
実りの秋

旬彩の饗宴を
ご一緒に

Join us and celebrate 
the arrival of autumn 
with our spectacular 

seasonal delights.
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ランチョンセミナー　　
小笠原 文雄氏 
医療法人 聖徳会 小笠原内科 理事長兼院長

「なんとめでたいご臨終～在宅医療のススメ～」

Luncheon Seminar 
with Dr. Bunyu Ogasawara

○10月5日（木）12:00～13:30　
お一人様 ¥7,000（ランチ、セミナー）
※料金にお飲物は含まれておりません。
※お支払は当日、現金にてお願いいたします。
※なお、セミナー開始後のお食事のサービス
はいたしかねますので、予めご了承ください。
※当イベントは会員のご家族もご参加いた
だけるイベントです。
○October 5 （Thu） 
12:00noon-1:30pm
¥ 7,000 per person （Lunch,Seminar）
* Drinks not included. 
* Cash payment required. 
* Meal service after the seminar will not be provided. 
* The event will be in Japanese only.
* The families of the Club Members are welcome to attend this event.
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ご予約、お問い合わせは、ダイニング予約　INFORMATION For reservations and inquiries call
 03-6406-6010  9:30 -21:0 0TEL

Per uv ian cook ing 
w ith ‘� � y-one’ 
Guest Chef Br u no
フィフティワン ゲストシェフ 
ブルーノ　クッキングクラス

Art Society : Gallery Tour
Mori Art Museum
“SUNSHOWER: Contemporary Art 
from Southeast Asia 1980s  to Now”
 アート同好会 森美術館
「サンシャワー：東南アジアの現代美術展
1980年代から現在まで」

9
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当日はツアー開始前の19時にお越しください。ツアー前にお飲物
をご用意しております。
○9月13日（水） 19:00～　お一人様 ¥3,000
※ツアーは日本語にて開催します。
Please join us at 7pm, before the start of the tour, for 
pre-tour drinks.
○September 13 （Wed） From 7:00pm　¥3,000 per person
* The tour will be in Japanese only.　

ブルーノ サンタ クルーズ シェフによるペルー
料理のクッキングクラス。セビーチェをはじめと
するお料理にぜひトライしてください。
○9月6日（水）11:00～　お一人様 ¥8,000
Join our guest Chef Bruno Santa Cruz and 
learn how to make traditional Peruvian dishes, 
including ceviche.
○September 6 （Wed） From 11:00am　
¥8,000 per person

Children’s Table Manner Lesson 
for Japanese Kaiseki Cuisine 
お子様テーブルマナーレッスン
～会席編～

10
7
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会席をお召し上がりいた
だきながら、楽しくテーブ
ルマナーを学んでいただく
レッスンです。当日は百味
庵料理長の長田が、会席料
理の由来や日本料理の作法
について分かりやすくレク
チャーいたします。
○10月7日（土）12:30～14:30
お一人様 ¥10,000 （小学校4年生～中学生対象）
In this lesson, children will learn Japanese table manners 
for kaiseki cuisine, taught in a fun, engaging way. The 
term “kaiseki” （or “cha-kaiseki”）  is originally referred to 
the food served before receiving tea at a tea ceremony. 
As attendees enjoy a special kaiseki menu, Chef Osada 
from ‘hyakumi-an’ will introduce the finer points of Japa-
nese table etiquette as well as offer explanations on Japa-
nese aesthetics and how the dishes relate.
○October 7 （Sat） 12:30pm-2:30pm
¥10,000 per person（Ages 10 to 15 years old）

「六本木クロッシング 2013展」 アート同好会ギャラリーツアー開催風景
Roppongi crossing 2013 view of Art Society Gallery Tour
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10 0th Lu ncheon Seminar 
w ith Mr. Hiroshi Mik itani
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六本木ヒルズクラブウェブサイトからもイベント予約を承ります
Event Online Reservations will be accepted. 

http://www.roppongihillsclub.comHP
※会員のご家族にもご参加いただけるイベントです。

Prices include tax and service charge for club events except where otherwise stated.

Member’s family and immediate relatives are welcome to participate.

別途記載がない限り、イベントの料金には消費税、サービス料を含みます。

○9月25日（月）12:00～13:30
お一人様 ¥7,000
（ランチ、セミナー）
※料金にお飲物は含まれておりません。
※お支払は当日、現金にてお願いい
たします。
※なお、セミナー開始後のお食事の
サービスはいたしかねますので、予め
ご了承ください。
○September 25 （Mon） 
12:00noon-1:30pm　
¥ 7,000 per person 
（Lunch, Seminar）
* Drinks not included.　
* Cash payment required.　
* Meal service after the seminar will not be provided.　
* The event will be in Japanese only.

第100回 ランチョンセミナー
三木谷 浩史氏 
楽天株式会社 代表取締役会長兼社長 / 
一般社団法人新経済連盟　代表理事

 「イノベーション・アントレプレナーシップ・
グローバリゼーション　
－新経連が目指す未来の日本－」

2017Members Part y

○9月18日（月・祝）12:00～14:00
（11:30受付開始）
参加費: 会員無料、ご同伴ゲストお一人様
¥15,000
ご同伴ゲストはお一人様につき3名様までと
させていただきます。
※当日はアルコールを提供する為、20歳未満の方
のご参加はご遠慮ください。
○September 18 （Mon・Holiday） 
12:00noon-2:00pm
（Reception opens at 11:30am）
Admission: Complimentary for 
Members, ¥15,000 per accompanied 
guest （Up to 3 accompanied guests 
per Member）
*Due to service of alcoholic beverages, we 
kindly ask attending guests be 20 years of 
age and above.

2017年
メンバーズパーティー

“Tsukinoi” Sake Maker’s 
Dinner

茨城県大洗町で150年以上の歴史を持つ日
本酒「月の井」。七代目蔵元をお招きし、有機
米で造られたオーガニック日本酒「有機米
純米大吟醸 和の月（なのつき）39」をはじめ
とした、月の井の様々なラインナップをご紹
介します。百味庵料理長 長田による会席と
のマリアージュをお楽しみください。
○9月30日（土）19:00～　お一人様 ¥17,000
Savor a variety of delicious sake from the Tsuk-
inoi Brewery, a storied craft brewery in Ibaraki 
with a 150-year history and famed products 
including organic sake “Na no tsuki”, made 
with naturally grown rice. Enjoy a refined mar-
riage of sake and seasonal kaiseki carefully 
prepared by Chef Osada. 
○September 30 （Sat） From 7:00pm　
¥17,000 per person

‘月の井’日本酒を楽しむ夕べ

One-day Sushi Chef
一日鮨職人 10

22

ザ 鮨バー料理長 松澤による一日鮨
職人。握り、細巻、青魚の捌き方まで、
丁寧にご説明いたします。
○ 10月22日（日）12:00～　
お一人様¥12,000
Enjoy a hands - on sushi -mak ing 
workshop with Chef Matsuzawa. 
Learn the basics of sushi making 
including how to cook sushi rice and 
how to make authentic nigiri-zushi.
○October 22 （Sun） From 12:00noon
¥12,000 per person

Halloween Family Bu�et
ハロウィンファミリーブッフェ

今年もフィフティワン、ス
ターアニス、ラ クッチー
ナで開催します。各ダイ
ニングのお料理をブッ
フェにてお楽しみくださ
い。恒例のトリックオア
トリートも行います。皆
様、思い思いの仮装でお
越しください。
○ 10月29日（日）11:30～　大人¥8,000　
お子様（小学生）¥4,000　お子様（4～6才）¥2,000
※ご希望のダイニングならびにお席のご指定はお受けいたしかねます。
Our Halloween Family Buffet, a perennial favorite 
dining event, will take place at ‘ fif ty-one’, ‘star 
anise’ and ‘la cucina’. You can enjoy a wide variety 
of exciting Halloween-themed menus from any of 
these restaurants at your table. Come in your 
favorite costume and enjoy Trick or Treat!
○October 29 （Sun） From 11:30am
¥8,000 per adult
¥4,000 per child （elementary school）
¥2,000 per child （4-6 years old）
*We do not take reservations for specific seating areas.

November, 2017 
Special Dinner with 
Chef Vladimir Mukhin 
from “White Rabbit”
11月 Spec i a l  even t
レストラン＆バー
「ホワイトラビット」
シェフ来日イベントを開催

11月に、世界的に有名なレストラン「ホワイ
トラビット」（ロシア・モスクワ）よりシェフ
を招聘し、1日限りの特別なイベントを開催
します。詳細が決定次第、クラブウェブサイ
トにてご案内いたします。
Join us for a one-day-only special dinner 
with Chef Vladimir Muhkin from White 
Rabbit in Moscow, an internationally-ac-
c laimed restaurant which takes 23rd 
place in the international rating of The 
World's 50 Best Restaurants. 
Further details will be available on the 
Club website.

9
18

9
25

10
29

Coming
soon!

9
30

14

14



7/1-9/30

September & October  Happenings
9・10月のスペシャル

百味庵 松茸御膳

ザ ホライゾンルームとザ 鮨バーとのコラボレーションメニューをご用意しました。
ガラテア、プロテウス、ザ スタディにてお楽しみいただけます。是非、プライベート
な空間でのお食事にご利用ください。
お一人様  ¥12,000（+税金・サービス料・ディナータイム室料別）
We are pleased to introduce our special set menu featuring culinary delights 

from 'the horizon room' and 'the sushi bar'. Take pleasure in our private room 

dining experience with this set menu, perfect for both intimate personal gather-

ings and entertaining business contacts in a refined setting.

¥12,000 per person （Plus tax and service charge）
* Available in 'galatea', 'proteus', and 'the study'
* Private room charges apply during dinner service hours

個室限定メニューのご案内
Private Room Menu

‘hyakumi-an’  
Matsutake 
Set Menu

Notice of Changes in the Club Hours
営業時間変更のご案内 September 17（Sun）    

The Club will close at 10:00pm with last orders at 9:00pm 
due to periodic electrical inspection of Mori Tower.

9月17日（日）
全館21時ラストオーダー、
22時閉館 （森タワー電気設備法定検査実施の為）

フリーフロープランFree flowing beverage package

各ダイニングにて、フリードリンクプランをご用意いたしました。お好きなメニューと合わせてお楽しみいただけます。
忘年会など、年末のお集まりは、ぜひクラブにてお過ごしください。ご予約は開催日の3ヶ月前より承ります。
フリーフロープラン　お一人様¥5,000（+税金・サービス料）
乾杯用グラススパークリングワイン、ビール、赤白ワイン、ソフトドリンク
※ダイニングにより、上記に加え紹興酒や日本酒などもお楽しみいただけます。ご予約の際にお問い合わせください。
※プランは2時間制とさせていただきます。 

Celebrate the end of the year with your friends, family or colleagues with our range of free-flowing beverage packages. 
Reservations are available beginning three months in advance.
Free flowing beverage package: ￥5,000 per person （Plus tax and service charge）
Beverages: Sparkling wine for a toast, beer, wine, soft drinks
* Traditional Chinese rice wine and Japanese sake are also available at some restaurants. Please confirm when booking.
* The plans are available for 2 hours.

fifty-one, star anise, la cucina, the star bar, the horizon room, hyakumi-an

上記期間中、7つのダイニングを対象にスタンプラリーを開催！
ランチ、ディナータイムのご飲食を対象に1スタンプを押印します。期
間中に6店舗のスタンプを集めていただいた方には、次回以降のご
飲食時にソムリエ厳選のワインを一本プレゼントいたします。
Join us for our dine-around stamp rally event among 7 restau-

rants! Collect six stamps at lunch or dinner time during the 

above period and we will offer a complimentary bottle of wine 

selected by our sommelier on your next visit.

ダインアラウンド
Dine Around

fifty-one, star anise, la cucina, the sushi bar, 
the star bar, the horizon room, hyakumi-an

hyakumi-an

Private Room

9/1-10/31

9月10月は、松茸をご堪能いただける期間限定のお得なセットメニューを今年も
ご用意します。日本の秋の味覚をご堪能ください。
Indulge in a special set menu featuring matsutake, available on week-
ends and holidays during September and October at ‘hyakumi-an’.
¥10,000 お一人様 / per person（＋税金・サービス料 / Plus tax and service charge）
土・日・祝日限定/available on weekends and holidays.



MENU CIEL　9/1-11/30

前菜には、「フォアグラのテリーヌと葡萄のコンポート シナモン
トースト添え」をご用意しました。ヨーロッパ直送の新鮮なフォ
アグラを使ったテリーヌに、旬を迎えた巨峰のコンポートが演出
する秋をお楽しみください。
お一人様 ¥10,000 （＋税金・サービス料）
Our dinner set menu "MENU CIEL" is full of the freshest 
autumn flavors. Relish the heavenly combination of 
foie gras terr ine, Kyoho grape compote and cr ispy 
cinnamon toast, and that’s just for starters.
￥10,000 per person（Plus tax and service charge）

Part y plan   パーティープラン
料理長 成田によるヨーロピアンキュイジーヌとフリーフロードリンクのパッケージをご用意してお
ります。ご予約は3ヶ月前より承ります。忘年会や新年会のご予約はお早めにお申し付けください。
ブッフェ　お一人様 ¥12,000～　　コース　お一人様 ¥18,000～
※税金・サービス料込／プランは2時間制とさせていただきます。 
※9/30まで、お得な「サマーパーティープラン」もございます。
Enjoy French-inspired European cuisine accompanied by a variety of free-flowing 
drinks at ‘the horizon room’. Reservations are available beginning three months in 
advance. Be sure to book early, especially for year-end and New Year’s parties.
Buffet　From ￥12,000 per person　　Set menu　From￥18,000 per person
* Includes tax and service charge / The plans are available for 2 hours.
* Summer party plan is also available until Sept 30.

Complimentar y Chocolate    チョコレートサービス 9/1-10/31

期間中ザ スターバーをご利用の皆様に、クラブパティシエ 古久保によるお酒に合うオリジナルチョコレートをサービ
スいたします。秋の夜長は、ザ スターバーにてごゆっくりとお過ごしください。
Treat yourself to a relaxing time at ‘the star bar’ while enjoying chocolate that pairs marvelously with alcohol.

Cra� beer Selection 
クラフトビールセレクション 9/1- 

今話題の「スプリングバレーブルワリー」のクラフトビールをドラフトで
ご提供する、クラブ初の企画。深い味わいとホップの香りが際立つクラ
フト生ビールをお楽しみください。
496　￥950　　  アフターダーク　￥950　 （＋税金・サービス料）
Come and enjoy our ‘Spring Valley Brewery’ craft beer event! 
Cool off with specially-selected chilled craft beer, perfect for 
siphoning off the lingering summer heat.
496　 ￥950　　  Afterdark　￥950　（Plus tax and service charge）  

Part y plan   
ザ スターバー パーティープラン45日前予約特典  -12/29

ザ スターバーにて、プライベートパーティーはいかがですか。
開催日45日前までのご予約特典として、乾杯用シャンパンをプレゼントいたします。
ブッフェ　お一人様¥10,000～　　
※税金・サービス料込／プランは2時間制とさせていただきます。
Book 45 days in advance and receive a complimentary glass of Champagne 
for a toast! 
Buffet from ￥10,000 per person　　
* Includes tax and service charge / The plans are available for 2 hours.

‘ the horizon room’  ‘ the star bar’
information

September & October

‘the horizon room’

‘the star bar’



フィフティワンでは9月1日（金）~10日（日）の期間、ゲストシェフとしてブルーノ サンタ クルーズ料理長をお迎
えします。ペルー出身であるブルーノ シェフによる伝統的かつ洗練されたペルー料理をご提供いたします。
For the first ten days of September, Peruvian Chef Bruno Santa Cruz joins the ‘fifty-one’ team. 
During the two months, he will be adding the panache of authentic, traditional Peruvian 
cuisine to our ‘fifty-one’ menu.
ペループロモーションコースメニュー　Peruvian Promotion Set Menu
¥9,000（お一人様/per person）

Peruvian Promotion ペループロモーション

「中国食紀行」として、各地の美味をご紹介。第4回の今回は上海。おなじみの魚介料理の他、
煮込み料理等伝統の味を小菅料理長の技でご披露いたします。
In our series where we highlight Chinese culinary tradition by region, Chef 
Kosuge brings you authentic specialties from Shanghai, including seafood and 
braised dishes.
上海メニュー　Shanghai Menu　¥13,000（お一人様/per person）

Shanghai Menu 上海メニュー

京野菜を使ったイタリアンをご提供します。京都産海老芋のスープや丹波黒豆を使った一品など、
シェフ マルチェッロによるメニューをお楽しみください。ランチ（¥3,900）もご用意しています。
Chef Marcello offers creative dishes featuring vegetables from Kyoto, using ingredi-
ents such as ebi-imo yams, mibuna greens, Tamba black beans and Kyoto matcha tea. 
Lunch set menu is also available （¥3,900）.
京野菜を楽しむイタリアン   Kyoto Vegetables　¥12,000（お一人様/per person）

Kyoto Vegetables 京野菜を楽しむイタリアン（～11/30）

Ark shell 赤貝

香り高く気品ある味わいと特有の食感から、貝類の握りダネの最高峰と言われる赤貝が旬を迎えます。
Autumn is also the season for ark shell, which has a fragrant and refined flavor making it one of the 
finest sushi ingredients available. Enjoy its savory sweetness in a balanced nigiri-sushi offering.
赤貝　Ark shell　¥1,000

September & October

毎年ご好評をいただいているこの時期限定の松茸会席。定番の土瓶蒸しや松茸御飯はもちろ
ん、豪華食材が共演する松茸づくしの会席をお楽しみください。
The Matsutake Kaiseki features matsutake in a variety of preparations, including 
dobin-mushi （steamed in an earthenware teapot） and matsutake rice. Enjoy the 
aroma of matsutake in festive autumn dishes.
松茸本会席　Matsutake kaiseki Dinner　¥18,000（お一人様/per person）

Matsutake kaiseki Dinner 松茸本会席

9
1

10
31

表記価格には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます。　All prices are subject to consumption tax and a 10% service charge.



Chef Bruno Santa Cruz
Chef de Cuisine,  
VUE  Lo u n g e  &  Ba r,  
Hyat t  Reg e n c y  
Is tan b u l  Ata k öy  

フィフティワンでは、2017年9月1日（金）～ 10日（日）の期間、ハイ
アット リージェンシー イスタンブール アタコイより、ブルーノ サ
ンタ クルーズ料理長を迎えて、ブルーノ料理長の出身地である、
伝統的なペルー料理をご提供いたします。
ブルーノ料理長は、ペルーの首都リマの出身。ペルー料理は、スペ
イン、イタリア、アフリカ、また中国人や日本人をはじめとしたアジ
アからも幅広い影響を受けた歴史を持っています。ペルーの伝統
的で本格的な料理をフィフティワンにてお楽しみください。

From September 1 to 10, Lima-born Chef Bruno Santa Cruz will join the 

‘fifty-one’ team, bringing you popular Peruvian dishes. According to Chef Bruno, 

‘Our food culture brings everyone to the table…friends, neighbors or even pass-

ers-by. I want to share this happiness of life with you’. Peruvian cuisine has a long 

multicultural history with a wide range of influence, owing to immigration from 

Spain, Italian, Africa, and even to Asian twists from the Chinese and Japanese. 

Chef Bruno will share the exciting cuisine of his homeland - in particular, 

ceviche. 

Introducing essential 
Peruvian specialties crafted 
by Chef Bruno Santa Cruz
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