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食材の持ち味を活かした調理法による

そぎ落とされつつも調和する

ここにしかない味わいをお楽しみください

畑のごはん　¥2,200
太陽と水と土のめぐみで育まれた畑のお野菜をたっぷり楽しめるごはんセット。
野菜ひとつひとつの個性を引き出したお料理を、体いっぱいに感じてください。

○ すべてのセットにごはん（七分搗き）・お味噌汁がつきます（ 天然酵母パンに変更可 ）



海の中を泳ぎまわって育った天然鮮魚がメインのセット。鮮魚ならではの
さっぱりとした脂の味わいと、お野菜のハーモニーをお楽しみください。

海のごはん　¥2,200

おいしい空気を吸ってのびのび育ったお肉料理がメインのセット。
お肉は豚、もしくは鶏肉です。甘みのあるお肉と、みずみずしいお野菜は相性抜群です。

山のごはん　¥2,200

※画像はすべてイメージです / 価格はすべて税込み表示



自然の中で、よく遊び元気に育った放牧豚のステーキがメインのセット。
ジューシーでとろけるような脂身の旨みと甘みをお楽しみください。

自然放牧豚のステーキセット　¥2,800

森の小鉢ごはんセット　¥1,850
天然わら納豆や焼き海苔・温野菜や小鉢に加えて、メインの
お肉もしくはお魚が選べるセットです。色々なお料理を少し
ずつ楽しみたい方におすすめ。
※小鉢の中身は、お野菜の旬や食材の入荷状況によって変更がございます。

温野菜・豆うまか納豆・なめたけ
おろし・焼き海苔・小鉢（2 種）・
肉または魚料理・ごはん（自然栽培）・
蔵付き天然菌 蔵の郷 お味噌汁

※画像はすべてイメージです / 価格はすべて税込み表示



※画像はすべてイメージです / 価格はすべて税込み表示

※ 小学生以下のお子さまのみとさせていただきます。

お野菜のもつ個性、素材のおいしさをぎゅっと詰め込んだセットです。
お子さまにも安心してお召し上がりいただけます。

お子さまディナーセット　¥980

DESSERT

●別紙にて デザートメニューをご用意しております 詳しくはスタッフへお尋ねください

自家製デザート
こだわりの素材で手づくりしたスイーツ
そのときどきで変わる季節の味をお楽しみください

自家製アイスクリーム  ¥400
パティスリー特製アイスクリームです



※価格はすべて税込み表示

Half ¥1,400

Full  ¥2,200
Half ¥1,400

前菜

温製料理

メイン

季節野菜のスープ

本日の前菜 3 種盛り合わせ

天然鮮魚のカルパッチョ

野菜たっぷりハーモニーサラダ

自然栽培じゃがいものポテトフライ

平飼い有精卵のオムライス

天然海老とキノコのアヒージョ

季節のお野菜 9 種盛り合わせ

徳島県 神山鶏のから揚げ

本日の天然鮮魚のポワレ

徳島県 神山鶏もも肉のロースト

岩手県 放牧豚の生姜焼き

岩手県 放牧豚のロースステーキ

¥1,100

¥1,350

¥1,800

Full  ¥1,000
Half ¥650

Full  ¥1,500
Half ¥900

Full  ¥650
Half ¥350

Full  ¥1,200
Half ¥650

Full  ¥1,600
Half ¥1,000

Full  ¥2,200

¥800

Full  ¥1,600
Half ¥1,000

Full  ¥900
Half ¥500

ピザ・パスタ・ごはん

旬の野菜と天然海老のあつあつご飯 ¥2,300

放牧豚使用 特製ハンバーガー ¥1,600

¥1,500

Full  ¥1,500
Half ¥800

Full  ¥1,500
Half ¥800

¥1,100飴色玉葱とナチュラルチーズのクリスピーピザ

¥1,100神山鶏ハムとルッコラのピアディーナ

酒勾さんの放牧豚のミートソースパスタ

野菜たっぷり菜園パスタ

放牧豚のミートドリア

自然栽培ごはん ¥300

味噌汁 ¥300

¥300

自然栽培ごはんと蔵の郷の味噌汁 ¥600

天然酵母パン

生地を薄く伸ばして焼き、チーズ・ハム・野菜を挟んだお料理です

¥1,600天然魚介のシーフードドリア

（パン付き）



価格はすべて税込み表示

¥500

¥500

¥550

各 ¥550

自然栽培にんじんとレモンだけのフルーティな味わい
青くささがなく すっきりしています

有機ぶどうを皮ごと煮詰めたぶどうジュース 濃厚で深い味わい

Fruits Juice

オーガニックダージリンアイスティー

オーガニックセイロンティー

ロイヤルミルクティー

インド産 有機栽培紅茶 100％使用 フルーティな味わい

豊かでまろやかな味わい 花のような独特の香りが特徴です

豊かな香りをもつスリランカ産の有機栽培茶葉を
贅沢につかって淹れるロイヤルミルクティー

Tea

自然栽培ほうじ茶
Japanese Tea

オーガニックハーブティー
豊かな香りと味わいのハーブティー 4 種からお好きなものをお選びください

Herbal Tea

（HOT）

（HOT / ICE）

（HOT / ICE）

¥550

¥650

¥650

自然栽培コーヒー

ナチュラルカフェオレ

ナチュラル豆乳オレ

オーガニック穀物コーヒー

ウガンダ産アラビカ種の豆を使用 柔らかな酸味・コクがあります

自然栽培コーヒーと東毛酪農牛乳を合わせました

自然栽培コーヒーと有機豆乳を合わせたソイラテです

大麦・麦芽・チコリ・ライ麦・イチジクを焙煎した
苦味・渋味のない ノンカフェインのコーヒー風味ドリンク

Coffee
（HOT / ICE）

（HOT / ICE）

（HOT / ICE）

（HOT / ICE）

奈良県奈良市で自然栽培に取り組んでいる伊川健一さんのお茶
やさしい甘み・香ばしさがあり すっきりとした味わい

自然栽培にんじんジュース ¥500

奥会津金山 天然炭酸の水（330ml 瓶）
舌先で消えてゆく繊細な泡が織りなすまろやかな口当たりの
微炭酸・軟水の純国産天然炭酸水（330ml）

Sparkling water

¥600

¥650

¥650

オーガニックレモンスカッシュ
Soda

自家製ジンジャーエール
オーガニックレモン果汁と天然炭酸水を合わせました

自家製生姜シロップにオーガニックスパイスを合わせました

お米・水だけでつくられた甘酸っぱさが魅力の醗酵飲料
ノンアルコールなので お酒や乳製品が苦手な方にもおすすめです

Rice ferment drink

¥600PUKU プク

¥650

有機アッサム葉・厳選スパイス・東毛酪農のミルクを贅沢に使用
やさしい味わいの一杯に仕上げました

¥750

温州みかんと伊予柑の果汁をブレンド 香り豊かなストレートジュース
みかんいよかんジュース ¥500

ポットサービス

ポットサービス

¥650

¥550

・ローズヒップ
・カモミール
・ペパーミント
・レモンバーベナ

ハイビスカスをブレンド 心地よい酸味
やわらかな香り・自然な甘み
清々しい香り・爽やかな味わい
緑茶にレモンを加えたような香り

和製グレープフルーツと呼ばれる河内晩柑を 100％使用
¥500河内晩柑（かわちばんかん）ジュース

モスト・ドゥーヴァ

完熟りんごをそのまましぼった すっきりした甘さのジュース
オーガニックアップルジュース ¥600

原料は露地トマトだけ 喉ごしがよくなめらかな口当たり
トマト本来のみずみずしい味わいをご堪能ください

¥600
自然栽培トマトジュース

… ナチュラル・ハーモニー オリジナルアイテム
自然栽培の農産物をつかったこだわりの素材を
生かすために、なるべくシンプルでていねいな
製造を心がけています。

自家製オーガニックチャイ



価格はすべて税込み表示

ALCOHOLIC DRINK MENU

オレンジの野生酵母ビール（330ml 瓶）
自然栽培麦芽・天然ホップをつかい 紅マドンナの野生酵母で
醸造した特別なゴールデンエールです。

¥1,450

ブリーベリー野生酵母ビール（330ml 瓶）
自然栽培麦芽・天然ホップ・ ブルーベリーの野生酵母で醸造。
ほんのりフルーティで甘い香り・ライトな飲み心地です。 ¥1,450

¥800

¥800

天然の干し柿酵母を使用したフルーティなクラフトビール

オーガニックスパークリングワイン
シャルドネ 100% 使用 豊かな果実味・爽快感のバランスが
絶妙な味わいを生み出しています 食前酒におすすめ

Wine

Beer
杉井酒造 蔵の宵 純米酒
生もと仕込みで麹と米・水だけで仕込んだ日本酒

お米の甘み・フルーティな味わいが特徴の
天然の稲麹で仕込む微発泡の日本酒

日本酒

杉井酒造 蔵の宴
山廃酵母で仕込む 自然栽培米をつかった米焼酎
あとから沸き上がる香り・ふくらむ味わいを
お楽しみください。

焼酎

Glass ¥850
Bottle ¥4,800

おすすめの自然派ワイン 詳しくはスタッフまでお尋ねください
（白 / 赤） Glass ¥850～

Bottle ¥3,200～
本日の自然派ワイン

クレマン・ド・ブルゴーニュ 〈DOMAINE de la CROUZE〉

干し柿酵母 自然醗酵ビール （330ml 瓶） ¥850

大正 7 年創業。栗駒山や北上川などの豊かな自然に囲まれた街、一の関で酒造りを
行っています。社名の由来でもある「世の人々が喜ぶ酒造り」を目指しています。

岩手県一関市 世嬉の一酒造

340 年続く酒蔵。「自然に学ぶ酒造り」をモットーに
昔ながらの酒づくりを行っています。自然と向き合い、微生物が
気持ちよく醗酵できる場づくりを大切にしています。

千葉県香取郡 寺田本家

大井川水系の豊かな伏流水と穀倉地帯に恵まれた土地で
地元のお米と水を使った昔ながらの製法で酒を醸造して
います。伝統的な「生もと仕込み」も行っています。

静岡県藤枝市 杉井酒造

寺田本家  天然酒
¥800

※通常のお持ち込みは、 「ワイン1本につき ¥1,500」
　いただきます。予めご了承ください。

ワインのお持ち込みに
ついてご案内

プランツ店内併設のショップ「ファーマーズ」
にてご購入いただいたワインにつきましては、
持ち込み料を無料サービスしております。
（ご購入時のレシートをご持参くださいませ）

… ナチュラル・ハーモニー オリジナルアイテム
自然栽培の農産物をつかったこだわりの素材を
生かすために、なるべくシンプルでていねいな
製造を心がけています。

※写真はイメージです


