
おいしい体験プログラム

※三富今昔村「おいしい体験プログラム」売上の一部は森の保全費へ充当されます。

W228×Ｈ347mm



● 掲載情報は、アレルギー症状を発症しないことを保証するものではありません。ご注文にあたっては、お客様による最終的なご判断をお願いします。
● 他のメニューと同一の厨房で調理しているため、加工または調理の過程においてアレルギー物質が微量に混入する可能性があります。
※調理・洗浄機器などについても、他のメニューと共通のものを使用しています。

● メニュー内容、使用食材は変更となる場合があります。

アレルギーをお持ちの方は、スタッフまでお声がけください。

表示価格はすべて税込です

W228×Ｈ347mm



¥1,530（税込）

20210325

W228×Ｈ347mm

石坂オーガニックファーム野菜をたっぷり！季節の新鮮朝採れ野菜で、野菜本来の甘みや苦み、食感をお楽しみください
たっぷりの野菜で健康に！
カラダにいい「ベジブロススープ」＆自家製天然酵母のパンを添えて

石坂オーガニックファーム野菜がいっぱい楽しめる

朝採り露地野菜 バーニャカウダ
・乳
・小麦
・大豆

・鶏肉
・ナッツ

「ベジブロス」とは、vegetable（野菜）＋broth（出汁）を
合わせた言葉。野菜の皮やヘタなど普段は捨ててしまうこと
が多い部分には、実は栄養やうまみが豊富に詰まっています
それをぎゅっと凝縮したのが「ベジブロススープ」
石坂オーガニックファームの野菜のうまみがたっぷりのスープ
は絶品です！

食材のアレルゲン

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

ドリンクセット +¥420（税込）



石坂オーガニックファームの旬野菜を和惣菜でお楽しみいただけるプレート
埼玉、深谷の創業 100 年の漢方薬局　大慶堂監修の薬膳惣菜で健康に！ 雑穀米は国産を使用
［小さいデザート付］

薬膳～大慶堂薬局監修の和食を楽しめる

旬野菜の健美和プレート

3 種類の洋惣菜とパスタを石坂オーガニックファームの旬野菜でアレンジ！
カラダにいい「ベジブロススープ」＆石坂オーガニックファームの旬な新鮮露地野菜とともに
［小さいデザート付］

バランス良く旬野菜がイタリアンで楽しめる

旬野菜の健美洋プレート ・卵 ・くるみ ・ナッツ
・乳 ・大豆 ・ごま
・小麦 ・鶏肉 ・ゼラチン
・牛肉 ・もも 

食材のアレルゲン
・卵 ・大豆 ・ナッツ
・乳 ・鶏肉 ・ゼラチン
・小麦 ・豚肉 ・ごま
・牛肉 ・もも ・くるみ

食材のアレルゲン

ご飯（おかわり）+¥220（税込）

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）
¥1,530（税込）

¥1,530（税込）

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

20210325

W228×Ｈ347mm

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました



地元のジューシー香り豚と石坂オーガニックファームのグリル野菜を楽しめるボリューム満点プレート
［小さいデザート付］

地元のジューシーポークと野菜グリルが楽しめる

地産地消の香り豚と
旬野菜グリルプレート

石坂オーガニックファームのボリュームたっぷりの旬の新鮮露地葉物野菜とローストチキンのパワーサラダプレート
玉子やキヌア、グラノーラをのせてさらにパワーアップ！
“サルーテ”はイタリア語で健康を意味します

石坂オーガニックファーム野菜をふんだんに。
ジューシーなお肉やナッツ類が楽しめる

新鮮野菜のサルーテプレート

・卵 ・大豆
・乳 ・鶏肉
・小麦 ・もも
・牛肉 ・ごま
・豚肉

食材のアレルゲン

・卵 ・鶏肉 
・乳 ・もも 
・小麦 ・りんご 
・大豆 ・ごま

食材のアレルゲン

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

¥1,530（税込）

¥2,530（税込）

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

20210325

W228×Ｈ347mm

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました



オリジナルのチキンクリームドリアと石坂オーガニックファームの旬野菜サラダのプレート
ドリアのライスは国産雑穀米で健康に

ボリュームたっぷり！チーズと野菜の相性も楽しめる

雑穀米チーズドリアと
採れたてサラダプレート

佐藤シェフおすすめプレート！ たっぷりの石坂オーガニックファームの野菜はもちろん、
メインはシェフおすすめの肉か魚でおすすめ DELI と自家製パンでいただくボリューミーなプレートです
［小さいデザート付］　＊食材の仕入れによって内容も変わります

旬の季節だからこそ！里海里山　国内まるごと楽しめる

佐藤シェフのこだわり限定旬プレート ・卵 
・乳 
・小麦 
・牛肉

・えび
・大豆
・鶏肉
・もも

・ごま平日
限定

・卵 ・大豆
・乳 ・鶏肉
・小麦 

食材のアレルゲン

食材のアレルゲン

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

¥2,530（税込）

¥1,300（税込）

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

20210325

W228×Ｈ347mm

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました



石坂オーガニックファームの野菜をつかったサラダと、ペンネの
チキンクリームグラタンです。野菜がニガテなお子様でも
おいしく野菜を食べられるプレートです
［デザート付］

おいしいやさい　知ってほしい

採れたてやさいのキッズプレート

小麦粉、化学調味料を使わず、身体に良いターメリック、
クミン、コリアンダー等の天然スパイスを10 種類以上調合した
石坂オーガニックファームの野菜をじっくり煮込んだこだわり自家製カレー

カラダのために週に１度は吸収したい！
調合スパイスで香りが楽しめる

自然スパイスだけのシェフ自慢カレー

・卵 ・キウイ
・乳 ・鶏肉
・小麦　   ・もも 

食材のアレルゲン

・乳 ・鶏肉
食材のアレルゲン

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

¥1,530（税込）

¥820（税込）

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

20210325

W228×Ｈ347mm



SANTOME ポートリーガーデンでのびのび育った鶏のたまごを使ったオムライス。
ふわふわ卵とデミグラスソースは相性抜群です。［小さいデザート付］

ポートリーガーデンの特別な卵をつかった

デミグラオムライス
・卵
・乳

・牛肉
・鶏肉

・小麦 ・大豆

食材のアレルゲン

※使用する食材は季節によって変わります。
アレルギーをお持ちの方はスタッフにお声がけください。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

¥1,530（税込）
ドリンクセット +¥420（税込）

20210325

… サラダのミニボウル追加full full ＋ ¥330（税込）「野菜をもっと食べたい！」
にお応えしました



伝統の肉汁うどんに身体が喜ぶ、ターメリック、クミン、コリアンダー等の本格スパイスを
10 種類以上調合した自慢のカレーを合わせた、他にはない埼玉 No.1のカレーうどん
［小さいデザート付］

カラダが喜ぶスパイスたっぷり

自然スパイスカレーうどん

三富伝統の肉汁うどん
出汁からこだわったつゆが自慢の肉汁うどん
［小さいデザート付］

小麦の文化　三富の伝統を楽しむ

旬野菜と肉の甘みたっぷり肉うどん

・卵 ・鶏肉
・乳 ・小麦
・小麦　   ・ゼラチン

食材のアレルゲン

・卵　　・小麦
・もも　・ゼラチン

食材のアレルゲン

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

※季節によって素材が変わりますので、
小さいデザートのアレルギーにつきましては
別途お問い合わせください

＊旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

¥1,320（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

¥1,100（税込）

20210325

W228×Ｈ347mm



20210325

ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

石坂オーガニックファーム　3つのこだわり
1. 地域の伝統「落ち葉堆肥農法」を継承

3. オーガニック固有種野菜を栽培

2. グローバル基準の農業

安心・安全な石坂オーガニックファーム栽培のフレッシュフルーツを
“おいしい体験Sweets”でお楽しみください

国産小麦を使った
焼きたてワッフルです

小麦の風味をお楽しみください
まずは何もつけずにそのままで・・・

２人でシェアしてどうぞ

2 人でシェアできる！

小麦が香る
焼きたてワッフル

乳 ・卵・小麦
食材のアレルゲン

農薬や化学肥料は一切使わず、「落ち葉たい肥農法」で野菜を育てています。日本農業遺産にも認定された伝統農法です。

石坂オーガニックファームでは、地域に根付いた「固有種・在来種」野菜を栽培しています。形や味に個性のある、おいしい野菜です。

石坂オーガニックファームは国際規格「GLOBAL G.A.P.」「有機 JAS」を取得しています。「GLOBAL G.A.P.」はオリンピック・パラリンピックの
外国人選手向け食材の調達基準にもなっており、食の安全と環境保全に取り組む農場に与えられる認証制度です。

ブラックベリー

プラム

ブルーベリー

山栗

ドリンクセット +¥420 （税込）
¥930（税込）

W228×Ｈ347mm



ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

焦がしキャラメルのほろ苦さとクリームの甘さを楽しめるひんやりスイーツ。
石坂オーガニックファームの旬のフルーツをソースに仕立て、季節を楽しめる彩を演出。

石坂オーガニックファームのフルーツソースで楽しめる

カタラーナ

国産小麦を使用したスポンジに、やさしいマスカルポーネをサンド！
日本三大銘茶の一つで地元の “狭山茶” の抹茶パウダー、
自家製ハーブが爽快感を演出します

狭山茶ティラミス

乳 ・卵・小麦
食材のアレルゲン

乳・卵・小麦
食材のアレルゲン

ドリンクセット +¥420（税込）

ドリンクセット +¥420（税込）

20210325

¥550（税込）

¥550（税込）

W228×Ｈ347mm



ドリンクセットはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

もちもちの白玉と、たっぷりの自家製のあんこがのった抹茶パフェ。
バニラと抹茶のアイスに、地元の狭山抹茶を使用した抹茶シロップが最後まで嬉しい
和スイーツです。

狭山抹茶パフェ
～自家製あんこのせ～

乳 ・大豆・小麦

食材のアレルゲン

ドリンクセット +¥420（税込）
¥720（税込）

20210325

W228×Ｈ347mmW228×Ｈ347mm



20210325

フランス語で玉子という意味の oeuf＝ウフ。
食べるとおいしさで “うふふ” と微笑んでしまう
しあわせいっぱいのフレンチトースト。
自家製天然酵母と埼玉県産小麦を使った石坂オーガニックファームの食パンと
埼玉県産たまごを使い、外はカリっと、中はふわっと焼き上げました。

 しあわせいっぱい

うふふトースト ドリンク付

乳 ・卵・小麦
食材のアレルゲン

ドリンクはこちらの
4 種類からお選びいただけます

● ストレートジュース［みかん］
● ストレートジュース［りんご］

● コーヒー（Hot/Ice）
● エルダーフラワージュース（Hot/Ice）

限定スイーツ

ハチミツ

写真

こちらは平日、時間限定でお楽しみいただけます
＜提供可能時間＞
平日14:00～16:00

¥820（税込）



20210325

本格珈琲をご自分で淹れてみませんか？
ミルで豆を挽き、ゆっくりとドリップすると、
芳醇な香りが楽しめます
ハンドミルはイタリアの職人たちの手作り。
抽出された珈琲は日本の老舗” 野田琺瑯” で受け止めます
まずは、あなたの「珈琲豆」を選んでください

自分で選んだ豆を、自分の手で挽いて自分だけの一杯をつくる贅沢な珈琲時間

レインフォレスト・アライアンス認証

３種の「里山珈琲」からお選びください

VIDADEMIO
ヴィダデミオ（里山ブレンド）

コーヒーが持つ甘酸っぱさと濃厚なコク、ビターな後味を一つのブレンド
で表現した特徴のあるコーヒー。スペイン語でVIDAは［人生］、DEMIOは
［私の］という意味で、山あり谷あり、いいこともあれば悪いこともある、そ
んな人生を表現しています。

Vasco
ヴァスコ

どっしりとしたボディ感があり、後味にほろ苦い心地良さを残します。フラン
スのチョコレート発祥の地「Vasco地方」に由来し、チョコレートやしっかりし
た食事のあとにオススメです。

レインフォレスト・アライアンスとは、森林や水などの自然資
源とそこに生きる動物を守りながら、人々の暮らしや経済・
労働環境を支える仕組みです。

認証マークは、基準を満たした農園にのみ与えられます。
このマークの貼付された商品を購入することで、生産地域や
労働者の社会福祉、地球環境の保護に貢献出来ます。
くぬぎの森交流プラザでは、認証農園産のコーヒーをお召し
上がりいただけます。
産地は、時期により異なります。詳しくはスタッフにご確認く
ださい。

コーヒー一杯から始まる環境保全にぜひご参加ください！

里山珈琲

里山珈琲 里山珈琲ヴィダデミオ ヴァスコ

甘み

苦み

酸味コク

香り

甘み

苦み

酸味コク

香り

★レインフォレスト・アライアンス認証とは？

豆が選べる
おいしい体験

550円（税込）



20210325

スリランカ紅茶

アルコール ／ ノンアルコール

1. ORANGE PEKOE
オレンジペコ

先端の新芽の葉が中心で、細長く揉まれた大形の茶葉。
味や香りが濃く、ストレートで楽しんでいただけるほ
か、ミルクティーにも良く合います。 

2. EARL GREY
アールグレイ

フレーバーティーの一種。
茶葉にベルガモットオレンジで香りづけされた、
スッキリとした飲み心地です。

ストレートジュース 

ストレートジュースとは絞った果汁を
そのまま低温殺菌したもの。
果汁本来の味に近い味わいがあります

みかんりんご

エルダーフラワー
ジュース

爽やかな甘みが特徴。
手間暇かけて作られた
エルダーフラワーシロップを
ジュースでお召し上がりください。

スリランカの高原の街ヌワラエリヤは、
スリランカで最も標高の高い紅茶の産地として有名です
そこで採れた紅茶は、全般的に発酵度が低く、

淡いオレンジ色と緑茶を思わせる青々とした若葉の香りからなる繊細な味わいが特徴です

ハーブティー 

自家栽培、農薬不使用の石坂オーガニック
ファームのハーブをホットティーでどうぞ
本日のおすすめハーブを提供しています

狭山茶

言わずと知れた日本三大銘茶
の一つで地元の“狭山茶”
日本茶のおいしさをお楽しみ
ください

¥660（税込）

¥660（税込）

¥550（税込）
¥550（税込）

¥660（税込）

毬 花
香り高く洗練された苦味のあるしっかり
としたフレーバーと、低めのアルコール
度数にクリアな飲み口。

瑠 璃
軽やかな口当たりながらも、深みのあ
る味わい。飽きがこず、どんなお食事に
も合います。

伽 羅
白ぶどうや柑橘を感じさせるアロマホッ
プの香り。低温発酵ラガー酵母による、飲
みごたえがありながらも心地よい後味。

・Tendril テンドリル［赤］

・Farfalla ファーファッラ［白］

・ロングルートエール

ワイン名の「Tendril」は、“ブドウのツルの巻きひげ”という意味。
凝縮した果実味に程よい酸味と苦味が調和し、ボリューム感と飲みやすさを兼ね備えたテイスト。

環境再生型農業の農法で、化学肥料を使わずに
育った有機ポップとカーンザという多年生穀物
を使用し醸造した味わい深いビール。

・コエドビール

Glass ¥660（税込）

¥660（税込）

¥660（税込）

Bottle ¥3,600（税込）

ファーファッラとは、イタリア語で「蝶」を意味します。
柔らかな果実味と心地よミネラル感があり、はつらつとしながらも優しい味わいです。

オーガニックワイン

・オーガニックビール　FUJI

・オーガニックノンアルコールビール　NINJA

有機栽培で造られたビールは、体に安心というだけでなく、水・土壌にもやさしい。
苦味が少し強めの有機農法ビール。

ハラル認証済みのノンアルコールビール。
香料、保存料、着色料、酸味料等の添加物は一切不使用です。

¥660（税込）

¥660（税込）
Non Alcohlic

W228×Ｈ347mm

W228×Ｈ347mmW228×Ｈ347mm
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ドリンクセット +¥420（税込）

※旬の野菜を楽しんでいただくため、使用食材は変わっていきます。
　食材のアレルゲンについては、スタッフにご確認ください。

＜要予約（平日限定）＊1週間前まで＞
こちらのメニューは、事前のご予約が必要です。

くぬぎの森交流プラザスタッフにお声がけいただくか、
メールまたはお電話でお申し込みください。

Mail: info@santome-community.com  TEL: 049-259-6565
ご予約に際し、ご希望の時間、人数をお伺いします。

女性に人気の高い、ラム肉。脂肪燃焼効果が高く、低コレステロール。
この人気のラム肉を熟成、ローストしたプレミアムプレートができました。

羊を枝肉の状態のまま０度で十分寝かし、ローズマリーでマリネ。
旨み成分とやわらかさを最大限引き出した、くさみのないジューシーなラム。
通常のラム肉とは、味の濃さが段違い。旨みがジュワッと溢れてきます。

石坂オーガニックファームの季節の野菜と一緒にどうぞ。

熟成ラムのハーブロースト＆石坂オーガニックファームの旬野菜

プレミアムプレート

要予約　平日限定

ご希望日の 1週間前までにご予約ください

¥4,290（税込）

W228×Ｈ347mm
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オトナのスペシャルランチ
～

１日１組限定（祝日・特定日を除く平日のみ）
11:00～16:00

※ご予約は２名様～4名様まで（１日1組様まで）
※記念日ランチ、お祝い会等、メニューのご相談も承ります
※ご利用日の7営業日前までにご予約ください
※お子様（12歳未満）とご一緒の場合はご遠慮いただいております
※こちらでのコースメニューは夏季期間以外のご提供となります
夏場の暑い時期はタープの下でのお食事となります

（詳細はWEBにてご確認、またはお電話にてお問い合わせください）

1名様～

石坂オーガニックファームの野菜サンド
石坂オーガニックファームの野菜サラダ

［コーヒー付］*

¥1,380（税込）1名様

¥4,060（税込）

2名様～



珈琲豆 /お湯 / 手挽き用ミル /珈琲ドリッパー /ペーパーフィルター /サーバー /ケトル /珈琲カップ

❶
珈琲豆は抽出直前に
挽きます。

豆を挽く

＊珈琲粉は1mmよりやや大きめが目安となります。

温度は85度から90度程度が目安。

お湯の準備

＊一般的に80度から85度程度(低温抽
出)は「フルーティで、やや甘みが感じられ
る」風味に、90度程度(高温抽出)以上で
は「しっかり濃いめ(やや苦め)」風味が
出やすい。

 ❸

抽出を終えたら、
すぐにサーバーから
ドリッパーを外します。

完成

＊抽出の最後数滴には雑味が残る場合があります。
　カップに全て注ぎきらなくてもOK。

 ❺

＊ペーパーを濡らさないようにするのがポイント。

蒸らしが終わったら、
中心部から外側に向けて、
ゆっくりと『の』の字を描く
ように広げていきます。

最初に珈琲粉が湿る程度の
少量のお湯を注ぎます。
そのまま1分程度
蒸らします。

お湯をゆっくり注ぐ❹

▶
＊ドリッパーの容器一杯まで
　お湯を一気に注ぎます。

ペーパーをドリッパーに
ピッタリと押し当てます。
＊珈琲粉は、平らに入れサーバーの上にのせます。

❷ドリッパーの
準備

本格珈琲をご自分で淹れてみませんか。
ミルで豆を挽き、じっくりとドリップすると、芳醇な香りが
楽しめます。

豆を挽く手触りと共にふわっと香る珈琲タイム

三富今昔村「おいしい体験プログラム」売上の一部は森の保全費へ充当されます。

おいしい体験
里山珈琲

20190907
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