Garniture
〜 ガルニチュール 〜

Pomme dauphinoise
ポテトのクリームグラタン
ドフィノワーズ 600

Garniture（ガルニチュール）とは？ …フランス料理では「付け合わせ」という意味です。
付け合わせというと脇役のイメージがありますが、
そんなことはありません！
1 品 1 品丁寧に作られたガルニチュールは、しっかり主役の仕事をしています。
しかもすべてが美味しいんです。
虎ノ門バールのコンセプト ガルニチュール 今ここに堂々デビューです！

フランスドフィーネ地方のポテトグラタンです。クリームと
チーズたっぷりの味わいは、天にも昇る美味しさです。

Pomme frits variés
ポテトのフリットトリュフ風味

Rôti d'oignon
北海道産まるごと玉葱のロースト
メートル・
ド・テルバターの香り 1,000
低温のオーブンの中でまるごとじっくり火を入れた玉葱に、
フランス料理の定番ソースを合わせた逸品。

Légumes frit et sel de truffe
季節野菜のフリットフランス産トリュフ塩と 900

600

野菜は揚げることで栄養を逃さず風味が活かされます。日替わりの特製ソースでお召し上がりください。

おつまみの定番。甘みの強いポテトを素揚げ。
トリュフの塩を添えて一味違うポテトフライに。

Pomme béarnaise
ポンム ベアルネーズ 600

Raque de mais
フレンチ風 焼きとうもろこし ラケ

Tomate rôti aux fromage
フレッシュトマトのオーブン焼き 800

Ratatouille
季節野菜のトマト煮込み ラタトゥイユ

800

使うのはしょう油ではなく、フォンドヴォーとハチミツ。屋台のとは全然モノが違います。

ジャガイモをふっくら揚げにんにくとチーズを振り焼き上げたフランスの郷土料理。

ひと味違う野菜のトマト煮込み。理由は？
それは、一度トマトソースを作ってその中で野菜を煮込むから。

ハーブでマリネされたフレッシュトマトをモッツァレラチーズと共にオーブンで焼き上げました。

Navet et pakchoy bresse à la jambon cru
カブとチンゲン菜のブレゼ ハモンセラーノの旨味 800

600

Coquillage et champignon de bois à la bourguignon
貝とキノコのブルゴーニュ風 1,000

生ハム（ハモンセラーノ）
と野菜を蒸し焼きにして、ハモンセラーノの旨味を
野菜に閉じこめました。

日替わりで変わる貝と数種類のキノコをニンニク香るバターで炒めた、秋の一皿。

Petits entrée

〜 気軽なアントレ 〜

始めの一皿に気軽なアントレ（前菜）をご用意しました。どれもシェフの力作揃い！自ら足を運び厳選した食材でテーブルを彩ります。

Salade de tomate vinaigette de maxim's
こだわり季節野菜のサラダ
フレンチドレッシング 800

Foie gras poêlé sauce madère
フォアグラのポワレ ソースマデール 1,000
ソースはマデラ酒をベースとした甘めのソースで。相性抜群です。

その日入荷した特選野菜を使ったサラダ。仕上げはフランス
マイユ社のフレンチマスタードを使ったオリジナルドレッシング。

Charcutière
シャルキュトリーの盛り合わせ 1,200
Emince de chevai fumé
大阪 いぶしや
馬肉の燻製 さいぼし 1,000

旨みの詰まった馬肉の赤身を丹念に時間をかけ、
燻製にした肉の美味しいさを最大限に引き出した一皿。

Pickles de maison
虎ノ門バール自家製ピクルス 600
数種類の野菜を厳選し、メープルをアクセントに
仕上げた当店自家製ピクルス。

生ハム好きなシェフが探した、
肉の美味しさ抜群のシャルキュトリーです。

柔らかく火を通した砂肝をサッと炒めた、
フランスはボルドー地方の郷土料理。

Omelettes de foie gras sauce truffe
フォアグラ入りふわふわオムレツ
ソーストリュフ 1,200

Pate de campagne
パテドカンパーニュ 800

ふわふわに仕上げるオムレツの中にフォアグラを入れちゃいました！
上にトリュフソースをかけて普段とは違うオムレツをご堪能あれ。

食べてみて下さい！伝統の作り方で作られた、
このパテカンパーニュ。力強い味の中にも繊細な香りや
シェフの想いが込められた１品です。

Taboulet de champignon de bois
秋の味覚キノコと押し麦のタブレ風 800

Palette du jour
本日おすすめの一皿

香り高いキノコと栄養価の高い押し麦を、旨みの詰まった
ブイヨンであわせた秋のサラダ。

Fromage
フロマージュ 1,200

〜 メインディッシュ 〜

一般のメインとは違い量少しおさえてお出しします。
なぜなら、
美味しい料理をたくさん
食べていただきたいからです。
フランス料理の真髄をお気軽に、
そしてワインといっしょに…

Fruits de mer à la marinière
海老と魚介の白ワイン蒸し 1,400
海老と本日の魚介をシンプルに白ワイン蒸しに。
海の幸のうまみが詰まった一皿。

Papillote de saumon beurre composé
サーモンの包み焼きソイブール添え 1,400
醤油をバターに練りこんだソイブールと秋のサーモンを
一緒に包み焼きに。開けたときの香りはもう堪りません！

Varié de saucisson
自家製スモークソーセージのグリル 1,800
シェフが厳選したソーセージをお店で燻製に。
その日によって変わるソーセージはバラエティーに富んでいます！

Grillé de lard fumé
厚切りスモークベーコンのグリエ 1,400
分厚く切ったスモークベーコンはまさにジューシー。
食べごたえを選ぶならこれ！
！

Boeuf à la bourguignon
牛の赤ワイン煮込み ブルゴーニュ風 2,400
牛肉を赤ワインで長時間かけて煮込んだ、ブルゴーニュ地方伝統の
料理です。ピノ・ノワールの赤ワインにも最適です。

Potée de porc
スペイン産熟成豚
ラルポークの煮込み ポテ

〜 デザート 〜

1,800

熟成豚と野菜をじっくり煮込んだ、郷土料理。旨みの出た
ブイヨンの美味しさ！最後の一滴まで召し上がれ！

Steak frits
黒毛和牛A5のステーキフリット 2,500

赤身と脂のバランスの良い部位を焼き上げました。余分な脂を
ゆっくり落とし旨みだけを残した肉の美味しさを濃縮させた一皿。

Fin

〜 最後の〆料理 〜

Nouille aux curry
シェフ特製 究極の稲庭フレンチカレーうどん
［1人前］1,000 〈追加〉
○うどん
カレースープ［1人前］200

銀座プラチナカレーを、つるつるの稲庭うどんでお召し上がりいただきます。
皆さんでつまみやすいつけ麺仕立てに仕上げております。

Curry à la facon de chef
夜の大人カレー 800

最後の〆に炭水化物（笑）
これはやめられません。ただこのカレー、生クリームが
たっぷり、でも重くない。夜の乳製品は心地よい睡眠を約束する食材なんですよ。

※ 表示価格はすべて、税込の金額となっております。

1,000〜

気まぐれなシェフが気まぐれにアドリブをきかせて
本日の料理を提案します。本日だけの特別料理かも・
・
・
・

Dessert

ワインのお供に、それぞれ特徴のあるチーズを揃えました。

Main

Gésier sauté à la bordelaise
砂肝のソテー ボルドー風 1,000

Glace vanilla ou Sorbet saison
バニラアイスクリーム、
季節のシャーベット 各500
こだわりぬいたバニラビーンズや
季節感を感じる本日のシャーベット。

Affogate
虎ノ門バール
大人のアフォガード 600

バニラアイスにエスプレッソを流し込むアフォガード。
カルーア香る大人なデザートです。

Yaourt de maison
自家製ヨーグルト ケフィア
アカシアのハチミツと 600

通常の何十倍もの栄養を持つスペシャルヨーグルト。
美肌と健康に効果抜群です。

Tarte pomme
リンゴのタルト 500

りんごたっぷりのタルトにシナモンのアクセントをのせて。

Créame d'ange comporte de fruits de saison
クレームダンジュ
自家製果物のコンポート 500
クリームチーズにメレンゲを加えた軽いフロマージュの
ムースで季節の果物をコンポートにして添えました。

