11 Fri. 11 Sun.

18 27

6歳以下は無料！7歳から12歳までは半額 ※ターキープレートはおかわり一回だけできます！
Free for children under 6 years old, half price for 7 to 12 years old！*Free seconds if you still hungry

店内ご予約 / Reservation for Bistro Bino
ご予約はネットから！
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！

Please book by Online!
Add “Bistro Vino” LINE QR and
tap “最新情報” → “予約” button
→ Click to “席を予約”

テイクアウト ご予約 / Reservation for Take Out
※ テイクアウト は、お電話のみのご予約となっております。

Only book by phone for take out

TEL
0 3- 57 85 -3 671
〒106-0032
東京都港区六本木 6-6-9 ピラミデビル 1F

Piramide Building,1F, 6-6-9 Roppongi Minato-ku,
Tokyo 106-0032

※ご予約は受け取りの 5 日前まで

※Please reserve 5 days in advance
公式 LINE はこちら♪

Please follow
our LINE page♪

サンクスギビング 2022 メニュー
Thanksgiving2022 MENU
Turkey Dinner Course

ターキーディナーコース ........................

¥ 6,800（税抜）(Tax excluded）
¥ 7,480 （税込）
（ Tax included ）

♦生ハムとメロンの前菜盛り合わせ
ハモン・セラーノ・プロシュート
メロン
クレソン
ルッコラ
モッツアレラチーズ

♦Prosciutto and melon appetizer platter
Jamon Serrano Prosciutto
Meron
Watercress
Arugula
Mozzarella cheese

♦ターキープレート
ターキー
スタッフィング グレービーソース付き
マッシュポテト
クリームスピナッチ
バターコーン
クランベリーソース

♦Turkey Plate
Turkey
Stuffing with Gravy
Mashed Potatoes
Creamed Spinach
Butter Corn
Cranberry Sauce

♦ビストロヴィーノの
自家製ベリーブラウニー

♦Bistro Vino's Homemade Berry Brownie

＼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！

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

ターキーかたまりを購入して下さった方には、ホールブラウニーをプレゼント！※ホールブラウニーは、8-12 名分。

If you buy a whole turkey, we will give you a whole brownie. (* Whole brownie is equivalent to 8-12 people)

¥ 28,000〜（税抜）(Tax excluded）
¥ 30,800
テイクアウト ホールターキーディナー ....
〜（税込）（Tax included ）
Take Out Whole Turkey Dinner

・ご予約は受け取りの 5 日前まで

Please reserve 5days 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 prices include tax

♦ホールターキー 30,800 円 (7kg ロースト前 )

♦Whole Turkey 30,800 yen (7 kg before roasting)

♦前菜の盛り合わせ 2,750 円

♦Assorted Appetizers 2,750 yen (per person)

(1 名様 )

♦サイドディッシュ 4,180 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
※人数に合わせてご注文ください。

♦All Sides 4,180 yen (per person)
- Mashed Potatoes, Stuffing, Gravy, Creamed Spinach,
Butter Corn, Cranberry Sauce & Dessert
※Please order according to the number of people

