
Appetizer

素材の旨さを、お酒と楽しみたい方に

前菜

チーズ取り合わせ   ¥1,350（税込¥1,485）

季節野菜のバーニャカウダ   ¥1,100（税込¥1,210）

ノルウェーサーモンのマリネ（有機オリーブオイル）   ¥980（税込¥1,078）

  ¥880（税込¥968）イモ豚（しゃぶしゃぶ）とネギのポン酢がけ

Soup スープ

Salad サラダ

季節のポタージュスープ

  ¥480（税込¥528）

半熟卵とチーズの
季節野菜サラダ

有機野菜サラダ（自家製にんじんドレッシング）

  ¥1,100（税込¥1,210）

  ¥1,100（税込¥1,210）

  ¥1,200（税込¥1,320）

カプレーゼ風
オーガニックサラダ

和風ポン酢

(Vaitality)
Long Life

夏季限定夏季限定

NEW



Skillet

皆さまにおすすめな、あたたかい一品

千葉県産イモ豚ソーセージと
ジャガイモのグリル

  ¥880（税込¥968）

  ¥850（税込¥935）

ガーリックシュリンプ＋バゲット
  ¥900（税込¥990）

有機野菜たっぷり焼き

  ¥1,020（税込¥1,122）
有機野菜のフリッタータ（イタリアオムレツ）

Soup  Curry スープカレー 国産米ライス・ピクルス付

自然の旨みが溶け込んだマイルドなほうれん草ベースのスープ。
クリーミーで上品な辛さをご堪能ください。
半熟卵は、たまご屋とよまるの煌黄（きらめき）を使用しています。

季節の有機野菜   ¥1,450（税込¥1,595）

スパイシーチキン   ¥1,650（税込¥1,815）

タコとホタテ海鮮   ¥2,400（税込¥2,640）

千葉県産イモ豚の炙りブロック
オーブン焼き   ¥2,100（税込¥2,310）

ほうれん草と
ベーコンの醤油バター炒め、温玉添え

  ¥850（税込¥935）

スキレット ー小さな鉄のフライパン

ーお酒を召し上がる方に丁度いい

オーガニックジャガ小イモのピリ辛醤油麹炒め   ¥420（税込¥462）

NEW

(Vaitality)
Long Life

季節限定季節限定

自家製ハンバーグ   ¥1,850（税込¥2,035）

鉄板ハンバーグ(和風 ・トマトソース・チーズデミグラス)＋ライスまたはパン
  ¥1,480（税込¥1,628）

NEW

NEW
  ¥1,580（税込¥1,738）

真鯛のアクアパッツア（真鯛と野菜の煮込み）NEW

小さなトマトリゾット
  ¥450（税込¥495）

NEW 小さなカレーリゾット
  ¥450（税込¥495）

NEW
Dish 一品料理



当店の
ショップで
販売

しています。

girlomoni  Pasta

小麦の風味を存分に楽しみたい方へ

季節野菜のペペロンチーノ
バジル風味   ¥1,300（税込¥1,430）

ペンネ　アラビアータ   ¥1,200（税込¥1,320）

ペンネ　ゴルゴンゾーラ   ¥1,430（税込¥1,573）

きのこのスパゲッティ和風ソース
  ¥1,430（税込¥1,573）

海と大地のスパゲッティ
（魚介と野菜のトマトソース）

  ¥1,850（税込¥2,035）

タコの海鮮パスタ

タコの海鮮パスタ

  ¥1,480（税込¥1,628）

ほうれん草とベーコンのオムパスタ
  ¥1,300（税込¥1,430）

房総産ひじきのペペロンチーノ
（焦がし醤油風味）   ¥1,400（税込¥1,540）

Spaghetti スパゲッティ

Penne Rigate ペンネリガーテ

ワンネスでは、イタリア　オーガニックのパイオニア  ジロロモーニのパスタを使用しています。
ソースとのマリアージュ、デュラム小麦の旨みとしっかりした食感をお楽しみください。

房総産ひじきのペペロンチーノ
（焦がし醤油風味）

(Vaitality)
Long Life

カルボナーラレモンの香り   ¥1,350（税込¥1,485）

クラシック・カルボナーラ
  ¥1,480（税込¥1,628）

からすみのカルボナーラ

3種の極上カルボナーラCarbonara

（ノルウェーサーモンとイクラ）

  ¥1,480（税込¥1,628）

カルボナーラレモンの香りカルボナーラレモンの香り

NEW

NEW

国産和牛のボロネーゼ（ペンネ or スパゲティ）   ¥1,250（税込¥1,375）NEW



サクサク食べられる、軽～いピザ

Tarte  flambée タルトフランベ

有機タマネギとベーコン   ¥1,350（税込¥1,485）

ハーブサラダとドライトマト   ¥1,430（税込¥1,573）

しらすとサクラエビ   ¥1,530（税込¥1,683）

オーガニックたっぷりジャガイモの
粒マスタードソース

  ¥1,250（税込¥1,375）

ガーリックとシュリンプ   ¥1,530（税込¥1,683）

4種のチーズ

  ¥1,850（税込¥2,035）

生ハムとルッコラ、
ペコリーノフェザーチーズ

  ¥1,650（税込¥1,815）

ソーセージとサラミ・
プティトマト

  ¥1,650（税込¥1,815）

フランス・アルザス地方の薄焼きピザです。
ホウレン草などの野菜を練り込んだオリジナルの生地に
フロマージュブランを塗り高温で焼き上げています。

オリジナルの
生地

生ハムとルッコラ、
ペコリーノ
フェザーチーズ

ソーセージと
サラミ・プティトマト

オーガニックたっぷり
ジャガイモ
粒マスタードソース

(Vaitality)
Long Life

季節限定季節限定

ゴルゴンゾーラチーズ（はちみつ添え）
  ¥1,500（税込¥1,650）

NEW



イタリアの代表的なピザ

有機サラダ、エビとアボカドのピザ

  ¥1,250（税込¥1,375）
たっぷりの生命力の強い有機野菜にエビとアボカドを合わせています。

ニコニコ・ビスマルク

有機サラダ、
エビとアボカドのピザ

ビタミンACE
ほうれん草とベーコン

イタリアンピザPizza

ニコニコ・ビスマルク

  ¥1,300（税込¥1,430）
半熟卵を２個と生ハム、チーズをたっぷりめに創っています。

マルゲリータ

  ¥1,300（税込¥1,430）

フレッシュバジルとモッツアレラチーズをトマトソースで
イタリアンカラーに仕上げています。

ビタミンACEほうれん草とベーコン

  ¥1,250（税込¥1,375）

ほうれん草のビタミンACEで免疫力アップ。
栄養たっぷりヘルシーな逸品。

げん・きのこピザ

  ¥1,200（税込¥1,320）

ビタミン、ミネラルを豊富に含みお肌の活性を促し、低カロリーで
ヘルシーな一品。

(Vaitality)
Long Life

たっぷり有機コーン・ピザ
  ¥1,150（税込¥1,265）大人も子供も大好きなコーンのピザに玉ねぎスライスをトッピング。

お子様には玉ねぎを抜くことも出来ます。

NEW



Main Dish

OneNessならではのお料理を堪能したい方に

真鯛のポワレ  ホタテ添え

メインディッシュ

  ¥2,400（税込¥2,640）

ハンバーグステーキ“ロコモコ”
キッズ用

  ¥1,450（税込¥1,595）

ハーフポーション

  ¥4,800（税込¥5,280）

  ¥2,450（税込¥2,695）

  ¥1,200（税込¥1,320）

ローズマリー、タイムなどのハーブと共に
１羽を香ばしく焼き上げました。（3～5人前）

  ¥3,400（税込¥3,740）

千葉県産の上総和牛を玉ネギでマリネした
ステーキ。お肉の旨味と玉ネギの甘みの
ハーモニーをお楽しみください。

（120g）

  ¥3,400（税込¥3,740）（120g）

国産ひな鳥の丸焼き

A4上総和牛シャリアピンステーキ

(Vaitality)
Long Life

NEW



Iceland  Lamb

大自然で育ったアイスランドラムをご堪能ください

アイスランド産ラム肉

日本ではまだまだ希少な
アイスランドの大自然でのびのびと育った
アイスランドラムの繊細な肉質と
臭みのない脂の甘みをお召し上がりください。

アイスランドシープは、中世にヴァイキングが持ち込んだ
ままの純粋な羊。多品種との交配をせず、アイスランド
シープの血統管理でのみ品質向上をしています。
交配をするとアイスランドの羊は病気などを
引き起こしてしまうからです。
現在もアイスランドへの羊の輸入は禁止されています。
アイスランドシープは1100年前と同じ
「最も古く、最も純粋な羊の品種」を守っています。

アイスランドシープは大自然の中で自由に放牧されて
育ちます。子羊が生まれるのは５月。
その後、外に出られるようになると自由に山から谷へと
夏のアイスランドの大自然を駆け回ります。
短い夏を生き生きと生きるエネルギーに満ちたハーブや
野草、ベリーを好きなだけ食べ、豊かで上質な
アイスランドの水を飲み大きくなります。その間、
人工的な穀物や飼料、ホルモン剤は与えられません。

日本に輸入されている羊肉のうちアイスランド産は
約1％。
アイスランドラムは日本人があまり食べたことのない
レアな食材と言えます。

ヴァイキングが連れてきたままの純粋な羊

大自然で育ったアイスランドシープ大自然で育ったアイスランドシープ

  ¥2,400（税込¥2,640）（150g）

(Vaitality)
Long Life

S pecial Organic

   Lamb meat



ワンネスのデザートは

素材にも作り方にもこだわった

やさしい甘さのスイーツばかりです。

イタリア直輸入ジェラート＆スイーツは

着色料・香料不使用で

添加原材料も全て

有機の自然素材のものを使用しています。

季節によりフルーツが変わります。

季節によりどちらかスタッフにお尋ねください。

Gelato (ジェラート)
Hazelnut  (ヘーゼルナッツ)
Chocolate （チョコレート）
Pistachio ）オチタスピ（ 

Vanilla （バニラ）

Sorbet （ソルベ）
Lemon （レモン）
Strawberry （いちご）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

（税別）

Affogato 　）トーガォフア（ 

Tiramisu （ティラミス）

Original Dessert （オリジナルデザート）
Chiffon Cake With Gelate
（自家製シフォンケーキ　ジェラート添え）

¥550

¥550

¥550

¥550

¥550

¥850

¥950

¥780

※アルコール含有量1.7％

Original Oneplate　Dessert 
（オリジナル・ワンプレートデザート）

オリジナル・ワンプレートデザート

¥880

Organic Dessert

(Vaitality)
Long Life

Dessert


