
夏を満喫！
多彩なプランで

Delicious food
and fun events to enjoy
the hot summer days!
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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。

7月：杏
8月：桃

Each month, our team carefully craft 

seasonal menus, including cocktails 

and desserts, infused with a special 

ingredient chosen for that month.

July: Apricot
August: Peach
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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。

2018 Firework Festivals

神宮外苑花火大会
東京花火大祭

花火大会をクラブでお食事ととも
にお楽しみください。詳しくはウェ
ブサイトをご覧ください。
Enjoy Tokyo's featured fire festivals 
whilst dining at the Club. Details are 
available on our website.

One-day Sushi Chef
一日鮨職人 8
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ザ 鮨バー料理長 松澤による一日
鮨職人。握り、細巻の作り方を、丁
寧にご説明いたします。
○ 8月26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.
○August 26 （Sun） From 12:00noon
¥12,000 per person

‘la cucina’ Summer lunch bu�et
ラ クッチーナ サマーブッフェ 8

25 26

8月25日、26日の2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。人気のローストビー

フ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25日(土)、26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。
※表記価格に消費税と10%のサービス料を加算させていただきます。
Pick and choose from your favorite appetizers, pizzas, or 
desserts on our buffet table. Made-to-order pastas, 
risottos, and other main dishes will be delivered to your 
table. Be sure to save room for our popular live station, 
featuring roast beef.
○August 25 (Sat) and 26(Sun)
¥5,500 per adult　
¥2,500 per child （elementary school）  ¥2,000 per child （4-6 years old）
* Prices for children’s buffet will include appetizers, pizzas and desserts.
* The price is subject to consumption tax and a 10% service charge.

Lu ncheon Seminar    
w ith Mr. Tsuyoshi Tane

詳細はクラブウェブサイトにて
ご案内いたします。
○7月24日（火）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 Mr. Tane as our guest for our July 
luncheon seminar. Details will be made available on 
the Club website. 
○July 24 （Tue）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    田根 剛氏
建築家
「未来の考古学 ～未来に向かう日本建築～」
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※ 

※ 

Sake Maker’s Lu nch 

九州北部、麦焼酎発祥の地「壱岐の島」で焼酎
を造る重家酒造より、専務取締役の横山太三
氏をお招きします。当日は創業当初から変わら
ぬ製法でつくり続けられている焼酎をはじめ、
日本酒「横山五十」を長崎の食材を使った鮨会
席と共にご用意します。
○7月21日（土）12:00～　お一人様 ￥18,000
Craft brewers at Omoya Shuzo Brewery, a storied 
Nagasaki establishment with more than ninety 
years of history, bring you a curated selection of 
famed shochu and sake, including Yokoyama 
Goju. Savor a refined marriage of shochu and 
sushi kaiseki, featuring fresh seafood from Naga-
saki orchestrated by Chef Matsuzawa.
○July 21（Sat）From 12:00noon　￥18,000 per person

酒＆鮨ランチ「重家酒造」

Photo: Yoshiaki Tsutsui
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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

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。
○8月6日（月）  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 seasonal cocktail menus. It will be a great opportu-
nity to greet old friends and meet new Members. 
○August 6 (Mon）   From 7:00pm　¥5,000 per Member
*This event is for Members only.
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Cook ing Class for K ids – 
Italian cu isine
イタリア語で学ぶキッズクッキングクラス

8
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外国語で楽しむ小学生向けのクッキングクラス。第2回目は
イタリア出身のラ クッチーナ料理長 マルチェッロと一緒に
学ぶイタリア語。ピザなどを作りながら、食材や調理法をイ
タリア語でレッスンします。お料理はもちろん、イタリア語
によるコミュニケーションもお楽しみください。
○8月4日（土） 11:00～13:00
お一人様　¥4,000　お子様（小学生）
Join Chef Marcello of la cucina on a delicious explora-
tion of Italian food culture – complete with a primer on 
Italian food terminology. 
○August 4（Sat） 11:00am-1:00pm
¥4,000 per child（elementary school）

Secretary’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 appreciation 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.

Art Society: Gallery Tour Mori Art Museum 
Roppongi Hills and Mori Art Museum 
15th Anniversar y Exhibition
Japan in Architecture: Genealogies of 
Its Transformation
アート同好会 森美術館 
「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」
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六本木ヒルズクラブアート同好会
の皆様を本展覧会にご案内いた
します。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。
○7月12日（木） 19:00～　
お一人様 ￥3,000
※ツアーは日本語のみになります。
※ギャラリーツアーにご参加いただく方は
　アート同好会への登録をさせていただきます。
　また、同好会のご入会のみも承ります。
A tour for Members of Roppongi Hills Club Art Society will be 
held. Please join us at 7pm before the start of the tour for drinks.
○July 12 （Thu） From 7:00pm　￥3,000 per person　
* The tour will be in Japanese only.
* Please note that the participants will be registered for the Art Society.
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「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



July & August  Happenings
7・8月のスペシャル

六本木ヒルズクラブは開業15周年にちなみ、毎月15日に特別オファーをご用意しています。
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
To celebrate our 15th anniversary, the Club will make a special offering to our Members on every 15th 

of the month. Details are available on our website.

パラピカールPara Picar
fifty-one

夏麺ランチSummer Lunch Set
hyakumi-an

スペイン語でおつまみや軽食を意味する「パラピカール」。
シェフ ウンベルトによるカラマリやソーセージ、シーフードライスなどの
お酒が進むメキシカンおつまみをフリーフローのドリンクとともにご用意
しました。暑気払いをはじめとするお仲間同志のお集まりに、ぜひご利用ください。
Chef Humberto brings you Para Picar – it’s a Mexican tapas dishes 

served best with a cold alcoholic beverage, and, most importantly, 

with good company.

パラピカール Para Picar　（ディナー／Dinner）
￥7,000 お一人様・2名様より／per person・from 2 persons

（フリードリンク２時間込み／including 2 hours of free flowing beverage）

食欲の落ちる暑い時期に、さっぱりとお召し上がりいただける
冷たい蕎麦やうどんのランチセットが新たに登場しました。
Beat the summer heat and re-energize with our new refreshing noodle set lunch.

・山葵風味のサラダそば　Chilled soba noodles, wasabi, radish salad

・海老大葉かき揚げ そば又はうどん（冷・温）　Udon/Soba noodles, White shrimp, shiso leaf tempura

・田舎煮茄子と鶏味噌うどん（冷・温）　Udon noodles, Miso marinated chicken, eggplant 

￥1,900（平日／weekdays）

フードバトル 「夏の冷麺対決」

Chef Hirofumi Kosuge
star anise
Cold noodles

Chef Yosuke Osada
hyakumi-an
Summer lunch set

7/1-8/31

人気メニューはどちらか！？会員の皆様の投票で
クラブの人気メニューを決める、メニュー対決を開催します。
７月８月は、夏におすすめの冷やし麺対決
 「スターアニス 冷やし麺 vs 百味庵 夏麺ランチ」。
メニュー対決にご参加いただいた方の中から抽選で、
クラブよりプレゼントをご用意しています。
詳細はクラブウェブサイトをご覧ください。
This July and August, we pit star anise against 
hyakumi-an in the battle of the summer noodle dishes. 
In this face-off, Members are welcome to cast their votes 
and help crown a new Club favorite menu item.
Members participating in the promotion will be entered 
into a special prize drawing! Details are available 
on our website.

Culinary Challenge

Su mmer Recommendations
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Rock Lobster

平日にフリードリンクとともにお楽しみいただいている、
「パラピカール」。週末はお料理のみのご注文が可能です。
ぜひ、ご家族皆様でお楽しみください。（除く8/11）
Bring the whole family in for our popular Para Picar, 
a menu of Mexican tapas-style.（Excludes August 11）
     パラピカール Para Picar
¥5,000 お一人様／per person （2名様より／from 2 persons）

伊勢海老

     ランチタイム限定で伊勢海老半身のご追加を特別に
￥3,000でご提供します。
A special additional dish of half Live rock lobster will be 
offered at ¥3,000

20 pieces of sushi à 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.
     お好み鮨20貫 20 pieces of sushi à la carte
¥10,000 大人／per adult　
※8/13-15もご用意しています。　* Also available from August 13 to 15.

お好み鮨20貫

Shabu Shabu Gozen

「ボーノポークぎふ」のしゃぶしゃぶをお好きなだけお楽しみください。
Enjoy unlimited service of Buono Pork Gifu and vegetables.
     しゃぶしゃぶ御膳 Shabu Shabu Gozen
¥7,000 大人／per adult　
¥3,500 お子様（小学生）／per child（elementary school）
※ランチもご用意しています。　* Also available for Lunch

しゃぶしゃぶ御膳

Para Picar パラピカール

15% O� Campaign

フリードリンク（2時間）とセットの下記週末メニューを
15%OFFにてご提供します。
la cucina will offer 15% off on the following weekend menus,
which are available with free flowing bevarage（2 hours）.
     マルチェッロファミリースタイルランチ Marcello’s Family Style Lunch
¥5,900→¥5,015  お一人様／per person
     サンデーブッフェブランチ Sunday Buffet Brunch
¥6,500→¥5,525 大人／per adult
     ウィークエンドスペシャルディナー Weekend Special Dinner
¥8,000→¥6,800 お一人様／per person

15%OFFキャンペーン

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.
     ウィークエンド 飲茶ランチ Weekend Dim Sum Lunch
¥3,900 大人／per adult
¥1,950 お子様（小学生）／per child（elementary school）

期間限定プロモーションメニューの四川料理を含む
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.
     ウィークエンド オーダーブッフェ Weekend Order Buffet
¥7,200 大人／per adult
¥3,600 お子様（小学生）／per child（elementary school）

Weekend Menus ウィークエンドメニュー

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.



ご好評をいただいているシェアリングスタイルのプラッターディナー。７月8月は柔らかく
旨みが詰まったオーストラリア産熟成牛ランプのステーキをお届けします。
Come in a group to enjoy the tender and rich Australian dry aged beef rump 
steak. This is a perfect dinner for sharing around the table over a glass of wine.
ドライエイジング ビーフランプ プラッター　Dry aged beef rump steak platter
￥6,500（お一人様／per person）

Dry aged beef rump steak platter
ドライエイジング ビーフランプ プラッター

シェフ小菅が織り成す洗練された四川料理。辛味が得意でない方もお楽しみいた
だける、上品かつ深い味わい、芳醇な香りが広がるメニューをご堪能ください。
Savor the complexity of Szechuan cuisine – with its aromatic spices 
and rich mellow flavors – for both lunch and dinner.
四川　Szechuan　¥13,000（お一人様／per person）

Szechuan 四川

地中海に浮かび食材の宝庫として知られるシチリア島。マグロのカラスミやイワシのパス
タなど、海の幸を随所に盛り込んだシチリアの夏の味をお楽しみください。
Explore the culinary treasure of Sicily, offering bright summery menus 
using Sicilian seafood such as bottarga di tonno, sardine and more!
シチリア　Sicily　￥12,000（お一人様／per person）

Sicily シチリア

料理長 松澤による恒例の期間限定特別会席「夏ものがたり」。ご好評の雲丹のスープや
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, featuring menus such as 
fresh sea urchin soup and grilled eel.
夏ものがたり　Summer story　￥13,500（お一人様／per person）

Summer story 夏ものがたり

July & August
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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 deli-
cacies 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

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.



料飲部新ディレクターの宇藤と新アシスタントディレクターの佐藤が着任いたしました。

�e Club Welcomes Food & Beverage
Director Hiroshi Uto and Assistant Director Kazu hiro Sato 

この度、料飲部に新しく2名の責任者が異動により着任しました。
ディレクターの宇藤は12年間グランド ハイアット 東京にてキャ
リアを積み、アシスタントディレクターの佐藤はアークヒルズクラ
ブをはじめ、会員制の施設で長くキャリアを重ねてきました。
それぞれが異なる施設で得た経験や専門性を活かし、皆様のビ
ジネスからプライベートまでの多様なご利用目的に最適なサービ
スを提供して参ります。日々皆様よりいただく、お褒めの言葉やご
意見は、私どもの励みでありクラブらしいおもてなしを追及してい
く原動力でもあります。ご要望等、お気軽にお声がけください。
開業より15周年と言う節目の年を迎え、益々皆様にお喜びいただ
けるクラブで有り続けるために、これからも進化を続け、皆様に
とって上質な日常を提供する唯一無二のクラブで有りたいと願っ
ております。引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

The Club is proud to announce that Mr. Hiroshi Uto and Mr. Kazuhiro 

Sato have been newly appointed as the Director and Assistant Director 

of our Food and Beverage team.  Uto brings his twelve years of experi-

ence at Grand Hyatt Tokyo to bear, while Sato gained a long career in 

Membership Clubs including Ark Hills Club. In their new role, they are 

responsible to oversee all our food and beverage operations in our din-

ing and event venues. 

They say “we look forward to serving you at the Club both for your busi-

ness and private occasions. Please continue to give us your feedback in 

order for us to offer a level of service expected by our Members”.

Moving forward, as the Club approaches its fifteen-year milestone, we con-

tinue to evolve as a team and to serve as a focal point for our Members. 

We thank you, as always, for your continued patronage. 
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都内の会員制クラブを皮切りに1998年アークヒルズクラブの開業に携わる。
以来、約20年間にわたり料飲部を担当、アシスタントディレクターを経て2018年3月より現職。

佐藤 和浩
福岡や名古屋のホテルを経て、2006年よりグランド ハイアット 東京にて
婚礼セールスや料飲部などの責任者を務める。2018年4月より現職。

宇藤 弘司

Kazuhiro Sato Assistant director   Food and Beverage Hiroshi Uto Director   Food and Beverage
After gaining a wealth of experience at hotels in Fukuoka and Nagoya, 
Mr. Uto joined Grand Hyat t Tokyo in 2006 before taking his current 
position with the Club in April 2018. His extensive experience makes him 
especially suited for his new role. 

Mr. Sato joined Ark Hills Club for its opening in 1998, serving in the 
Food and Beverage department for nearly twenty years. He joins us as 
Assistant Director as of March 2018. 

料飲部　アシスタントディレクター　（写真左／left）　 料飲部　ディレクター　（写真右／right）
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