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お電話で！
Book  by  Phone

ネットで！
Book  by  On l i n e

TEL
03-5785-3671

LINE→QR コードを読み取りビストロヴィーノを
友だち追加！最新情報→「予約」ボタンをタップ
→「席を予約」をクリック！

Add Bistro Vino LINE QR and tap " 最新情報 "→"
予約 " button→Click  to " 席を予約 "

店内ご予約 Rese r v a t i o n  f o r  B i s t r o  V i n o

テイクアウトご予約 Reservation for Take Out

お電話のみのご予約となっております。（Only Book by Phone）

※ご予約は受け取りの２日前まで
※Please reserve 2days in advance

TEL
03-5785-3671

公式 LINE はこちら♪
Please follow 

our LINE page♪

〒106-0032
東京都港区六本木 6-6-9 ピラミデビル 1F

〒106-0032 Tokyo, Minato City, Roppongi, 
6 Chome－6－9 ピラミデ 1F



Thanksgiving2021　MENU
サンクスギビング 2021 メニュー

＼ソムリエ厳選／ ＼Select by Sommelier／
店内では、別途サンクスギビングメニュー
に合わせたワインペアリングもご用意！
詳しくはビストロヴィーノで！

※店内もテイクアウトも同じメニュー内容、価格です。
※The menu contents and prices are the same for both inside the store and takeout. 

Bistro Vino store also has wine pairings to 
matchthe Thanksgiving menu!  Ask your server for 
details.

♦乾杯スパークリング ♦WELCOME SPARKLING
カーティス・ヘリテージ・スパークリング   ブラン・ド・ブラン CURTIS HERITAGE SPARKLING Blanc de Blanc

デイズ・オブ・ ユ ース ブリュッ ト・スパークリング DAYS OF YOUTH BRUT SPARKLING
※＋500 円

シャンパン - 
ピエール・ゴビヤール ブリュット・オーセンティック

Champagne - 
PIERRE GOBILLARD BRUT AUTHENTIQUE

※＋1000 円

♦前菜の盛り合わせ ♦Assorted Appetizers
自家製フランス産鴨のスモーク Smoked Duck
マグロとアボカドのタルタル Sashimi Tuna and Avocado Tartar
モッツァレラチーズとトマトのカプレーゼ Mozzarella Cheese Caprese
グリル野菜と生ハム Grilled Vegetables with Prosciutto
オマール海老のカクテル Lobster Cocktail

♦ターキープレート ♦Turkey Plate
ターキー Turkey
マッシュポテト Mashed Potatoes
スタッフィング グレービーソース付き Stuffing with Gravy
クリームスピナッチ Creamed Spinach
バターコーン Butter Corn
クランベリーソース Cranberry Sauce

♦マロンのティラミス ♦Chestnut Tiramisu

※＋ ¥500

※＋ ¥1000

（税込）（Tax included）¥ 6,500ターキーディナーコース ........................
Turkey Dinner Course

（税込）（Tax included）¥ 22,000～テイクアウト ホールターキーディナー ....
Take Out Whole Turkey Dinner

・ご予約は受け取りの３日前まで Please reserve 3days in advance

・お電話（03-5785-3671）でご予約承ります Please make a reservation by phone (03-5785-3671)

・すべて税込 All tax included

♦ホールターキー 22,000 円 (7kg ロースト前 )
♦前菜の盛り合わせ 2,200 円　(1 名様 )
♦サイドディッシュ 3,500 円　(1 名様 )
-マッシュポテト、スタッフィング、グレービーソース、クリーム
スピナッチ、バターコーン、クランベリーソース、デザート

♦Whole Turkey 22,000 yen (7 kg before roasting)
♦Assorted Appetizers 2,200 yen (per person)
♦All Sides  3,500 yen (per person)
- Mashed Potatoes, Stuffing, Gravy, Creamed Spinach,  
  Butter Corn, Cranberry Sauce & Dessert

※人数に合わせてご注文ください。 ※Please order according to the number of people 


