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夏を味わう
多彩なプラン

Enjoy the best of 
summer specialties.
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Lu ncheon Seminar    
w ith Dr. K iyoshi Ku rokawa

詳細はクラブウェブサイトにて
ご案内いたします。
○7月7日（金）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。

We welcome Dr. Kurokawa as our guest for our July luncheon 
seminar. Details will be made available on the Club website. 
○July 7 （Fri）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 Members may also attend this event.

ランチョンセミナー  　黒川 清氏
政策研究大学院大学名誉教授
「Quo Vadis Japan 日本はどこへ」
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‘la cucina’ Summer lunch bu�et
ラ クッチーナ サマーブッフェ 8 8

11 13

ワインスクール、アカデミー・デュ・
ヴァンよりJSA認定シニアソムリエの
松木リエ氏をお迎えし、白ワイン産
地の中でも最上級とされるブルゴー
ニュより究極のシャルドネについて
お話を伺います。6種類のシャルドネ
のテイスティングを通し、シャルドネ

という1つのブドウから造られていながらも、各々の村が表
現する個性や魅力の違いを存分にお楽しみください。
○8月19日（土）　14:00~　お一人様 ¥12,000
Join Ms. Rie Matsuki, Japan Sommelier Association certified 
Senior Sommelier, for an exclusive tasting of Burgandy Char-
donnay, the world's most prestigious white wine. 
Learn from Ms. Matsuki how, despite using the same variety 
of grape, the terroir creates the unique taste, aroma, and 
character of each vintage.
○August 19 （Sat） From 2:00pm　¥12,000 per person

8月11日~13日の3日間、イ
タリアの夏をテーマにラン
チブッフェを開催。前菜、ピ
ザ、デザートはブッフェ台
から、パスタ・リゾット、メ
インは出来立てをテーブ
ルまでお届けします。人気

のラムもも肉のロースト等もライブステーションでご用意し
ています。ご家族、お仲間同士でお楽しみください。
○8月11日（金・祝）、12日（土）、13日（日）
お一人様 ¥5,500　
お子様（小学生） ¥2,500　お子様（4歳～6歳） ¥2,000
※お子様はブッフェより前菜、ピザとデザートをお好きなだけお楽しみください。
Appetizers, pizzas and desserts can be chosen from the buffet 
table. Made to order pastas, risotto and main dishes will be 
delivered to your table. Be sure to save room for our popular 
live station, featuring roasted lamb leg.
○August 11（Fri・hol）, 12（Sat） and 13（Sun）
¥5,500 per adult　
¥2,500 per child （elementary school）  ¥2,000 per child （4-6）
* Prices for children’s buffet will include appetizers, pizzas and desserts.

Miso mak ing workshop for children
お子様向けワークショップ　
手作り味噌仕込み体験

百味庵料理長 長田が小学生のお
子様を対象とした味噌仕込みの
ワークショップを開催します。当
日は味噌作りのポイントや記録写
真などをおさえながら、実際の仕
込みを体験いただきます。最後は
だしを取り、味噌汁作りにも挑戦。
仕込んだ味噌はお持ち帰りいただ
き、発酵・熟成を観察したのち、ご
家族皆様でお楽しみください。
○7月9日（日）15:00～　お一人様 ¥5,000 お子様 （小学生） 
※ワークショップ用にお子様のシェフコートのお貸出しをしています。
Chef Osada of ‘hyakumi-an’ offers a special workshop to 
children, where he will teach them to prepare miso paste. 
Children can take their creation home and observe the 
fermentation process – and, of course, enjoy having their 
own homemade miso soup!
○July 9 （Sun） From 3:00pm
¥5,000 per child （elementary school）
* Roppongi Hills Club kids Chef’s coat will be available for all  participants.

ASEAN設立50周年記念
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
Commemorating the 50th Anniversary of ASEAN
SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now

2館同時開催　Held simultaneously at Two Museums
森美術館　Mori Art Museum　
国立新美術館　企画展示室 2E　The National Art Center, Tokyo Special Exhibition Gallery 2E
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ワインセミナー 
アカデミー・デュ・ヴァン

Wine Seminar with 
ACADEMIE DU VIN

8
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リー・ウェン
《奇妙な果実》
2003年
Cプリント36 x 54 cm

Lee Wen
Strange Fruit
2003
C-Print 36 x 54 cm

7/2-8/27

Jingu Gaien 
Firework Festival
神宮外苑花火大会

8
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Children’s 
Entertainment

期間中の日曜日にお子様向け
エンターテインメントをご用意
しています。スケジュールは、ク
ラブウェブサイトにてご案内い
たします。
Details for children’s 
Entertainment will be made 
available on the Club website.

キッズ
エンターテインメント
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神宮外苑花火大会を
ザ スターバーでお楽
しみください。当日は
ウェルカムドリンク
とブッフェスタイル
のお食事をザ ホライ
ゾンルームでご用意
しています。お仲間同
士で楽しいひと時を
お過ごしください。
○8月20日（日）18:00～
お一人様 ¥10,000　（ウェルカムドリンク、ディナー込み）
※雨天等による花火大会中止の場合も本イベントは実施いたします。
Enjoy a welcome drink and a buffet dinner at ‘the 
horizon room’ while overlooking the magnificent 
panorama lit by the firework festival in a relaxed 
setting at ‘the star bar’.
○August 20 （Sun） From 6:00pm
¥10,000 per person （Includes a glass champagne and 

dinner） 
* The event will be held regardless of cancellation of the    
   firework festival due to bad weather, etc.

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

Per u v i a n  c o ok i n g  
w ith ‘� � y-one’ 
Guest Chef Br u no

Secretary’s Event
セクレタリーズ イベント

7
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会員の秘書の皆様をお招
きし、感謝の集いを開催
します。当日は、リニュー
アルオープンしたザ ホラ
イゾンルームにて秘書の
皆様同士の交流をお楽し
みください。
○7月11日（火） 18:30～
※会員1名様につき、秘書又はス
タッフ1名様をご招待させていた
だきます。（会員のご参加はご遠
慮ください）
※当日は、お名刺をお持ちください。
This is an evening to express our appreciation for your 
secretaries and assistants. We hope they take part to expe-
rience the Club whilst enjoying dinner at ‘the horizon 
room’.
○July 11 （Tue） From 6:30pm
Complimentary; one secretary or assistant is invited per 
Member.
*This event is only for Members’ secretaries / assistants.
*Kindly bring a business card on the day of the event.

2017 Summer Golf Competition 
Tokyo Golf Club
ゴルフ同好会 2017ゴルフコンペ 
東京ゴルフクラブ

詳細はウェブサイトにてご案内いたします。
○7月20日（木）　
お一人様￥25,000
（キャディー付、コンペ代、パーティー、消費税を含む）
Details will be made available on 
the Club website.
○July 20 （Thu）  
¥25,000 per person
（Includes caddy fee, competition, party and tax）

Lu ncheon Seminar   
w ith Dr. Bu ny u Ogasawara

詳細はクラブウェブサイトに
てご案内いたします。
○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。

We welcome Dr. Ogasawara as our guest for our 
October luncheon seminar. Details will be made 
available on the Club website. 
○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 Members may also attend this event.

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～在宅療養のススメ～」

※ 

※ 

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
を開催いたします。　
○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. 
○September 6 （Wed） 
From 11:00am　¥8,000 per person

ご予約、お問い合わせは、ダイニング予約　
For reservations and inquiries call

 03-6406-6010  9:30-21:00TEL

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。

INFORMATION
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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 restaurants! 

Collect 6 stamps at lunch or dinner time during the above period and 

we will offer a complimentary bottle of wine selected by our somme-

lier on your next visit.

ダインアラウンド

ザ ホライゾンルームにてフリードリンクのついた
2種類の特別プランをご用意いたしました。
ブッフェ　 お一人様¥10,000～ / 30名様より承ります
コース　　お一人様¥16,000 / 20名様より承ります
※消費税・サービス料込み／プランは2時間制とさせていただきます。

‘the horizon room’ is pleased to announce two very 
special Summer offerings, bringing you a beautifully 
prepared French inspired European dishes accom-
panied by a free-flow of beverages.
Buffet         From ¥10,000 per person / From 30 persons

Set menu   ¥16,000 per person / From 20 persons

*  Includes tax and service charge / The plans are available   
  for 2 hours.

ザ ホライゾンルーム パーティープラン

July & August  Happenings
7・8月のスペシャル

7/1-9/30

7/1-9/30　Lunch & Dinner

9/1-10/31

We are pleased to introduce our special offerings 

featuring sommelier and sake selections all at 

¥5,000 （+ tax and service charge）.

ソムリエ サマーセレクション

ソムリエおすすめのワインや日本酒などをご用意しました。
全て¥5,000（＋税・サ）の期間限定特別価格にて
お楽しみいただけます。

Dine Around

‘the horizon room’ 
Summer Party Plan

フィフティワンでは 9月1日（金）~1 0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.

フィフティワン ゲストシェフ  
ブルーノ サンタ クルーズ

Guest Chef 
Bruno Santa Cruz
@‘fifty-one’ 

Sommelier’s 
Summer Selections

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

the horizon room

fifty-one

【fifty-one】

【la cucina】

【the sushi bar, hyakumi-an】

【the star bar】

【the horizon room】

ソムリエセレクション ボトルワイン
Sommelier’s Choice – Wine (Bottle)

ソムリエセレクション ボトルワイン
Sommelier’s Choice – Wine (Bottle)
イタリアンサマー フリーフロー（2名様、2時間制）
Italian Summer Free flow Drinks for Two（2 hours）

夏の日本酒セレクション
Select Japanese sake for Summer

グラスシャンパンと鮨7貫
7 pieces of sushi and a glass of Champagne

メニューにあわせたワインペアリング
Wine pairing with your selected menu

7/1-8/31



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.

ウィークエンドランチ スペシャルオファー 
Weekend Lunch Special Offer  
人気のウィークエンドランチセットにグラスシャンパンをお付けした
スペシャルオファーをお楽しみください。
Introducing our weekend lunch special served with 
a glass of Champagne.
¥5,000 お一人様/per person

ファミリーディナー Family Dinner  
シェフおすすめのお料理を大皿のファミリースタイルで。
ご家族でシェアしながら、語らいのひと時をお過ごしください。
Bring your family or friends to enjoy our American comfort 
dishes, served family-style.
¥5,000 お一人様/per person（3名様より・from 3 persons）

マルチェッロ ファミリースタイル ランチ 
Marcello’s Family Style Lunch
シェフのお勧めコース料理を大皿にてご提供します。
シェアしてお楽しみください。
Chef Marcello's recommended set menu, served family style.
¥3,900 お一人様/per person （2名様より・from 2 persons）
フリードリンク Free flowing drink package
（+¥2,000 per person/2hrs）

ウィークエンド スペシャル ディナー 
Weekend Special Dinner 
ピザ、パスタ、リゾットをお好きなだけ、メニューよりお好きな
メイン1品をお選びください。
Enjoy unlimited order of pizzas, pastas, risottos and a main 
dish of your choice.
¥5,000 お一人様/per person　
フリードリンク Free flowing drink package
（+¥3,000 per person/2hrs）

しゃぶしゃぶ食べ放題 All you can eat Shabu Shabu
越後もち豚、北海道国産牛のしゃぶしゃぶをお楽しみください。
Enjoy unlimited service of Echigo pork, Japanese beef 
and vegetables.
¥10,000 大人/per adult　
¥6,500 お子様（小学生）/per child （elementary school） 
※ディナーもご用意しています。　* Also available for dinner.

涼風御膳 Suzukaze Gozen Set Menu 
旬の味覚を御膳スタイルでご提供します。
Celebrate the arrival of summer with our new gozen 
style menu. 
¥5,000 お一人様/per person

お好み鮨20貫 20 pieces of sushi a la carte 
新鮮な鮨ネタの中からお好みの20貫をお楽しみください。
Select and enjoy 20 pieces of your favorite sushi.
¥10,000 大人/per adult　
¥500 お子様1貫（小学生）/per piece for child 
（elementary school）
※8/11-15もご用意しています。　* Also available from August 11 to 15.

ウィークエンド 飲茶ランチ Weekend Dim Sum Lunch  
約50種類のアイテムよりお好みのものをお好きなだけ。
Enjoy unlimited orders of your favorite dim sums.
¥3,900 大人/per adult 
¥1,950 お子様（小学生）/per child（elementary school）

ウィークエンド オーダーブッフェ Weekend order Buffet
メインディッシュを含む60種類のメニューをお好きなだけお楽しみください。
Experience an unlimited selection of Chinese specialties.
¥7,200 大人/per adult
¥3,600 お子様（小学生）/per child（elementary school）

セレクトワンランチ Select One Lunch  
国産牛をお好みのグラム数にてお楽しみください。
その日おすすめの白身魚もご用意しています。
Choose a prime cut of Japanese beef, or enjoy our catch of the day.
¥2,850～ お一人様/per person

活伊勢海老のご追加を特別に ¥5,000にてご提供します。
A special additional dish of Live rock lobster will be offered at ¥5,000.
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※週末・祝日のディナーは17時より営業いたします。
* ‘amakawa’ will open from 5:00pm on weekends and holidays for you to 
   enjoy early dinner.



フィレとリブアイをシェアしながらお楽しみいただけるキューブカットスタイルでご提供し
ます。 付け合せにサイドディッシュもお好みでどうぞ。
Experience a fine selection of Australian tenderloin and rib-eye cuts, together 
with a variety of side dishes. 
キューブカットビーフステーキ Cube cut beef steak　¥5,000（お一人様/per person）

Cube cut beef steak キューブカットビーフステーキ

四川料理の醍醐味ともいえる香り高い辛みや芳醇に広がる旨みをご堪能いただけるメニューをご提供します。
Savor the complexity of Szechuan cuisine – with its aromatic spices and rich mellow flavors – for 
either lunch or dinner. 
四川プロモーションメニュー Szechuan Cuisine　¥13,000（お一人様/per person）

Szechuan Cuisine 四川料理

ズワイガニのスパゲッティーニやアスパラガスのリゾットなど、シェフおすすめ旬の
食材を盛り込んだ充実したコースメニューをご堪能ください。
Our “Speranza” brings you the finest selected Summer ingredients, including 
spaghettini with snow crab and asparagus risotto.
スペランザ Speranza　¥9,000（お一人様/per person）

Speranza スペランザ

Summer story 夏ものがたり

料理長 松澤による期間限定特別会席「夏ものがたり」。雲丹のスープや鰻の白焼など、
厳選された夏の味覚をご賞味ください。
This value-packed set menu offers vibrant flavors, such as fresh sea urchin soup 
and grilled eel. 
夏ものがたり Summer story　¥13,000（お一人様/per person）

July & August

鱧やおこぜをはじめ、盛夏の美味を存分にお楽しみいただける特別会席を
ご用意しました。
Try our seasonal Kaiseki set menu featuring a variety of mid-Summer 
delicacies such as stonefish and pike conger. 
夏の味覚会席 Taste of summer Kaiseki　¥18,000（お一人様/per person）

Taste of summer Kaiseki 夏の味覚会席
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スターアニスとラ クッチーナにてフリードリンクのついた期間限定プランをご用意しました。 詳細はウェブサイトにてご案内いたします。
Summer Party packages featuring seasonal cuisine along with a variety of free �owing drinks will be available at ‘star anise’ and ‘la cucina’.
Details will be made available on the Club website.

Summer Party Plan2017 サマーパーティープラン
7 9
1 30

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.
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阿久澤 博
六本木ヒルズクラブ
副総料理長

料理の道を志し、フレンチひと筋。代官山の名店では技術だ
けでなく、一流といわれる料理人のあるべき姿や仕事への向
き合い方まで基礎から徹底的に叩き込まれ、フランス・リヨン
でも腕を磨きました。オープニングから携わる六本木ヒルズク
ラブの副総料理長に着任した今、長年の積み重ねを糧に気
持ちを新たにしています。料理においては本物の食材にこだ
わり、自慢のソースも出汁を丁寧に取るなど本質を大切に。ク
ラシックをベースに現代的なエッセンスを加えた軽やかなア
レンジは、今夏に刷新する婚礼料理にも反映されています。
努力を怠らず、お客さまのリクエストには100％可能な限りお
応えする。それがポリシーであり、抱負です。

The foundation of my career in the culinary arts was 

established in a famed French dining restaurant in Dai-

kanyama, where I learned how to be a chef – not just 

how to cook; and honed my skills further in Lyon, France. 

I am now the Executive Sous Chef of Roppongi Hills 

Club, where I have been working since its opening. My 

hope is to bring you an inspiring, personal experience 

infusing classic concepts with modern twists, using the 

finest and most authentic ingredients available. This is 

reflected in my new summer wedding menu. No effort 

will be spared to fully meet the requests of Members. 

長年の経験とみなさまの期待を原動力に、
あらたな魅力をご提案してまいります。

Hiroshi Akuzawa
Executive Sous Chef 
Roppongi Hills Club



2017 年 7 月・8 月号 2017 年 6 月 20 日発行（隔月刊） 
発行 : 六本木ヒルズクラブ

〒106-6151 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 51 階

ORBITAL July & August issue 2017 （Bimonthly）

Published by Roppongi Hills Club 

51�. Roppongi Hills Mori Tower, 

6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6151 

TEL. 03-6406-6001 http://www.roppongihillsclub.com

360°  
Panorama view

of Tokyo




