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わたしたちの体は自分たちが食べたものでしかつくられないからこそ
ちゃんと考えて選びたいですよね！

素材の本来の美味しさを味わってほしいという想いで
ノットでは地産地消の地のもの

そして無 ( 低 ) 農薬でつくっているお野菜たちを
大切に皆様にお届けします。

ノットはみんなに健康な体で楽しい生活を送って欲しくて
手間も、やさしさも、愛情も、たーっぷりこめた
おいしい料理を作り続けたいと想うのです。

「食」とは「人」を「良」くするもの。
私たちは本当に体に良いものを知ってもらい、

もっともっと自然の野菜を食べて健康になって欲しいという想いで
料理を提供しています。不格好でも虫食いがあっても

出来る限り農薬を使わない方法で作られたお米や季節のお野菜を取り入れ、
一番美味しいときに、美味しい調理方法で提供します。

皆様に安心して召し上がって頂けるように
食材などのこだわりと共にメニューをご紹介いたします。

これからの自分の体をつくるものをきちんと選んでいきましょう！

“より健康で、より豊かな生活の為に”
For a healthier and more prosperous life

KNOT TEA&FARM KITCHEN
TEA AND NATURAL FOOD by FRESCA



MLESNA TEA
ムレスナティーのこと

MLESNA TEA（ムレスナティー）とは、紅茶大国スリランカの高品質紅茶ブランド。 
『紅茶のシャンパン』と呼ばれるヌワラエリア産の茶葉を使用し、天然植物香料を
ブレンドした、香り高いフレーバーティーです。 日本人の舌に合う「渋みがなく、少
し甘みのある」ムレスナティーは、誰もがおいしいと思える、“あなたのための紅
茶”なのです。フレーバーティーが大好きな方はもちろん、好んでは飲まないとい
う方も、飲んだらきっと好きになる、おいしい紅茶です。

SHOPでもキューブボックスをはじめご家庭用の紅茶を販売しております。 

11包入り INDIVI
ティーバッグが1個ずつパッケージに入った個包装テ
ィーバッグのアソートセット。種類がありすぎて、何から
選んだら良いか分からない。ちょっとみんなで分ける
手土産に。等々、使い方はそれぞれです。一つひとつ密
封されているので、開けるその瞬間まで美味しさその
まま、色々な香りを楽しんで頂けます。

CUBEBOX
言わずと知れたムレスナティーの看板商品。キラキラ
としたパッケージにキュートな文章にくすっと笑みがこ
ぼれます。中には、ピラミッド型のティーバッグが11
個。10個ではなく、11個。1個多い方が、少しだけ嬉しい
でしょう？プレゼントにピッタリ♪

個包装ティーバック
このティーバッグを１個だけ試してみたい！お気に入り
のフレーバーをあの人にまずは1杯飲んでもらいた
い！友人へのプレゼントにお菓子と紅茶のセットでプ
レゼントをしたい！そんな”ちょっとだけ”利用ができる
万能商品。お菓子や雑貨に「何かもう一つ」そんな時に
も良くご利用頂いております。

洗双糖
ムレスナティーには欠かせない洗双糖。種子島のきび
砂糖で、精製されていない為ミネラル分がたっぷりな
のです。

¥800 12包入り ¥1900

1包 ¥160 500g ¥500



ワッカファーム様

VEGETABLE
お野菜のこと

（岡山市北区御津町）

KNOT では岡山県内で有機露地栽培で育てられた生産者さんのお野菜を使用しています。
ただでさえ野菜を食べる機会が少ない現代。せっかくだったら体に必要な栄養素が少しでもたくさん摂れる野菜を食べて
みませんか？野菜本来の旨みが味わえる四季ある土地で育った旬の時期の美味しいものを食べましょう。
お料理に使用しているお野菜は SHOP にて販売もしております。

ノットの契約農家様

おかやまオーガニック様
一切の農薬や化学肥料に頼らず自家製の堆肥でこだわり尽した土づくり
から、草取りや虫取りも全て手作業で行い、本当に自信を持って皆様にお
届けできる有機野菜を作っている農家です。
おかやまオーガニックが作る野菜は「有機JAS規格」と、有機JAS規格よりも
さらに厳しく取得が難しいとされる「おかやま有機無農薬農産物」この２
つの基準に認定されたこだわりの野菜たちです。 

（瀬戸内市邑久町）

ハレの国岡山。その中でも降水量が少なく穏やかな瀬戸内海に面した瀬
戸内市にwaccafarmはあります。農薬や化学肥料、動物性肥料、除草剤等
を一切使用せず年間約80種類の野菜や穀類を育てております。
One Love One Vegetable!

（吉備中央町）うさくまファーム様
うさくまファームの畑がある吉備中央町は、岡山県のちょうど真ん中。
標高 200 ～ 697mの吉備高原野の、標高400mほどのところ。
山あいの南の斜面のだんだん畑です。畑は完全農薬不使用、有機栽培。化
学肥料は一切使っていません。温室はありますが、温室全体をあたためる
ヒーターや、ボイラーのような加温設備は使っていません。高原地帯特有
の寒暖差のある気候の中で、美味しくあるがままに育ちます。



季節のおとなさまランチプレート（全 8品）
大人だって食べたいお子様ランチ。ノットらしくオーガニック野菜たっぷりで
1 品を小さなサイズで大きなプレートに詰め込みました

OTONASAMA LUNCH

税抜¥1000（税込¥1100）

単品

税抜¥1200（税込¥1320）

ワンドリンク付き

税抜¥1500（税込¥1650）

ムレスナティーフリー付き

1. オーガニック野菜のプチサラダ自家製ドレッシング

2. 野菜たっぷりの食べるスープ

3. 本日のデリ

4. 季節のオーガニック蒸し野菜

5. 手作りフライドポテト

6. パン or 特別栽培米の雑穀ごはん

7. コトコト煮込んだ牛すじと夏野菜のカレー

8. 本日のデザート

久米南町の
ゆずポン酢

久米南町の
塩ポン酢

鷹取醤油の
みそポン酢

焙煎
ごまだれ

山椒塩

自然のおいしさにこだわったいろんな調味料で召し上がれ

久米
ゆず

久米久米南町南町のの
塩ポン酢

自自然然ののおおいいしさ

久米南町の棚田で太陽を浴び、昼夜の寒暖差を
受けてしっかりと完熟したゆずを使用。爽やかな
香りと酸味が凝縮した石井食品のポン酢。

1905 年創業の鷹取醤油が備前みそ・マンネン酢との
商品で開発したおみそをベースとしたポン酢です。

＋320 円で本日のデザートを下記デザートに変更

・ソフトクリーム
・バスクチーズケーキ

・スコーン
・ガトーショコラ

＋420 円で下記デザート＋本日デザート



季節のオーガニック野菜と選べる 3種のせいろ蒸しプレート

お肉もお野菜もたっぷり栄養バランスよく食べたい方へ。
余分な脂を落として柔らかくジューシーに蒸しあげたお肉とたっぷりな蒸し野菜を
こだわりのたれで召し上がれ。

選べるメイン、たくさんの季節のオーガニックの蒸し野菜、白米 or 十二穀米、本日のデザート

岡山県産ピーチポークの
せいろ蒸し

鳥取県産鶏せせり・はらみ
鶏ささみのせいろ蒸し

鳥取県鶏の
ジューシーからあげ

山陽地方のお肉を使ったメインのせいろ蒸しを 3 種の中からお選びください

１. ２. ３.

白米 or 十二穀米

お米は岡山県で育った特別栽培米
（無農薬や農薬の使用を節減して栽培）

を使用しています。

STEAM LUNCH

税抜¥1200（税込¥1320）

単品

税抜¥1400（税込¥1540）

ワンドリンク付き

税抜¥1700（税込¥1870）

ムレスナティーフリー付き

＋320 円で本日のデザートを下記デザートに変更

・ソフトクリーム
・バスクチーズケーキ

・スコーン
・ガトーショコラ

＋420 円で下記デザート＋本日デザート



自然栽培野菜のサンドイッチプレート
自然栽培で育てたお野菜をふんだんに使った美しい自然なお野菜の色がよくわかる
断面映えなボリュームたっぷりなサンドイッチです。

SANDWICH PLATE

税抜¥1000（税込¥1100）

単品

税抜¥1200（税込¥1320）

ワンドリンク付き

税抜¥1500（税込¥1650）

ムレスナティーフリー付き

左の写真はこのサンドイッチプレートに使用しているお野菜たちの写真です。ちょっとびっくりする量ですよね。
1プレート食べればお野菜をふんだんに味わうことができます。その他にも岡山市南区の卵娘庵さんの平飼いの卵
と有精卵のマヨネーズで作ったたまごサンドの具などこだわりの材料でオーダーがはいってから大切におつくりし
ます。新鮮なお野菜とこだわりの有機食材は美味しいのはもちろん見栄えも◎。ぜひ写真を。

1. 鳥取県産大地の
　ハーブ鶏のチキンサンド

2. 自然野菜のガーリック
　シュリンプサンド

サンドイッチ、ポテト、本日のデザート サンドイッチ、ポテト、本日のデザート

＋320 円で本日のデザートを下記デザートに変更

・ソフトクリーム
・バスクチーズケーキ

・スコーン
・ガトーショコラ

＋420 円で下記デザート＋本日デザート



紅茶によく合うムレスナさんのスパイスカレー（岡山桃チャツネ使用）
スリランカのスパイスと岡山県産の桃農家さん特製チャツネを使用した
紅茶によく合うスパイスカレーに仕上げました。

SPICE CURRY

税抜¥1000（税込¥1100）

単品

税抜¥1200（税込¥1320）

ワンドリンク付き

税抜¥1500（税込¥1650）

ムレスナティーフリー付き

1. 自然栽培の野菜カレー 2. ピーチポークのしゃぶしゃぶカレー

“桃” と “桃太郎” のふるさと岡山にご当地カレーが誕生しました。
その名も「岡山カレー」。
「桃」や野菜を煮込んで作るソースまたはペースト状の調味料チャツネを加え、
スパイシーな辛さにコクと甘みをプラスし、まろやかに仕上げます。
「岡山カレー」を食べて街も人もみんな笑顔に、そして、元気になりましょう！

カレー、サラダ、本日のデザート カレー、サラダ、本日のデザート

＋320 円で本日のデザートを下記デザートに変更

・ソフトクリーム
・バスクチーズケーキ

・スコーン
・ガトーショコラ

＋420 円で下記デザート＋本日デザート



チキンライス・塩麴からあげ
てづくりポテトサラダ、ミニサラダ
本日のデザート、おこさまジュース

内容

キッズプレート

料理の基準は子供に食べさせたいもの。だから冷凍モノなどは使わずイチから手作り。
おこさまの人気なものをたくさんつめこみました。

KIDS PLATE

税抜¥681（税込¥750）

小学生以下のお子様限定です。

ブッダボウル（グルテンフリースーパーフードサラダ）
野菜・肉・ナッツ・チーズ・スーパーフードなどを１つのボウルに詰め込んだ、主食になるモデルやセレブの間で
話題のブッダボウル。食べて健康になりましょ♪

BUDDHA BOWL

冷製カッペリーニ（グルテンフリー）

スーパーフードキヌア

鳥取県産鶏ささみ

バジルチーズソース

ビネグレットソース

有機野菜 250g 

（ミックスビーンズ

とうもろこし、ミニトマト

さつまいも、かぼちゃ

ブロッコリー、人参

かいわれ大根、むらさきキャベツ）

税抜¥1200（税込¥1320）

単品

税抜¥1400（税込¥1540）

ワンドリンク付き

税抜¥1700（税込¥1870）

ムレスナティーフリー付き

サラダ、パン、本日のデザート

＋320 円で本日のデザートを下記デザートに変更

・ソフトクリーム
・バスクチーズケーキ

・スコーン
・ガトーショコラ

＋420 円で下記デザート＋本日デザート



手ぶらで BBQプラン　

BBQ PARTY PLAN
・BEEF STEAK 牛ステーキ
・BBQ OUTSIDE SKIRT 牛ハラミ
・BBQ PORK KARBI 豚カルビ
・BBQ CHICKEN STEAK チキンステーキ
・BBQ SAUSAGE ソーセージ
・FRIED POTATE フライドポテト
・AJIRO アヒージョ
・CURRY PILAF カレーピラフ
・SOFTCREAM ソフトクリーム

税抜¥2500
（税込¥2750）

プラス税抜 1,500円（税込 1650 円）で飲み放題！

＋税抜 500円（税込 550 円）ドリンク持ち込み
小学生 200円（税込 220 円）、幼稚園以下  無料

※写真は 3人前です。

ペット同伴ＯＫ！

受付中 !

前日まで
ご予約

前日 15時までご予約可能です。

食材持ち込み BBQプラン（2時間制）高校生以上 1100 円小中学生 550 円、幼稚園以下無料　



DRINK
MLESNA TEA FREE
ムレスナティーフリー（11:00~16:00）
スタッフが空になったカップに毎回違った紅茶をお注ぎする紅茶の飲み放
題「ティーフリー」。約 30 種類のフレーバーティーの中から色んな紅茶を
淹れたての美味しさでちょっとずつ楽しめます。

税抜¥1000（税込¥1100）

MLESNA TEA（ムレスナティー）とは、紅茶大国スリランカの高品質紅茶ブランド。 
『紅茶のシャンパン』と呼ばれるヌワラエリア産の茶葉を使用し、天然植物香料をブレ
ンドした、香り高いフレーバーティーです。 日本人の舌に合う「渋みがなく、少し甘み
のある」ムレスナティーは、誰もがおいしいと思える、“あなたのための紅茶”なので
す。フレーバーティーが大好きな方はもちろん、好んでは飲まないという方も、飲んだ
らきっと好きになる、おいしい紅茶です。 

MLESNA TEA
ムレスナティー

ホットティー

アイスティー

ホットミルクティー

アイスミルクティー

アイスティーソーダ

ティーフリー

税抜¥300
税抜¥300
税抜¥500
税抜¥500
税抜¥500
税抜¥1000

（税込 ¥330）

（税込 ¥330）

（税込 ¥550）

（税込 ¥550）

（税込 ¥550）

（税込 ¥1100）

SOFTDRINK
ソフトドリンク

瀬戸内レモネード

瀬戸内レモンスカッシュ

ジンジャエール

オレンジジュース

ウーロン茶

ノンアルコールビール

税抜¥300
税抜¥300
税抜¥300
税抜¥300
税抜¥300
税抜¥400

（税込 ¥330）

（税込 ¥330）

（税込 ¥330）

（税込 ¥330）

（税込 ¥330）

（税込 ¥440）

ALCOHOL DRINK アルコールドリンク

プレミアムモルツ

カールスバーグ

グラスワイン

ハイボール

モヒート

税抜¥600
税抜¥600
税抜¥600
税抜¥600
税抜¥600

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

モスコミュール

カシスソーダ

カシスオレンジ

ファジーネーブル

税抜¥600
税抜¥600
税抜¥600
税抜¥600

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）

（税込 ¥660）



MLESNA TEA
FLAVOR LIST
スタッフが空になったカップに毎回違った紅茶をお注ぎする紅茶の飲み放題
「ティーフリー」。色んな紅茶を淹れたての美味しさでちょっとずつ楽しめま
す。ティーフリーをご注文のお客様のリクエストなども承ります。ぜひお気
に入りのフレーバーを見つけてくださいね。

EarlGrey　アールグレイ Caramel tea　キャラメル

アイスワイン

森の青りんご

完熟りんご

きらめき果実

幸せのベリー

アイスワイン

アップル、ラフランス

アップル、ピーチアプリコット、サワーサップ

バナナ、ストロベリー、マンゴー、ブルーベリー

ストロベリー、ラフランス

楊貴妃の果実

洋なしのおいしい紅茶

レモンサワーサップ

ニューヨークオレンジ

ライチ

洋なし

レモン、サワーサップ

ストロベリー、オレンジ、マンゴ

アールグレイショコラ

いちじくとアールグレイ

エデンの果実

午後の果実

白桃アールグレイ

姫いちご

ファイネストクオリティアールグレイ

女神の祈り

檸檬アールグレイ

キャラメル、チョコレート、アールグレイ

いちじく、アールグレイ

マンゴー、アップル、パイン、アールグレイ

オレンジ、ピーチアプリコット、パイン、アールグレイ

ホワイトピーチ、アールグレイ

ストロベリー、アールグレイ

最高級のアールグレイ

アップル、バニラ、アールグレイ

レモン、オレンジ、アールグレイ

いちじくキャラメル

カカオな紅茶

キャラメルクリームティー

キャラメルチャイ

抹茶キャラメル

マロンパリ

いちじく、キャラメル

カカオ、キャラメル

キャラメル

クローブ、カルダモン、シナモン、キャラメル

抹茶、キャラメル

メープル、マロン、キャラメル

パリでロイヤルミルクティー

ビターエスプレッソ
ルールゴンドラ茶園、ラクサパンナ茶園のブレンド

ファインディンプラ

Black tea　ブラックティー

サワーサップ、メープル、ヨーグルト

白桃マンゴー

マスカットグレープ

パステル色のおたんじょう日

ハチミツとレモン

ホワイトピーチ、マンゴー

マスカットグレープ

ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリー

レモン、アップル、ピーチアプリコット、

Fruits　フルーツの紅茶

Flower　お花の紅茶

ウィーンのバラ

オリエンタルバカンス

京都四条の香り

さわやかなミント

野ばら

白桃ジャスミン

花心

薔薇と桃

ブルービードロ

アップル、ピーチアプリコット、ローズ、ジャスミン

ジャスミン、ストロベリー、マンゴー

ローズ、ジャスミン、ラズベリー、アールグレイ

ミント

ローズ、メイプル

ホワイトピーチ、ジャスミン

パイン、ピーチアプリコット、ヨーグルト、パッションフルーツ

ホワイトピーチ、ピーチアプリコット、ローズ、ローズペダル

ジャスミン、サワーサップ、アールグレイ

物販コーナーには上記に加えて様々なラインナップをご用意しています。メッセージ付きのキューブボックスは11包入りで、
ご自宅用はもちろんプレゼントにもぴったりです。そのほか詰め合わせギフトなどもご用意しております。

・ムレスナティー（ホット or アイス）、レモネード、レモンスカッシュ、オレンジジュース、ウーロン、ジンジャエール
お食事のワンドリンクセットを選択された方は下記からドリンクをお選びください



アフタヌーンティーセット
AFTERNOON TEA SET

税抜¥1200（税込¥1320

ワンドリンク付き

税抜¥1500（税込¥1650）

ムレスナティーフリー付き

日替わりで 3 種のスイーツと自家製スコーンを盛り合わせでお持ちします。
ムレスナティーと一緒に優雅な時間をお楽しみください。

上段）バスクチーズケーキ、チョコタルト、紅茶のミルクティープリン
下段）自家製チョコスコーン、自家製スコーンプレーン、2 種のディップソース

※写真はイメージです



バブルワッフルパルフェ
香港発祥のスイーツ。外はカリカリ中はモチモチ。ポコポコしていて可愛いワッフル。
ソフトクリームとトッピングでインスタ映え間違いなし！！

BUBBLE WAFFLE PARFAIT
SWEETS

税抜¥500 （税込¥550）

単品

税抜¥755 （税込¥830）

ワンドリンク付き

税抜¥1200（税込¥1320）

ムレスナティーフリー付き

１．ベリーパフェ 2．キャラメルナッツパフェ 3．チョコバナナパフェ

ソフトクリーム

SOFTCREAM

税抜¥400 （税込¥440）

単品

税抜¥655 （税込¥720）

ワンドリンク付き

税抜¥1100 （税込¥1210）

ムレスナティーフリー付き

北海道
ソフトクリーム

ロイヤルミルクティー
ソフトクリーム

BAKED SWEETS
焼き菓子・ケーキ

税抜¥500 （税込¥550）

単品

税抜¥755 （税込¥830）

ワンドリンク付き

税抜¥1200（税込¥1320）

ムレスナティーフリー付き

①バスクチーズケーキ
②ガトーショコラ
③自家製スコーン

① ②

③

※オーダーを頂いてから生地を焼き、作成いたします。オーダーを複数頂いている際はお時間をいただきますので、スタッフにご確認の上、オーダーお願いします



HOT SNACK ホットスナック

フライドポテト

¥350
ハッシュドポテト
コンソメ

¥350
ハッシュドポテト

のり塩

¥350
チーズドック

¥500
ぷち肉まん

¥500

ミニチュロス
チョコ

¥500

ミニチュロス
メープル

¥500

BUBBLE WAFFLE PARFAIT
バブルワッフルパフェ

ベリーパフェ キャラメルナッツパフェ チョコバナナパフェ

¥550 ¥550 ¥550

SOFT CREAM
ソフトクリーム

北海道ソフトクリーム
ロイヤルミルクティーロイヤルミルクティー
ソフトクリームソフトクリーム

ロイヤルミルクティー
ソフトクリーム

¥440 ¥440

HOT TEA ICE TEA

白桃アールグレイ
キャラメルクリームティー
オリエンタルバカンス

ルールゴンドラ
茶園 B.O.P.F.

FLAVOR TEA BLACK TEA HOT MILKTEA
ホットミルクティー

¥300 ¥300 ¥500
ICE MILKTEA
アイスミルクティー ¥500

COLD BREW TEA
本日の水だしアイスティー

¥300

※フレーバーティーはフレーバーを
上記 3種からお選びください。

TAKEOUT

LUNCH BOX
テイクアウトランチボックス

ハーブチキンサンド BOX ¥1000 シュリンプサンド BOX ¥1000

からあげと十二穀米 ¥800お子様ランチ BOX ¥600 有機野菜カレーランチ BOX ¥900

TAKEOUT


