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漆山果樹園メニュー

無添加 ・出来立ての自家製ジェラートと
　茶葉から厳選して淹れる季節のフルーツティー
無添加 ・出来立ての自家製ジェラートと
　茶葉から厳選して淹れる季節のフルーツティー

当店の商品は栽培から加工まで自社製造！
特注 ・ オーダーメイド承ります！
当店の商品は栽培から加工まで自社製造！
特注 ・ オーダーメイド承ります！



純生クリームを最小限の
砂糖で泡立て、生・冷凍・
ドライと 3種のそれぞれ
加工方式の違うデラウェア、
高級ぶどうをたっぷり使用して
います。中にはドライのりんごと
いちごが入っており、またヨーグルトの程よい酸味と
特製のぶどうソース、ジェラート等盛りだくさんの
こだわりパフェです。

上に乗せるジェラートを 1つ
注文時にお選びください
上に乗せるジェラートを 1つ
注文時にお選びください

・ぶどうパフェ・ぶどうパフェ

( 紅茶メニュー監修こすだゆきこ先生 )

飲む前に底の方からかき混ぜて
お召し上がりください。こだわり
商品のため少し時間がかかります

飲む前に底の方からかき混ぜて
お召し上がりください。こだわり
商品のため少し時間がかかります
ガムシロップ、高級ぶどうジュース、
紅茶で作った３層に高級ぶどうを氷で
固定してあたかも浮いているようにし
ています。
見てよし飲んでよしのここでしか味わ
えない贅沢なアイスティーです。

ノンアルコール版 650 円ラム酒入りアルコール版 700 円

・ぶどう園のぶどうたっぷり
　　　　           アイスティー
・ぶどう園のぶどうたっぷり
　　　　           アイスティー

～おすすめメニュー～

820 円

こだわり商品のため少し時間がかかりますこだわり商品のため少し時間がかかります



～おすすめメニュー～
・日替わり無添加ジェラート・日替わり無添加ジェラート

欲張り 6点 950円ダブル 400円

シングル 300円

・ぶどう＆ジェラート３種食べ比べ・ぶどう＆ジェラート３種食べ比べ

当店で製造している無添加・出来立てのジェラート
日替わりで季節の果物・野菜をふんだんに使用した
ジェラートをお出します。

本日のジェラートの中からお選びください本日のジェラートの中からお選びください

アレルギーの方向けの牛乳・卵不使用シャーベット等もございます。
ギフト等も承ります。ただし、カップ詰めは完全受注生産のため要予約になります
アレルギーの方向けの牛乳・卵不使用シャーベット等もございます。
ギフト等も承ります。ただし、カップ詰めは完全受注生産のため要予約になります

トリプル 500円

800 円
ぶどうは 8-11 月は生、その他の期間
は冷凍です！お好みで冷凍にもできます
ぶどうは 8-11 月は生、その他の期間
は冷凍です！お好みで冷凍にもできます
・ぶどう＆ジェラート 6種食べ比べ・ぶどう＆ジェラート 6種食べ比べ
6 種食べ比べは 8月中旬～ 11月の限定商品！6種食べ比べは 8月中旬～ 11月の限定商品！

1200 円

・ケーキセット・ケーキセット530 円
ケーキとジェラートの味選べます！ケーキとジェラートの味選べます！

・ベーグルセット・ベーグルセット

飲み物は付きません！時期によって季節の
フルーツが付きます

650 円
ベーグルとジェラートの味
選べます！
ベーグルとジェラートの味
選べます！
飲み物は付きません！時期によっ
て季節のフルーツが付きます



・日替わり無添加ジェラート・日替わり無添加ジェラート

紅茶のこだわり紅茶のこだわり
当店ではサートーマスリプトンティーハウス銀座の
ティーコーディネーターと紅茶コーディネーターの資
格を持つスタッフがおりますので本格的な紅茶をお淹
れいたします

また、【お茶と果物のソムリエこすだゆきこ先生】の
ご指導も受けており、他では味わえない商品を提供し
ております

茶葉に関してはフルーツ・アイス・ホット・ミルクの
有り無し等によって各地から選んだ茶葉を使い分けて
おります。季節によって様々な紅茶をお楽しみいただ
けます

ホットティーに関しては日本式ゴールデンルールに
のっとり、ご注文を頂いてからお湯を沸かし、空気を
多量に含んだ熱いお湯でお淹れしますので時間はかか
りますが本格的な紅茶をお楽しみいただけます

アイスティーに関しては毎日ダブルクーリングという
手法で時間をかけてお淹れしています

紅茶は子供からご年配の方まで気軽に楽しめる体に優
しい飲料ですので是非ご賞味ください

また、紅茶教室も開催しておりますので興味のある方
はお気軽にお問い合わせください

～紅茶メニュー～



～紅茶メニュー～
紅茶メニュー監修こすだゆきこ先生

・ぶどう園のぶどうたっぷりアイスティー・ぶどう園のぶどうたっぷりアイスティー
アルコール入りラム

700 円
ノンアルコール

650 円
こだわり商品のためお時間がかかりますこだわり商品のためお時間がかかります

・アイスティー【茶葉ケニア】・アイスティー【茶葉ケニア】
毎日ダブルクーリングという手法で淹れる
鮮やかな赤色の飲みやすいアイスティーです
アイスミルクティーもできますアイスミルクティーもできます 250 円
・ホットの紅茶・ホットの紅茶 茶葉により

300 ～ 1000 円温かい紅茶はすべて注文を
受けてからお湯を沸かし、淹れます
ミルクティーなども出来ます！詳しくはお問い合わせください

温かい紅茶はすべて注文を
受けてからお湯を沸かし、淹れます
ミルクティーなども出来ます！詳しくはお問い合わせください

・アイスティー・アイスティー 茶葉により
300 ～ 1000 円ケニア以外のアイスティーは

注文を受けてからオンザロックという手法でお出しします
ミルクティーなども出来ます！詳しくはお問い合わせください

ケニア以外のアイスティーは
注文を受けてからオンザロックという手法でお出しします
ミルクティーなども出来ます！詳しくはお問い合わせください

グループ内で違う茶葉ご注文の場合それぞれお淹れしま
すので少し遅れてご提供させていただきます
グループ内で違う茶葉ご注文の場合それぞれお淹れしま
すので少し遅れてご提供させていただきます

・季節のフルーツティー・季節のフルーツティー
時価
500円～

紅茶は詳しくは別紙をご覧ください
お気軽にお問い合わせください



時価
500円～

2015 年春よりジェラートの製造所をオープンしまし
た。基本となるミルクは山形のながめやま牧場の放牧
に牛乳のみを使用。また、パフェにも使用している純
生クリームをふんだんに使用し、滑らかでコクのある
ジェラートに仕上げました

卵はケーキにも使用しているサポートスクエアぱおぱ
おさんの国産飼料だけを食べて放し飼いで育てている
鶏の【ふく福卵】だけを使用しています
ジェラートには厳選したフルーツ、野菜を贅沢に使用
しており、季節によって様々な味が楽しめます
機械は世界でもトップシェアのジェラートの本場イタ
リア製のパッチフリーザーを導入。舌触りのよいジェ
ラートの作成が可能になりました
同じくイタリア製のショックフリーザーで瞬間冷凍す
ることで出来立ての風味を保ち、劣化を防ぐことがで
きます
また、ジェラートは出来立てが一番美味しいため、当
店ではできる限り製造して日の浅いジェラートのみを
販売しておりますので品切れの際はご了承ください
当店のジェラートは完全無添加のため分離、劣化、
解けるのが大変早いのでお早めにお召し上がり
ください
上記の理由からカップの作り置き、常時店頭販売は
行わず、完全受注生産とさせていただいて
おりますのでご了承ください

ジェラートのこだわりジェラートのこだわり
～デザートメニュー～

各種アレルギーの方への対応も行っており
ますのでお気軽にお問い合わせください
各種アレルギーの方への対応も行っており
ますのでお気軽にお問い合わせください



上に乗せるジェラートを１つお選びください
こだわり商品のため時間がかかります
上に乗せるジェラートを１つお選びください
こだわり商品のため時間がかかります

・ぶどうパフェ・ぶどうパフェ820 円
～デザートメニュー～

・日替わり無添加ジェラート・日替わり無添加ジェラート
シングル 300円　　ダブル 400円
トリプル 500円　　欲張り 6点盛り 950円
・ぶどう＆ジェラート３種食べ比べ・ぶどう＆ジェラート３種食べ比べ800 円
ぶどうは 8-11 月は生、その他の期間
は冷凍です！お好みで冷凍にもできます
ぶどうは 8-11 月は生、その他の期間
は冷凍です！お好みで冷凍にもできます
・ぶどう＆ジェラート 6種食べ比べ・ぶどう＆ジェラート 6種食べ比べ
6 種食べ比べは 8月中旬～ 11月の限定商品！6種食べ比べは 8月中旬～ 11月の限定商品！

1200 円

・ケーキセット・ケーキセット530 円
・ベーグルセット・ベーグルセット650 円
・デラウェアそのまんまシャーベット・デラウェアそのまんまシャーベット

300 円

・冷凍ぶどう盛り合わせ・冷凍ぶどう盛り合わせ 350 円

ショックフリーザーで瞬間
冷凍した皮ごと食べられる
冷凍デラウェアです
ジェラートとセットでギフトも出来ます

・そのまんま干し柿フローズン・そのまんま干し柿フローズン200 円
瞬間冷凍したそのまんま干し柿です
ギフト等もできます

ショックフリーザーで瞬間冷凍した皮ごと食べられ
る冷凍デラウェアと高級ぶどうの盛り合わせです



～ドリンクメニュー～
・果汁 100％ジュース・果汁 100％ジュース

300 円
・デラウェアまたはりんご
【ストレート or スカッシュ】
【フロート】

・デラウェアまたはりんご
【ストレート or スカッシュ】
【フロート】

ソーダ割りのスカッシュ出来ます
+150 円でジェラート乗せのフロートも
ソーダ割りのスカッシュ出来ます
+150 円でジェラート乗せのフロートも

450 円

・ノンアルぶどうスカッシュ・ノンアルぶどうスカッシュ
高級ぶどうジュースと炭酸のグラデーション
に氷で浮いているようにとめたぶどうを入れ
た清涼感のあるスカッシュです 520 円

・季節のフルーツの飲み物・季節のフルーツの飲み物時価
旬のフルーツを使ったお飲み物多数ご用意しております

・高級ぶどう or ラ・フランス
【ストレート or スカッシュ】
【フロート】

・高級ぶどう or ラ・フランス
【ストレート or スカッシュ】
【フロート】

350 円
500 円



・ノンアルぶどうスカッシュ・ノンアルぶどうスカッシュ

～アルコール～

・ぶどうたっぷりアイスティーラム酒入り・ぶどうたっぷりアイスティーラム酒入り
ぶどうたっぷりアイスティー
のラム酒入り版です 700 円

・ラム入りぶどうスカッ酒・ラム入りぶどうスカッ酒
600 円高級ぶどうジュースと炭酸のグ

ラデーションに氷で浮いている
ようにとめたぶどうを入れた清
涼感のあるスカッシュです

当店のラム酒はしばらくレーズンを漬け込ん
だぶどうの味がしみだしたラム酒です
お好みで強さ加減します

当店のラム酒はしばらくレーズンを漬け込ん
だぶどうの味がしみだしたラム酒です
お好みで強さ加減します

・山形のワイナリーのワイン・山形のワイナリーのワイン
グラスワイン￥500～　ボトル各種
試飲、お持ち帰りできます！
山形県南陽市赤湯のワイナリーのワインを
中心に各種取り揃えております
ドライフルーツなどとギフトも出来ます

・季節のフルーツのお酒・季節のフルーツのお酒 時価
旬のフルーツを使ったお飲み物多数ご用意しております



～その他のメニュー～
・おばあちゃんの丸なす漬け・おばあちゃんの丸なす漬け

１瓶 500円夏限定のおばあちゃん
の丸なす漬けです

・ドライフルーツセット・ドライフルーツセット

300 円

常温乾燥・無添加のドライフルーツ盛り合わ
せです。様々な種類がありますのでいろいろ
な種類を食べてみたい方やおつまみにどうぞ

・おつまみ、お野菜、お漬物・おつまみ、お野菜、お漬物
アルコールを飲みたい方向けにドライフルーツや枝豆な
どの季節のお野菜、漬物など予算に応じてご用意します

ぶどう狩り＆直売  ドライ商品
果樹園生まれのジェラート、ケーキ、
ベーグル、クッキー、ジュース製造販売

漆山果樹園漆山果樹園

〒999-2213 山形県南陽市松沢 202-1
TEL0238-43-3739  FAX0238-43-2511
URL http://urushiyama.com/
Ｅ-mail u_kazu@hi-ho.ne.jp
個別の紅茶、 ハーブティー教室受付しております
委託の製造加工なども随時受付中！


