Le Comptoir Occitan
ル・コントワール・オクシタン

CHAMPAGNE POMMERY "ALLEZ LES BLEUS !
シャンパーニュ・ポメリー アレ・レ・ブルー！

東京都渋谷区猿楽町29‑18 ヒルサイドテラスＡ‑6
Shibuya-ku Sarugakucho 29-10 Hillside Terrace A-6 Tokyo 150-0033

tel: (03)3476‑5166

アレ・レ・ブルー！！アレ・レ・ブルー！！
シャンパーニュ・ポメリーとヴランケングループのワインを片手に
フランス代表をみなさんと応援します！
テーマカラーのブルーを着て皆様と一緒に盛り上げましょう！

16:45 FRANCE vs TONGA

2019年10月6日(日)

Dimanche 6 octobre 2019

午後16:00より〜20:00まで
会費：￥6,000

a` partir de 16h jusqu'a` 20h00
tarif: 6,000 Yens / pers.

Allez les bleus! Allez les bleus!
Le champagne Pommery et les vins du groupe Vranken
sera au rendez-vous pour supporter l'equipe
de France.
`

(tapas, boissons, taxes inclus)

(タパス/ドリンク/税・サ込み)

フランス対イングランドとアイルランド対サモア戦の当日
サッポロビールの協力を借りテタンジェ・ナイトを開催いたします。

CHAMPAGNE TAITTINGER NIGHT
シャンパーニュ・テタンジェ・ナイト

素晴らしいシャンパーニュと共にドメーヌ・タリケの
ワールドカップ限定オリジナルワインをお楽しみください。
17:15 FRANCE vs ENGLAND / 19:45 IRELAND vs SAMOA

` Champagne Taittinger avec les vins
Soiree
du domaine Tariquet autour d'un buffet entre
les matchs France - Angletrre et Irlande - Samoa

2019年10月12日(土)

Samedi 12 octobre 2019

午後16:30より〜22:00まで
会費：￥7,000

a` partir de 16h30 jusqu'a` 22h00
tarif: 7,000 Yens / pers.

(ビュッフェ/ドリンク/税・サ込み)

ALL BLACKS NIGHT CHAMPAGNE G.H. MUMM
シャンパーニュG.H.マム オールブラックス・ナイト

(buffet, boissons, taxes inclus)

準々決勝の前夜祭
シャンパーニュG.Hマムがお送りするオールブラックスナイト。
ニュージーランドサポーターたちと一緒に
楽しい時間をお過ごし下さい。

2019年10月18日(金)

Vendredi 18 octobre 2019

午後18:30より〜22:00まで
会費：￥6,000

`a

(タパス/ドリンク/税・サ込み)

partir de 18h30 jusqu'a` 22h
tarif: 6,000 Yens / pers.

` All Blacks avec le champagne G.H Mumm
Soiree
`
En attendant le debut
des quarts de final
nous vous invitons a` passer une soiree
` avec
`les supporters Neo-Zelandais.
`
`

(tapas, boissons, taxes inclus)

スペイン国境付近の山深い山村、
アルデュート渓谷で生ハムやサラミを造る
ピエール・オテイザ氏はを招きシャルキュトリ―と

PIERRE OTEIZA SEMI-FINAL BASQUE NIGHT

セミファイナル ピエール・オテイザ バスクナイト

南仏ワインを囲んでセミファイナル共にお楽しみください。

17:00 SEMI-FINAL

Collaboration avec la maison PIerre Oteiza
pour une soiree
` charcuterie
avec la demi-finale de la coupe du monde

2019年10月26日(土)

Samedi 26 octobre 2019

午後16:30より〜20:30まで
会費：￥6,000

a` partir de 16h30 jusqu'a` 20h30
tarif: 6,000 Yens / pers.

(タパス/ドリンク/税・サ込み)

"AOC'S " SOUTH WEST NIGHT
ＡＯＣ'Ｓ

サウスウエスト・ナイト

(tapas, boissons, taxes inclus)

ラグビーの試合でスタジアム内外を音楽で盛り
上げる南仏トゥールーズ出身の応援団グループ
ＡＯＣ'Sを招き会を盛り上げて頂きます。
南仏のスペシャリテ料理とワインを本場南仏の
雰囲気の中で楽しい時間をお過ごしください。

2019年10月31日(木)

Jeudi 31 octobre 2019

午後18:30より〜22:30まで
会費：￥6,000

a` partir de 18h30 jusqu'a` 22h30
tarif: 6,000 Yens / pers.

(ビュッフェ/ドリンク/税・サ込み)

(buffet, boissons, taxes inclus)

Nos supporters musiciens les AOC'S (banda de Toulouse)
qui ont pour seul objectif d'animer, d'amuser et de faire
chanter, seront les invites
` de la soiree.
`
Une ambiance festive
vous
seront
assures
en
plein
Tokyo.
`
`

