
BRUNCH MENU
FREE FLOW SPARKLING OR CHAMPAGNE

Endless flow of California sparkling wine

¥3300カルフォルニア 
スパークリングワインのエンドレスフリーフロー 

Endless flow of French Pierre gobillard champagne 

¥5500

¥1880

フランス
ゴビヤールシャンパーニュのエンドレスフリーフロー

+ Includes, Red and White Wine, Bloody Mary, Screw Driver, 
Beer, Juice and Non-Alcohol Sodas for 90 minutes.

赤ワインと白ワイン、ブラッディメアリー、スクリュードライバー、
ビール、ジュース、ノンアルコールソーダが 90 分含まれています

American breakfast

¥1880
Eggs benedict

¥1500
Avocado feta cheese toast

¥1880
Smoke salmon sauteed spinach & scrambled eggs

BURGERS & SANDWICHES
- All served with salad and fries. サラダとフレンチフライ付き

SALADS 

All prices include sales tax /  No service or table charge.

メニュー表記の価格は全て内税です。サービス料は頂いておりません。

アメリカン　ブレックファースト

エッグス　ベネディクト

アボカドとゴートチーズトースト   

スモークサーモン・クリームスピナッチ＆スクランブルエッグ

Bistro vino classic pancakes 
¥1600クラシックパンケーキ

BREAKFAST
※卵はお好みのスタイルで.      

※調理法（スクランブル、目玉焼き、ポーチなど）　
Eggs in any style

COFFEE & TEA

DESSERT

2104

Classic ruben sandwich 

¥1700

Smoked salmon sandwich 
スモークサーモン＆アボカドサンドイッチ ¥1400

Bistro Vino classic burger   
¥1500

Bistro Vino classic cheese burger   

Bistro Vino avocado cheese burger 

Bistro Vino mega cheese burger - includes avocado, Bacon and cheese   

¥1600

¥1700

¥1900

Grilled chicken burger 
バーベキューグリルチキンバーガー ¥1400

BBQ pulled pork burger
　

ほろほろ肉のバーベキュープルドポークバーガー ¥1400

Swordfish burger 

グリルカジキマグロのバーガー　
スモークトマトバターソース

¥1400

s

Tuna melt sandwich 
¥1400

BLTA sandwich (Bacon, Lettuce, Tomatoes and Avocado)  
BLTAサンドウィッチ ¥1400

トロトロチーズのツナサンドイッチ

ビーフパストラミとグリエール
チーズのルーベンサンドイッチ

大人気！

シェフのおすすめ

ビストロヴィーノクラシックバーガー

ビストロヴィーノクラシックチェダーチーズバーガー

ビストロヴィーノアボカド・チーズバーガー

ビストロヴィーノメガバーガー
（チーズ・アボカド・ベーコンフルトッピング）

（ベーコン、レタス、トマト、アボカド）

クラシックシーザーサラダ
 Classic ceasar salad

Grilled chicken salad 
グリルチキンサラダ　ランチソース ¥1400

Iceberg lettuce wedge salad 
with blue cheese dressing

¥1200

¥1100

アイスバーグサラダ　
濃厚ブルーチーズドレッシング

大人気！

マスカルポーネたっぷり濃厚ベリーティラミス
Berry tiramisu

Chocolate brownie with pistachio ice cream
あたたかいブラウニーとピスタチオアイス　

Scoop ice cream (pistachio/strawberry/vanilla)

スクープアイスクリーム 
(ピスタチオ、ストロベリー、バニラ）

¥580

¥580

¥530

Coffee, Cafe au lait 

English breakfast, Chamomile, Peppermint, Rose hip
紅茶, カモミール, ペパーミント, ローズヒップ

コーヒー, カフェオレ ¥380

¥380

NEW !



A LA CARTE
COLD BITES HOT BITES

BEVERAGE

FLAVOR SPRITZER

 
ウエイターまでお尋ねください。

GLASS WINE

BEER

Please ask

SPIRITS

2104

Avocado dip
¥680

2 種のミックスオリーブ

アボカドのディップ＆トルティーヤチップス

鶏レバーパテ＆メルバトースト

本日の生牡蠣
 カクテルソース・ぽん酢・フレンチビネグレット 
 3種のソースからお選びください 

ジャンボシュリンプカクテル
きゅうり入りカクテルソース

¥1480自家製スモークサーモン　ディルクリームソース

選べるチーズ3種の盛り合わせ
(チーズの種類は裏をご覧ください)

3 for ¥1880

Mixed prosciutto plate
生ハムとサラミの盛り合わせ

大人気！

クリスピーパルメザンチップス
Crispy parmesan chips

¥680

Mixed olives

バジル香る トマトとオリーブのオーブントースト
Tomato & olive bruschetta

¥580

ごぼうのおつまみ赤ワイン煮
Red wine braised bordock

¥480

¥680

¥680
Liver paste and crackers

Fresh oysters on the half shell
choice of 3 sauces, Cocktail, French vinaigrette, Ponzu 

¥1280

Jumbo shrimp cocktail

Smoked salmon with dill cream sauce 

Fresh fish carpaccio
鮮魚のカルパッチョ

¥1880

¥1580

Assorted cheese plate

シーフードマリネ レモン添え
Mixed seafood ceviche

¥1680

¥1480

¥680 per piece

大人気！

イタリア風トマト煮込みのミートボール

いかのフリット　ガーリックマヨネーズ

Grilled sausage

Meatballs in rich italian tomato sauce

Crispy french fries
¥780

¥780

フライドポテト 

¥980

¥980

ポップコーンシュリンプ西洋わさび入りカクテルソース
Popcorn shrimp

¥1280

¥1180

Fried calamari with aioli sauce

グリルソーセージ

 

カシス&ブルーベリー（赤ワインベース）

ハニーレモン&ジンジャー（赤ワインベース）

ライム&レモングラス（白ワインベース）
Lime & lemongrass

Honey lemon & ginger

Cassis & blueberry VIRGIN VESION ノンアルコールバージョン ¥780

¥880

¥880

¥880

ジン／ウォッカ／ウィスキー
Gin / Vodka / Whiskey

¥880

コーラ、ジンジャーエール、クラブソーダ

  

  サンペレグリノスパークリングミネラルウォーター

Cola, Ginger ale, Club soda

Juice (Grape / Orange / Tomato) 

Acqua panna natural spring still water

San pellegrino sparkling mineral water 

アクアパンナ天然泉静水

ジュース （グレープ／オレンジ／トマト）

¥980

¥980

¥780

¥380 Asahi super dry

Non alcohol beer
ノンアルコールビール（ドライゼロ）

アサヒ スーパードライ ¥880

¥780

マグロとアボカドのタルタル
Tuna & avocado tartar

¥1680

Crispy truffle tater tots
トリュフ香る ミニハッシュポテトペコリーノチーズ添え

1個追加　＋¥300

All prices include sales tax /  No service or table charge.

メニュー表記の価格は全て内税です。サービス料は頂いておりません。


