
※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

（箸休めのキュウリつき）

本日のおすすめ＆定番！ 

・特製ソースで食べる新鮮野菜のバーニャカウダー    650（外税） 

・鶏の白レバーのなめらかパテ ブルーベリージャム添え  700（外税） 

・数種類の野菜をまぜたグリーンサラダ         700（外税） 

・シェフのおすすめ前菜盛り合わせ           1800（外税） 

（吉田豚のテリーヌ、スモークサーモン、トルティージャ、オリーブのマリネ、生ハム） 

・北海道産タラバ蟹！！炭火焼き           500～（外税） 

・岩手産カキとマッシュルームのアヒージョ       980（外税） 

ヴァンピックル丸の内店！ 

・岩手県宮古産 ヒラメのカルパッチョ         800（外税） 

・奄美大島産 本マグロ中トロの串           1200（外税）  

・奄美大島産 本マグロカマ炭火焼き 香草風味      500～（外税） 

・本マグロの中おちのせ焼きおにぎり           400（外税） 

人気の前菜！ 

新鮮魚介！ 

〆の飯！ 

本日の一押し！！ 

・山形牛(A5)の特製ビーフシチュー           1800（外税） 

シェフ力作！！ 



・ 鶏の白レバーのなめらかパテ　ブルーベリージャム添え 700（外税）

・ 吉田豚の田舎風テリーヌ 600（外税）

・ ギリシャ風　野菜のマリネ 600（外税）

・ イタリア　パルマ産生ハム 800（外税）

・ 数種類の野菜をまぜたグリーンサラダ 600（外税）

・ 特製ソースで食べる新鮮野菜のバーニャカウダー 650（外税）

・ シェフのおすすめ前菜盛り合わせ 1800（外税）

　　　（吉田豚のテリーヌ、スモークサーモン、吉田豚のリエット、オリーブのマリネ、伊達鶏のガランティーヌ）

・ 自家製バケット　炭火焼き

150（外税）

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

Entrée 

冷たい前菜 

～お食事のお供に。2、3人前～ 

～人気No１!!ワインがすすむ逸品～ 

前菜とご一緒に… 

まずはこれから！ 

シャンパンと合うヴァンピックルならではの前菜がたくさん！ 



・自家製 スモークサーモン ・オリーブとドライトマトのマリネ ・トルティージャ（スペイン風じゃが芋のオムレツ）

・吉田豚のリエット ・数種類のキノコのマリネ ・3種のお豆のサラダ マスタード風味

・ 吉田豚の田舎風パテ

・ カキの冷製 海藻のジュレ

・ ポテトフライ

・ 小エビのアヒージョ

・ ギリシャ風 野菜のマリネ

・ イタリアパルマ産 生ハム

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

（箸休めのキュウリつき）

税別価格となっております  

ALL¥500 

本日のタパス Tapas 



・ モモ ～噛みしめる旨みがジューシー～

・ 肩ロース ～深い味わいを堪能！～

・ バラ ～香ばしく焼き上げた脂身が最高！～

・ フィレ ～上品なおいしさ！～

1串380（外税）

・ カシラ （こめかみ周辺）～ジュワッと旨味～

・ ハツ （心臓）～プリプリの食感～

・ レバー （肝臓）～とろける味わい～

・ ブルガリア産　鴨のフォアグラ串　バルサミコソース 1串900（外税）

・ オーストラリア産 仔羊もも肉の串 1串380（外税）

・ 国産　穴子の串 1串400（外税）

・ 特製タタキの串　（塩　又は　タレで！） 1串400（外税）

・ 岩手産　真鱈の白子の自家製ベーコン串 1串650（外税）

・ 北海道産　ホタテの自家製ベーコン串 1串650（外税）

・ 奄美大島産本マグロ血合いの自家製ベーコン巻ねぎま串 1串250（外税）

・ 根セロリ 400（外税） ・ 皮付きタケノコ 400（外税）

・ 安納芋 350（外税） ・ 国産しいたけの串 1串350（外税）

・ アスパラガスの自家製ベーコン巻串 1串380（外税）

・ 焼き野菜3品盛り（安納芋、タケノコ、根セロリ） 800（外税）

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

French Barbecue 

名物！吉田豚の串 

勝沼「中央葡萄酒造」さんより、自分たちの手で 

剪定した枝を炭にくべながら炭焼きします。 

スモーキーな香りが食欲をそそる！！！ 

本日のおすすめ串 

ヴァンピックル名物「鴨のフォアグラ串」おすすめです！ 

炭焼きにしたフォアグラなんて・・・ここでしか食べれない？！ 

上品な口当たりにシ・ア・ワ・セな、とろける味わい。 

新鮮！豚のホルモン串 

野菜焼き 

各1串 250（外税） 

電殺名人岸氏がてがけた吉田豚 

埼玉の吉田さんが丹精こめて育て上げた豚を 

岸さんがストレスなく仕留めました。 

育て方にこだわった最高の豚をフレンチバーベ

キューで！ 

各1串 280（外税） 



（量り売り目安　100ｇ　500（外税））

・ 吉田豚　骨付きロース　香り焼き 300ｇ～580ｇ

1500～2800（外税）

・ 吉田豚　骨付きスペアリブ　 （量り売り目安　100ｇ　400（外税））

250ｇ～400ｇ

1000～1600（外税）

・ オーストラリア産 仔羊骨付きロース肉の炭火焼き １本 1100（外税）

2本 1980（外税）

・ 八王子産！東京シャモの炭火焼き １/4羽 2200（外税）

・ 岩手産　短角牛イチボの炭火焼き 2100（外税）

・ オーストラリア産ブラックアンガス牛の炭火焼き 400ｇ3200（外税）

・ 対馬産 イノシシ 肩ロース肉の炭火焼き 1600（外税）

・ 北海道産 エゾ鹿もも肉の炭火焼き 1500（外税）

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

French Berbecue 

塊焼き！！！ 

ジビエ！！ 

～食べなきゃ損!!ヴァンピックルのスペシャリテ～ 

（大きさご希望ございましたらお伺いします） 

スペシャリテ！！ 

ヴァンピックルの吉田豚！！香り焼き 

定番で大人気！ 

変わらない伝統の味♪ 
 

※ジビエは鉄砲玉が入っていることがございます。 



・ 自家製バケット　炭火焼き

150（外税）

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

ピックルおすすめ串コース 

1.本日の前菜 

   

2.電殺名人”岸氏”の吉田豚の串 

 

3.超新鮮！！豚のホルモンの串 

 

4．ナスの串 

 

5．国産 穴子の串 

 

6・ブルガリア産 フォアグラの串 

バルサミコソース 

又は 

 本マグロ中トロの炙り串    
 

 

（箸休めのキュウリつき） 

前菜＋5本2500（外税） 

断然おトク！ 

ピックルおすすめの 

串が色々楽しめる!! 

～お食事のお供に。2、3人前～ 



・共励会 最優秀賞受賞！

　　　　　　　　　　　　　　　　　・第21回JAみちのく村山牛枝肉共進会

※別途お通し代としてお一人様￥400（外税）頂戴いたします。

メイン料理 Les Plats ～お好みの主菜を一皿お選びください～ 
 

 

 

 

 

・スペシャリテ！！吉田豚のスペアリブ 香り焼き 

 

・対馬産  イノシシ肩ロース肉 
 

・オーストラリア産 ブラックアンガス牛もも肉 

 

・オーストラリア産 仔羊骨付きロース 

 

・スペイン産 地鶏 

Special Corse スタッフいちおし！断然お得なコースです。 

ピックルコース 
本日の小さな前菜 Les entrées 

豚串２本 Les Brochettes ～お好みの串を２本お選びください～ 
 

・吉田豚もも ・吉田豚肩ロース ・吉田豚バラ 
 

・ハツ   ・カシラ   ・レバー 

ブルガリア産 フォアグラの串 

バルサミコソース 

本日の鮮魚 Poisson  

本日の野菜 Legumes 

お一人様 3500（外税） 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

＊＊＊ 

1串９００円のﾌｫｱｸﾞﾗ串 

がついて超おトク!! 

絶対はずせない！ 

気合の串焼き！！ 

メイン料理の全てに 

＋400円でトリュフが 

のせられます!! 


