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On April 25th, 2018, Roppongi Hills celebrates its ��een years 
anniversary since its founding. 2018 also marks a ��een-year milestone 
for Roppongi Hills Club; I would like to extend my most sincere 
appreciations to our Members for your ongoing support and partnership.

�e Club was born as a hub of cultural center, a place for the lively 
exchange of ideas and opinions. Since its founding, the Club has enjoyed 
participation by in�uencers from various �elds, and the powerful energy 
and diversity of the people assembled here have further attracted 
new Members. I believe that this trend can only continue.

We will continue to o�er a Club that can serve as a ‘third place’ for 
our Members to spend between their home and business, a Club 
that o�ers a relaxing environment and a Club that provides 
new opportunities for all involved.

We ask for your continued cooperation and support, 
and thank you for your patronage.

Hiroo Mori
President and CEO,  Mori Hospitality Corporation
Director and Executive Vice President,  Mori Building Co., Ltd.

 President & CEO

15th 
Anniversary 

greetings

Roppongi Hills Anniversary  Events

まちと美術館のプログラム
六本木ヒルズ 15 周年記念インスタレーション

六本木ヒルズ・森美術館 15 周年記念展
建築の日本展：その遺伝子のもたらすもの

テキスタイルアーティスト「マグダ・セイエグ」
による、巨大彫刻≪ママン≫と広場の環境を、
毛糸の編み物で覆うアートが登場します。
Maman sculpture and its surrounding 66 Plaza 
will be transformed handiwork of Ms. Magda 
Sayeg, a noted textile artist who uses 
eye-catching wool coverings to turn everyday 
cityscapes into explosions of color. 

■会場：森美術館
　（六本木ヒルズ森タワー　53階）
■六本木ヒルズクラブ会員無料
■Mori Art Museum
   （53F, Roppongi Hills Mori Tower）　
■Roppongi Hills Club Members:   
   Complimentary 谷口建築設計研究所《鈴木大拙館》

2011年　金沢　撮影：北嶋俊治
Yoshio Taniguchi and Associates
D.T. Suzuki Museum　2011　Kanazawa, Japan
Photo: Kitajima Toshiharu

Roppongi Hills 15th Anniversar y Installations Roppongi Hills and Mori Art Museum 15th Anniversary Exhibition 
Japan in Architecture: Genealogies of Its Transformation

4/25 - 5/27

4/25 - 9/17

rendering, Louise Bourgeois's 1999 bronze sculpture 
Maman wrapped in fabric by Magda Sayeg in a temporary 
installation at Roppongi Hills, Tokyo, 
April-May 2018.　© The Easton Foundation/Licensed 
byJASPAR, Tokyo and VAGA, New York

2003 年に誕生した六本木ヒルズは、おかげさまで
2018 年 4 月 25 日に開業 15 周年を迎えます。
同時に、私ども六本木ヒルズクラブも同じく節目の年を
迎えることができましたのも、ひとえに日頃よりこの街と
クラブを愛し、応援してくださる会員の皆様のご尽力の賜物と、
心より御礼申し上げます。

「文化都心」をコンセプトに掲げた、六本木ヒルズの象徴的な
施設である森アーツセンターの人的交流拠点として、クラブは
誕生いたしました。以来、多くのインフルエンサーの皆様に
お集まりいただき、皆様の多様性とエネルギーが更に新しい人を
惹きつけ、このクラブはもちろんのこと、街全体の磁力を高め、
発展を続けてくることができたと考えております。

これからも、会員の皆様にとってのサードプレイスとなりますように、
そして訪れる皆様に癒しや新たな活力をご提供できる貴重な場所と
なりますよう、常に皆様に寄り添う姿勢を追及して参ります。

今後共、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション　代表取締役社長
森ビル株式会社　取締役副社長執行役員
森　浩生



May & June  Happenings

4 for 3キャンペーン4 for 3
5/3 → 5/6

fifty-one, star anise, la cucina, hyakumi-an

fifty-one, star anise, la cucina, hyakumi-an

5・6月のスペシャル

「クラブの中のクラブ」と呼ばれる同好会。ご興味やご趣味に合わせて、お気軽
にご参加いただけます。同好会を通じて、会員相互の懇親をお楽しみください。
Our “Clubs within a Club” provide Members to casually mix with other Members 
who share their interests and hobbies through Member’s events and gatherings.

六本木ヒルズクラブは開業15周年にちなみ、期間限定で15,000円にてフリーフロー付きのディナーパッケージをご提
供します。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
¥15,000 dinner packages including free flowing beverages are available during May 7 to 11 to celebrate our 

15th anniversary. Details are available on our website.

同好会Club within a Club

●ゴルフ同好会　Golf Club
名門クラブでのプレーを通じて懇親を深めます。
Build deep bonds as you play some of Japan’s most famous links.

●アート同好会　Art Club
森美術館で開催される展覧会のギャラリーツアーなど、アートを身近に触れ
る機会をご提供します。
Bring yourself closer to art – with gallery tours at the Mori Art Museum 
and other rich opportunities.

●ワイン同好会　Wine Club
ワインセミナーやディナーイベントなどのご案内を先行してお知らせいたします。
Receive priority announcements and tips on wine seminars, dinner 
events, and other occasions suited for wine aficionados.

●キッズ同好会　Kids Club
週末、休日のお得な情報や、お子様向けイベントをご案内します。誕生日をご
登録いただいたお子様には誕生月にプレゼントがございます。
Get the latest on special deals for weekends/holidays as well as events 
for children. Each child will receive a special gift during his or her birth-
day month! (Birthdate must be registered to receive gift)

同好会のご登録は、お気軽にフロント・メンバーシップにお申し付けください。
To register with a Club within a Club, please inquire our Membership team.

※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% survice charge.

上記ダイニングの対象メニューを4名様でご利用いただくと、3名様の
お食事料金でご利用いただけるキャンペーンを開催いたします。
詳しくはクラブウェブサイトをご覧ください。
During the above period, come as a party of four and pay for 

three diners. It’s a perfect choice for gatherings with friends 

and colleagues! Details will be available on the club website.

Notice of Changes in the Club Hours営業時間変更のご案内

4/29（日） ~ 5/6（日）    23:00閉館とさせていただきます。
April 29（sun） – May 6（sun）    The Club closes at 11pm

5/7 → 5/11

fifty-one

star anise、la cucina、hyakumi-an

¥15,000 （お二人様 / for two）

¥15,000 （お一人様 / per person）

メンバーズパーティー

2018年メンバーズパーティーは9月24日（月・休）12:00～14:00にて開催を予定しております。
詳細はクラブウェブサイトならびに今後のORBITALにてご案内いたします。
2018 Members party will be held on September 24, 12:00noon-2:00pm.
More information will be available on our website 
and in the forthcoming issues of ORBITAL.

Members  Party

［開業15周年記念］￥15,000ディナー
Y15,000 Dinner Menus15th Anniversary【                         】



照り焼きにしたマダイを、味噌と混ぜ合わせて軽くフライしたライスの上にのせたシェフ
ウンベルトのオリジナルの一品。手早くしっかり召し上がれる丼は、ランチにおすすめです。
A Chef Humberto original – teriyaki-style sea bream served over a bed of a 
miso paste fried rice. It’s a hearty bite we highly recommend for those seek-
ing a quick lunch.
マダイのスイートサワーグレーズ丼　Glazed sea bream　￥2,200　（毎日/daily）

Glazed sea bream マダイのスイートサワーグレーズ丼

3種類のメインからお選びいただける平日限定ランチメニューは、ヘルシーなオプションも
含めてバリエーション豊かにご用意。シェフが目の前で調理するパフォーマンスと共に
お楽しみください。
Our weekday-only lunch special provides a variety of options – including 
healthy bites! Choose from three main dishes and enjoy the show as our chef 
prepares your lunch right in front of you.
天川ランチセットメニュー　amakawa lunch set menu　￥2,200　（平日/weekday）

amakawa lunch set menu 天川ランチセットメニュー

本日のチャーハンとスープそばを、それぞれハーフサイズでご用意し、デザートとセットで
ご提供いたします。手早くランチを済ませたいという方におすすめです。
Our Express lunch set combines half-size portions of the fried rice of the 
day with noodle soup, plus a dessert to top it off. 
エクスプレスランチ　Express lunch　￥1,900　（平日/weekday）

Express lunch エクスプレスランチ

日替わりの麺と丼がセットになったメニュー。惣菜2品を含めた御膳スタイル
でご提供します。
Our Shunzen pairs the noodle dish of the day with donburi, 
served in a gozen-style with two small dishes.
旬膳　 Shunzen　￥1,900　（毎日/daily）

Shunzen 旬膳

4種のパスタの他、リゾット・ピザからメインをチョイスできる平日ランチ。本日の前菜 
4種盛り合せとデザートをセットにした、お得なランチをお楽しみください。
Our special weekday lunch set pairs your choice of main dish – from four types 
of pasta or pizza or risotto – with a sampler of four appetizers and a dessert. 
ラ クッチーナランチ　la cucina lunch　￥2,200　（平日/weekday）

la cucina lunch ラ クッチーナランチ
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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.

May & June



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。

5月：メロン
6月：国産さくらんぼ

Each month, our team carefully craft 

seasonal menus, including cocktails 

and desserts, infused with a special 

ingredient chosen for that month.

May: Melon 
June: Cherry

M

onthly 

Ingredients

2014年のノーベル物理学賞を、赤﨑勇・名城大学終身教授・名
古屋大学特別教授や中村修二・米カリフォルニア大学サンタ
バーバラ校教授とともに受賞した、名古屋大学の天野浩教授を
お迎えします。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
○5月10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。

The guest will be Professor Amano, who was awarded the 2014 Nobel Prize in 
Physics together with Professor Isamu Akasaki of Meijo University and Profes-
sor Shuji Nakamura of University of California, Santa Barbara. Details will be 
available on the Club website.
○May 10 （Thu）　12:00noon-1:30pm　￥7,000 per person （Lunch, Seminar） 
*Drinks not included.
*Cash payment required.
*Meal service after the start of the seminar will not be provided.
*The event will be in Japanese only.
*Families of Club Members are welcome to attend this event. 
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2018
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MAY

JUNE
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41 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lu ncheon Seminar 
with Mr. Haruak i Deguchi
President, Ritsumeikan Asia Paci�c University

ランチョンセミナー   
出口 治明氏
立命館アジア太平洋大学　学長 

※ 

※ 

○6月15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。
○June 15 （Fri） 
12:00noon-1:30pm
￥7,000 per person （Lunch, Seminar）   
*Drinks not included.
*Cash payment required.
*Meal service after the start of the seminar will not 
  be provided.
*The event will be in Japanese only.
*Families of Club Members are welcome to attend   
  this event. 

6
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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

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。

Secretar y’s Event
セクレタリーズ イベント

会員の秘書の皆様をお招きし、感謝の集いを開催
します。当日はクラブのお食事やサービスをご体感
いただきながら秘書の皆様同士の交流をお楽しみ
ください。
○7月3日（火）、4日（水） 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）
※ご予約時にいずれかの日程をお選びください。
※当日は、お名刺をお持ちください。
This is an evening to express our apprecia-
tion for your secretaries and assistants. We 
hope they take part to experience the Club 
whilst enjoying dinner.
○July 3 （Tue）and 4 （Wed） From 6:30pm
Complimentary; one secretary or assistant is 
invited per Member.
* This event is only for Members’ secretaries / assistants.
* Please inform your preferred date of attendance upon
   reservation.
* Kindly bring a business card on the day of the event.

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
ングの機会として、ご参加をお待ちしております。
○6月7日（木）  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 Cock-
tail for you to enjoy socializing in a casual atmosphere 
with festive cocktail menus. It will be a great opportuni-
ty to greet old friends and meet new Members. 
○June 7 （Thu）   From 7:00pm　¥5,000 per Member
*This event is for Members only.

6
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ノーベル物理学賞受賞

名古屋大学教授 天野浩氏をお迎えして
5
10

Mother’s Day
母の日プレゼント

5
12 13

母の日はぜひご家族で日頃の感
謝の気持ちをお伝えください。5月
12日（土）、13日（日）にお食事を
ご利用いただいたお母様、奥様に
ささやかなプレゼントをご用意し
ています。
Come to the Club with the family 
on Mother ’s Day as a way of 
showing your appreciation. A 
small gift will be presented to 
mothers and wives who dine at 
the Club on May 12 and 13.

Gourmet & Wine Dinner
グルメ＆ワイン ディナー

インポーターをお招き
し、「南フランスの
オーガニックワイン」
をテーマに開催しま
す。ワインはお料理に
合わせ、それぞれ2種
類ずつをご用意。ご参
加の皆様のテイスティ
ングノートをもとに、
その場で翌月のワイ
ンペアリングメニュー
を決定します。
○5月22日（火）19:00～
お一人様　￥18,000
Join for an exclusive event featuring a variety 
of organic wines from Southern France. Two 
kinds of wines wil l  be paired with every 
course. The wines for next month will be 
selected at the event based on your tasting 
notes and comments.
○May 22 (Tue) From 7:00pm
￥18,000 per person

Father’s Day
父の日プレゼント

6
16 17

父の日はぜひご家族で日頃の感謝
の気持ちをお伝えください。6月16
日（土）、17日（日）にお食事のご利
用をいただいたお父様、ご主人様
に六本木ヒルズ生ビールをお一人
様一杯プレゼントします。
Say thanks to Dad this year by 
bringing him to the Club with the 
family. A complimentary glass of 
Roppongi Hills’ draft beer will be 
presented to fathers and hus-
bands who dine at the Club on 
June 16 and 17.

English Cook ing Class 
for K ids
英語で学ぶキッズクッキングクラス

6
10

アイルランド出身の総料理
長 リアム クロティによる小
学生向けクッキングクラス。
食材や調理法について英語
で表現してみる楽しさと、実
際に料理する楽しさの両方
を味わっていただきます。お
料理はもちろん、英語による
コミュニケーションもお楽し
みください。
○6月10日（日）
11:00～13:00
お一人様　¥4,000　お子様（小学生）
Join our Executive Chef Liam Crotty to explore Irish 
food culture. Have fun learning both cooking and 
English whilst using fresh, healthy and seasonal 
ingredients! 
○June 10 （Sun）
11:00am-1:00pm
¥4,000 per child（elementary school）

5
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Special Tour 'Sony Square'
ソニー「Sony Square」ツアー

幅広い事業を展開するソニーの
「今」と「その先」を体感できる世
界で唯一のショールーム「Sony 
Square」(ソニー品川本社内)の
ツアー。クラブでのランチをお楽
しみいただいた後、ソニー本社に
ご案内いたします。
○5月22日（火）11:30～14:30
お一人様　¥3,500 （ランチ、タクシー代、保険料、税金、サービス料）
※クラブにご集合いただき、ランチをお召し上がりいただきます。
※タクシー（3名様ずつ分乗）にて、ソニー本社にご案内いたします。
※ツアー終了後は、現地解散となります。帰路の交通費は含まれておりません。
We will make a special tour to the 'Sony Square', a closed 
facility located at the headquarter of Sony Corporation. 
Experience the latest products and technologies produced 
by Japan's leading company who released countless 
"Japan's first" and "world's first" products through spirit of 
challenge to "do what has never been done before".
○May 22 (Tue)  11:30am-2:30pm
￥3,500 per person (lunch, taxi, insurance, tax and service charge)
* A lunch will be available at the Club before departure of the tour.
* Participants will take a taxi together (capacity 3pax) to the Sony headquarter.
* The tour will finish at the Sony headquarter.
* The event will be in Japanese only.

5
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Luncheon Seminar   with 
Prof. Hiroshi Amano  Na goya Universit y

※ 

六本木ヒルズ15周年記念セミナー

ランチョンセミナー   『世界を照らすLED』※ 



アンガスビーフ、ラムチョップ、大山鶏など、様々なお肉を盛り付けました。ワインを片手に
皆様でシェアしてお楽しみください。
Come in a group to enjoy our Mixed grill platter featuring Angus beef, lamb 
chops, and Daisen chicken. This is a perfect dish for sharing around the 
table over a glass of wine.
ミックスグリルプラッター　Mixed grill platter　￥6,500

Mixed grill platter ミックスグリルプラッター

食材豊富な北海道をテーマにしたメニュー。小菅料理長による様々な調理法にて、
初夏を感じるメニューをご提供します。
Our special menu highlights Hokkaido’s bounty of culinary delights, 
prepared in an exciting ways by our Chef Kosuge and accented with 
the flavors of early summer.
初夏の味覚　Taste of Early Summer　¥13,000（お一人様／per person）

Taste of Early Summer 初夏の味覚

今回はイタリア北東部に位置するヴェネト州をテーマにしました。旬のホワイトアスパラガ
スをはじめとした料理はもちろん、名産のワインも取り揃えております。
Introducing the flavors of Veneto, in the northeast of Italy. Enjoy unforgetta-
ble seasonal favorites such as white asparagus and famed local wines.
ヴェネト　Veneto　￥12,000（お一人様／per person）

Veneto ヴェネト

初夏の訪れを告げる「マコガレイ」をご用意しました。甘みを引き立てる藻塩と酢橘で
さっぱりとお召し上がりください。
We bring you the makogarei turbot, an early-summer delight. Our special prepa-
ration with seaweed salt and sudachi citrus offers a sweet, refreshing twist.
マコガレイ　Makogarei turbot　￥1,000

Makogarei turbot マコガレイ

May & June
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岐阜県飛騨地域と富山県南部地域を指す「飛越地方」をテーマに、当地の食材と日本
酒を取り揃えました。旬の山菜や寒干大根をはじめ、飛騨牛もご用意しております。
The Hietsu region of central Japan takes the spotlight for our limited-time 
menu. The area, comprised of portions of Gifu and Toyama Prefectures, is 
rich in wild vegetables and is home to the famed Hida Beef. Look for local 
favorites like dried daikon, plus regional Japanese sake.
飛越　Hietsu　￥18,000（お一人様／per person）

Hietsu 飛越

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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