Le Comptoir Occitan
ル・コントワール・オクシタン

KOKUBU CHAMPAGNE & WINE PARTY
国分シャンパーニュ＆ワインパーティー

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

フランス対アルゼンチン

ニュージーランド対南アフリカ戦

ラグビー以外にもワイン産地として有名な国々。
国分グループのの協力を借りシャンパーニュ＆ワイン・パーティーを
開催いたします。ビックマッチの当日各国の素晴らしいワインを
お楽しみください。

16:15 FRANCE vs ARGENTINA / 18:45 NEW-ZEALAND vs SOUTH AFRICA

2019年9月21日(土)
午後15:30より〜21:30まで
会費：￥6,000

Samedi 21 septembre 2019
a`

jusqu'a`

partir de 15h30
21h30
tarif: 6,000 Yens / pers.
(tapas, boissons, taxes inclus)

(タパス/ドリンク/税・サ込み)

シャンパーニュメーカー G.H.MUMMとリヨンの
シャリュキュトリメーカーMAISON DUCULTYの
コラボレーションパーティー。シャンパーニュと
ドライソーセージなど相性のいい組み合わせをお楽しみください。

Soiree
` Kokubu avec le champagne et les vins
des pays qui jouent leurs matchs crucials
France - Argentine et Nouvelle-Zelande
- Afrique du Sud.
`

CHAMPAGNE G.H. MUMM & DUCULTY PARTY
シャンパーニュG.H.マム
＆メゾン・デュキュルティ パーティー

18:45 SOUTH AFRICA vs ITALIA

Collaboration avec les maisons G.H. Mumm et Duculty
pour une soiree
` champagne et charcuterie
avec le match Afrique du Sud - Italie

2019年10月4日(金)

Vendredi 4 octobre 2019

午後18:00より〜22:00まで
会費：￥6,000

a` partir de 18h jusqu'a` 22h00
tarif: 6,000 Yens / pers.

(タパス/ドリンク/税・サ込み)

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

(tapas, boissons, taxes inclus)

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.
(tapas, boissons, taxes inclus)

` 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.
`
`

