茶ラテメニューです

抹茶の旨味成分/テアニンにはリラックス効果があり
渋味成分/カテキンはポリフェノール成分のひとつで
アンチエイジングや脂肪吸収を抑える抗酸化作用が
期待出来るスーパーフードとして注目されています

～抹茶の効能～

¥1,0 0 0橙（ダイダイ）

南瓜、胡桃、アーモンドミルク、抹茶
Pumpkin, Walnuts, Almond Milk , Matcha

Orange

¥1,0 0 0紫梅（ムラサキウメ）

紫芋、栗、アーモンドミルク、抹茶
Purple Sweet Potato, Chestnut, Almond Milk , Matcha

Purple

Layered with r ich matcha, vegetable puree, and vegan milk

MATCHA
FRUITS SHURUB

抹茶フルーツシュラブ

季節果物のピュレとビネガー（米酢）を使った
爽やかな飲み口が特徴の抹茶ドリンクです

ビネガーを使った健康志向のボタニカルカクテル

当店では飯尾醸造・富士酢を使用しています

～お酢の効能～
お酢の酢酸成分には胃腸の活性化他、疲労回復や
血糖値の上昇を緩やかにするなど健康食材の
ひとつとして注目されております

¥90 0WHITE（シロ）
バナナ、マンゴー、甘酒、
ビネガー、抹茶
Banana, Mango, Amazake, 
Vinegar, Matcha

¥90 0RED（アカ）
ベリー、ビネガー、抹茶
Berries, Vinegar, Matcha

Refreshing matcha drink using fruits vinegar

Shrub is botanical cocktail using vinegar.
We use “Fuji Vineger” which is 

one of the highest quality vinegar in Japan.　

～シュラブとは What is  SHURUB ?～

※当店の表示価格はすべて税別価格です。Tax is excluded in the pr ice .
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