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Greetings from Yuki Kigoro

�ank you for your continued support and patronage to Roppongi Hills Club.
 
It is my great pleasure and honor to be assigned as General Manager for the Club.
 
We will continue to strive to build a comfortable environment for your business 
and personal use, and I look forward to your visit to Roppongi Hills Club.

Yuki Kigoro
General Manager

From the General Manager

この度、総支配人に就任いたしました、木頃 由紀（きごろ ゆき）でございます。
かねてより会員の皆様には多大なるご支援とご指導を賜り、この度総支配人就任の
機会を頂戴できましたことを心から御礼申し上げます。

会員の皆様にとりまして、心地よい空間であることは勿論のこと、
ビジネスやご家族でのご利用、そして会員相互のコミュニケーションの場所として、
幅広くご活用いただけるクラブとなりますよう、引き続き努力して参ります。
また、会員の皆様のご要望に寄り添い、よりパーソナルなサービスを
ご提供して参る所存でございます。

前任者同様、引き続きましてのご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

総支配人　木頃 由紀

会員各位

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

既にご案内の通り、この度新たに木頃 由紀が総支配人に
就任いたしました。
私の六本木ヒルズクラブ在任中は多大なるご支援、
お引き立てを賜り誠にありがとうございました。

本年のご愛顧に重ねて御礼申し上げますと共に、
来る年の皆様のご健勝とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
木頃就任後も引き続きご支援、ご指導を賜りたく、
何卒お願い申し上げます。

マーク ライオンズ

Dear Members,
 
Warm greetings from Roppongi Hills Club.
 
As announced, I will be leaving the position of General Manager at Roppongi Hills Club, 
with Ms. Yuki Kigoro being appointed as the new General Manager. I would like to express 
my sincerest gratitude to all of the Members during my assignment. It has certainly been 
a privilege and honor to be part of the Roppongi Hills Club team, and I am sure that you will 
extend Ms. Kigoro the same support and assistance you have so generously a�orded me.
 
I wish you health, happiness and prosperous 2018.
 
Yours sincerely,

Mark Lyons

総支配人交代のご挨拶

就任のご挨拶

Introducing our new General Manager



クラブ パティシエ、古久保裕介による
チョコレートギフトをご用意しました。
バレンタインギフトにもおすすめです。

ブラッドオランジェット ￥2,000
マンダリントリュフケーキ ￥2,800

みかんとチョコレートのジャム ￥850

日頃のご愛顧に感謝し、期間中に特別メニューをご提供します。
年末はクラブでお楽しみください。
In appreciation of your continued patronage, we are 
pleased to bring you a unique set of offerings for
the winter holiday season.

六本木ヒルズクラブは本年開業
15周年を迎えます。15周年にちなみ、

期間限定で下記ランチメニューを1,500円にてご提供します。
Roppongi Hills Club celebrates 

its 15th anniversary by offering following 
specially-priced lunch sets for only ￥1,500. Find the perfect balance of 

elegance and flavor in 
Pastry Chef Kokubo’s chocolate delights.

Blood orangette ￥2,000
Mandarin truffle cake ￥2,800

Mandarin chocolate jam ￥850

新年のお集まりに、各ダイニングにてフリードリンクの付いたプランをご用意しました。

※消費税・サービス料込み／プランは全て 2時間制とさせていただきます。　* Includes tax and service charge / The plans are available for 2 hours.

We are pleased to bring you our Spring party packages.
�ey feature the �nest seasonal cuisines and free-�owing drinks.

コース料理 / set menu

star anise, la cucina 
¥12,000
（2名様～ / from 2 persons）

the horizon room 
¥16,000 
（20名様～ / from 20 persons）

the horizon room
¥10,000 
 （30名様～ / from 30 persons）
the star bar
¥8,000～ 
（20名様～ / from 20 persons）

ブッフェ / buffet 

ご注文いただいたコースメニューを一つ上の
メニューへとアップグレード
Dinner set menu will be upgraded.
※咲コースは和牛を特選和牛に変更
※シーフード、極コースのアップグレードはございません
* For Saki set menu, Japanese Wagyu beef will 
   be upgraded to Japanese prime Wagyu beef.
* Upgrades are not available for Seafood and Kiwami set menus.
* Upgrades are available from January 5 to January 15 

天川ディナーコース  アップグレード

2018 スプリングパーティープラン
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15amakawa dinner set menu upgrade plan 

年末感謝メニュー

チョコレートギフト

12
26

12
29

�fty-one
amakawa

star anise
la cucina

the sushi bar

hyakumi-an

ソムリエセレクションボトルワイン　￥5,000均一　

ディナーコース アップグレード
ご注文いただいたコースメニューを一つ上のメニューへとアップグレード。
※シーフード、極コースのアップグレードはございません

ディナーセットメニュー碧玉　      ￥13,000 → ￥10,000

ランチセットメニュー“青森プロモーション”　   ￥3,900  →   ￥3,000
ディナーセットメニュー“青森プロモーション”  ￥12,000 → ￥10,000
ウィークエンドスペシャルディナーを期間中毎日提供 ¥5,000

土日祝日限定メニュー「お好み鮨20貫」を期間中毎日提供
お一人様 ￥10,000　

土日祝日限定メニュー「ふく御膳」を期間中毎日提供　
お一人様 ￥10,000

※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.

※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.

Sommelier’s special winter selections ¥5,000

Dinner set menu upgrade plan
Dinner set menu will be upgraded.
* Upgrades are not available for Seafood and Kiwami set menus.

Dinner menu Japsper ¥13,000 will be offered at ¥10,000

Lunch set menu "Taste of Aomori" ¥3,900 will be offered at ¥3,000
Dinner set menu "Taste of Aomori" ¥12,000 will be offered at ¥10,000
Weekend special dinner（¥5,000） will be available during the period. 

Come in any day of the week for our 20-piece a-la-carte sushi set, 
normally limited to weekends and holidays. ¥10,000 per person

Blowfish set menu will be available during the above period. 
¥10,000 per person

※チョコレートギフトには消費税を加算させていただきます。　
* Chocolate gifts are subject to consumption tax.

【開業15周年記念】

￥1,500ランチ
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（平日/Weekday）

��y-one 
star anise
la cucina 
hyakumi-an

Japanese western lunch

express lunch

Il mulino

旬膳　Shunzen　 各￥1,500/each
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January / February

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.

この季節にふさわしい温かいクラムチャウダーの他、ニューヨーカーに馴染み深い
パストラミサンドをお楽しみください。
Escape winter’s chill with a hearty clam chowder and a filling 
New York-style pastrami sandwich.
￥2,800 （平日/Weekday）

Chef ’s lunch シェフズランチ

野菜と国産牛を鉄板にて調理し、お客様の目の前でお重に盛り付けます。
温度卵とご一緒にお召し上がりください。
Enjoy teppan-grilled sukiyaki beef and vegetables prepared 
right in front of you, along with a soft-cooked egg.
￥2,200 （平日／Weekday）

Sukiyaki Lunch Box すきやき重

山椒を効かせた味わい深い鶏ガラスープで豚肉・鶏肉・数種類の野菜を
煮込んだ鍋メニュー。寒い季節にぴったりのランチです。
Warm yourself up with a delicious hot pot of pork, chicken and 
vegetables cooked in a steaming, hearty chicken broth and 
accented with the unique scent and flavor of sansho pepper.
￥1,900 （平日／Weekday）

Hot pot Lunch 火鍋御膳ランチ

ラ クッチーナ一番人気の平日ランチメニュー。
パスタとメイン料理をお選びいただけるコース仕立てです。
Chef Marcello’s authentic Italian recipes bring you a taste of 
the Mediterranean – our popular weekday-only set menu 
comes with your choice of pasta and a main dish.
￥2,800 （平日／Weekday）

Lunch La stella　ランチ La stel la

旬の味覚がたくさん詰まった彩り豊かなお弁当。月替わりでそれぞれの季節を感じ
られる料理が満載です。
Celebrate the beauty and the flavors of seasonal ingredients with our 
Japanese bento box.
￥3,900 （毎日／Daily）

Monthly Bento Lunch Box 月替わり弁当

1
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http://www.roppongihillsclub.comHP
Prices include tax and service charge for Club events except where otherwise stated.
別途記載がない限り、上記イベントの料金には消費税、サービス料を含みます。

Chef ’s Table ‘amakawa’
シェフズテーブル 天川

天川 関料理長が皆様のご愛顧に感謝して開催します。
厳選された旬の魚介類や和牛を盛り込んだ贅沢な
メニューをご用意いたします。
○2月17日（土）12:00～
お一人様 ¥14,000
Indulge in our special seasonal menu prepared 
by Chef Seki, featuring premium, fresh ingredi-
ents such as seafood, wagyu beef and more!
○February 17 （Sat） From 12:00noon
¥14,000 per person

2
17

※会員のご家族にもご参加いただけるイベントです。
Member’s family and immediate relatives are welcome to participate.
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Valentine Cooking Class
for Children
バレンタインクッキングクラス
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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  9:3 0 -21:0 0TEL 詳細は、クラブウェブサイトをご覧ください。
Details will be available on the Club website.

Lu ncheon Seminar 
w ith Professor 
Heizo Takenaka
“Japa nese economy a nd 
new development i n Abenom ics”

○2月23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。
○February 23 （Fri）
12:00noon-1:30pm （lunch, seminar） 
¥7,000 per person  
*Drinks not included.
*Cash payment required.
*Meal service after the seminar will not be provided.
*The event will be in Japanese only. 

ランチョンセミナー 竹中平蔵氏
「日本経済とアベノミクスの新展開」

2
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Holiday Club Hours
年末年始営業のご案内

ダイニング施設／Dining Facilities

ダイニング予約／Dining Reservations

11:00 -23:00
閉館
初日の出イベントのみ開催
一部ダイニング営業

通常営業再開

※1/2より通常営業（9:30-21:00）となります。
　年始のご予約はお早めにお願いします。

12/25-29  
12/30-31  
1/1　
1/2-3

1/4　　 

12/30-1/1　

Open 11:00am-11:00pm
Closed
The first sunrise event only
Partially open

Regular operation

December 25-29
December 30-31
January 1
January 2-3

January 4

Closed

* January 2　9:30am-9:00pm （Regular operation）

December 30-
January 1

クローズ　　

（フィフティワン　11:00-21:00）
（天川、スターアニス　11:30-14:00、17:00-21:00）

（fifty-one　11:00am-9:00pm）
（amakawa, star anise　11:30am-2:00pm, 5:00pm-9:00pm）

 

‘the sushi bar’ – 
One Day Sushi Chef 
ザ 鮨バー　一日鮨職人

1
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ザ 鮨バー料理長 松澤による一日鮨職人。鮨
舎利の炊き方から旬の鮨の握り方まで丁寧に
ご説明いたします。
○1月21日（日）12:00～  お一人様 ¥12,000
Enjoy a hands-on sushi-making workshop 
with Chef Matsuzawa. Learn the basics of 
sushi making including how to cook sushi 
rice to make authentic nigiri-zushi.
○January 21 （Sun） From 12:00noon  
¥12,000 per person

Members Cocktail
メンバーズカクテル

総支配人主催の会員交流イベント。会員相互
のネットワーキング構築の機会として、ご参
加をお待ちしております。
○1月19日（金）19:00～  お一人様 ¥5,000
※会員ご本人様のみご参加いただけます。
Our General Manager invites you to the 
Members Cocktail event for you to enjoy 
socializing in a casual atmosphere with 
festive cocktail menus. It will be a great 
opportunity to greet old friends and meet 
new Members. 
○January 19 （Fri） From 7:00pm  
¥5,000 per person
* This event is for Members only.

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。
Detail for children’s Entertainment will 
be made available on the Club website.

クラブ パティシエ 古久保によるバレンタインクッキングクラス
を開催します。今回は小学生を対象にクッキーへのチョコレー
トデコレーションをお楽しみいただきます。バレンタインデー
にそのままお渡しいただけるよう、ラッピングしてお持ち帰り
いただけます。
○2月10日（土）14:00～　
お一人様 ¥3,000（小学生）
Craft your own sweet masterpiece for Valentine’s Day 
using cookies and chocolate decorative flair, under the 
guidance of Pastry Chef Kokubo. Your unique handmade 
gift will be wrapped and sent home with you to give to 
that special someone.
○February 10 （Sat） From 2:00pm　
¥3,000 per person （elementary school）

Children’s 
Entertainment
キッズエンターテインメント

1 2
7 25

月替わりで旬の食材を
クローズアップし、カクテルや
デザートを含めたメニューを

各ダイニングでご用意いたします。

1月：ストロベリー
2月：国産ブラッドオレンジ
Each month, our team carefully craft 

seasonal menus, including cocktails and 

desserts, infused with a special 

ingredient chosen for that month.

January: Strawberry 
February: Blood orange

2
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アカデミー・デュ・ヴァン

ワインスクール、アカデ
ミー・デュ・ヴァンよりナパ
ヴァレーワイン協会公認エ
デュケーターの山本香奈氏
をお迎えし、アメリカ  カリ
フォルニア州のナパ、ソノマ
を中心に、最近話題のサン
タバーバラのワインをテーマ

にお話を伺います。テイスティングしていただきな
がら、カリフォルニアワインの奥深さについて解説
いたします。
○2月24日（土） 13:00～15:00
お一人様 ¥15,000

Join Ms. Kana Yamamoto, Napa Valley Vintners 
Association certified educator, for an exclusive 
tasting of wines from Napa, Sonoma and Santa 
Barbara counties. This is a great opportunity to 
explore the terroir, aroma and other characteris-
tics of Californian wines.
○February 24 （Sat） 1:00pm-3:00pm
¥15,000 per person

Wine seminar 
with ACADEMIE DU VIN
 

M

onthly 

Ingredients
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詳細はクラブウェブサイトにて
ご案内させていただきます。
○1月18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。
Mr. Fukushima is our guest speaker for the luncheon seminar 
in January. Details will be available on the Club website.
○January 18 （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.
* Families of Club Members are welcome to attend this event.

ランチョンセミナー　グレン S.  フクシマ氏 
米国先端政策研究所上級研究員「トランプ政権一年を振り返る」

Luncheon Seminar 
with Mr. Glen S. Fukushima
Sen ior Fel low, Center for A mer ica n Prog ress
“ �e Tr u mp Ad m i n istration:  A One-Yea r Rev iew ”

※ 

※ 

1
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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.

ロブスターをはじめ、新鮮な魚介類をスチームしました。4種類のソースからお好みをチョイスして
いただけます。ワインを片手に皆様でお楽しみください。
Bring a group to enjoy our seafood hot pot, featuring lobster and other fresh, 
seasonal seafood. Plus, pick from four kinds of special sauce to accent your 
perfect dish!
￥6,000 （お一人様／per person）

Seafood Hot Pot シーフードホットポット

たらば蟹や海老、冬ならではの食材を、小菅料理長による様々な調理法でご提供いたします。
There’s a delicacy for everyone in our Winter Taste Menu, featuring some of 
the finest winter treats like king crab and shrimp prepared in delicious, 
authentic Chinese styles.
￥13,000 （お一人様／per person）

Winter Taste Menu 冬の味覚メニュー

シェフ マルチェッロによる自家製タリアテッレをチェリートマトと春菊のソースでお楽しみください。
青森県産ホッキ貝とカラスミが、彩りを添えます。
Enjoy Chef Marcello’s handmade pasta masterpiece - tagliatelle cooked with cherry 
tomatoes, surf clams, bottarga and shungiku sauce.
￥2,700 （お一人様／per person）

Handmade Tagliatelle 自家製タリアテッレ

冬の味覚の代表格とも言える蟹をふんだんに使った蟹づくしの会席。ご接待やお祝いのお席にも最適です。
Discover new, scrumptious crab preparations with our luxurious crab kaiseki menu. 
￥30,000（お一人様／per person） 4名様～／from 4 persons

Crab Kaiseki 蟹会席

毎年恒例の期間限定特別会席。今年は「雲丹の真鯛包み焼き」をお楽しみください。
定番の「すっぽん雲丹スープ」はもちろん、お好みの握り7貫など、充実した内容でお届けいたします。
‘the sushi bar’ brings you “Winter Story”, a special set menu featuring winter delicacies 
available only in January and February. Menu highlights include sea urchin wrapped 
with red seabream, softshell turtle, sea urchin soup and a seven-piece sushi of your 
choice.
￥13,000 （お一人様／per person）

Winter Story 冬ものがたり

January / February
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