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特別なときを

Welcome Spring!
Enjoy our light, 
healthy menus.
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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

Chivas Regal Whisky Dinner
シーバスリーガル　
ウィスキーディナー 

シーバスリーガル ア
ンバサダーのトモス・
ブルックス氏をお招き
します。ブルックス氏
に本イベントの為に特
別にご用意いただく
非売品アイテムを含む
ウィスキーとザ  ホラ
イゾンルーム料理長  
成田のフランス料理のマリアージュをお楽しみください。
○3月15日（木）  19:00～ 
お一人様 ¥18,000
Join us for a momentous evening at our Whisky 
Dinner with Mr. Tomos Brooks, Brand Ambassador 
for Chivas Regal in Japan. Chef Narita of ‘the hori-
zon room’ and his culinary team will craft a special 
set menu to be paired with Mr. Brooks’s exclusive 
selection.
○March 15 （Thu）  From 7:00pm
¥18,000 per person

Cook ing Class by 
Chef Hu mber to of ‘� � y-one’
フィフティワン シェフ ウンベルト 
クッキングクラス 

シェフ ウンベルトによるクッキングクラスを開催します。
セビーチェをはじめとするウンベルトの故郷、メキシコの
家庭料理を伝授いたします。クッキングの後は皆様でお
食事をお楽しみください。
○3月6日（火）  11:00～
お一人様 ¥8,000 （お食事込み）
Join Chef Humberto of ‘f ifty-one ’ as he reveals 
the cul inary secrets of home-cooked Mexican 
cuisine, including ceviche. After cooking, enjoy 
a specially prepared lunch by Chef Humberto. 
○March 6 （Tue）   From 11:00am
¥8,000 per person （Includes lunch）

Sake Dinner featu ring 
Hietsu
酒ディナー　飛越

5月より百味庵で開催予定の飛越地方プロモーションに先駆
け、「醴泉」や「羽根屋」など飛越の銘酒をご紹介いたします。春
の味覚を盛り込んだ百味庵料理長 長田特製の各種肴と共に
お楽しみください。
○4月13日 （金）  19:00～　お一人様 ¥15,000
Get a sneak peek at premium sake from the Hietsu region 
(parts of Gifu and Toyama) before we launch a special 
promotion for the area in May at ‘hyakumi-an’. Celebrate 
the arrival of spring with premium local brews such as 
“Reisen” and “Haneya” along with a set menu featuring 
spring delicacies carefully prepared by Chef Osada.
○April 13（Fri）  From 7:00pm　¥15,000 per person 
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Lu ncheon Seminar 
w ith Mr. Ken Shibusawa
Founder and Chairman, Commons Asset 
Management, Inc.Chief Executive O�cer, 
Shibusawa and Company, Inc.

ランチョンセミナー   渋澤健氏
コモンズ投信株式会社 会長　　　　　　　　　　　
シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役
～明治150年を節目に～ 

『渋沢栄一の「論語と算盤」で未来を拓く』 

※ 

※ 

※ 

※ 

○4月13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。
○April 13 （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. 
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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。

 

A special giveaway 
of Hina-matsuri 
cook ies

3月3日（土）にご来館されたお子様に、
雛まつりクッキーをプレゼントします。
また、毎週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。
お気軽にお立ち寄りください。
Special Hina-matsur i  cookies 
prepared by Pastry Chef Kokubo 
will be offered to children visiting 
the Club on Saturday, March 3.
Enjoy a series of kid ’s entertain-
ment scheduled on Sundays.

雛まつり
クッキープレゼント

3
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Tsuk iji Walk ‘the sushi bar’
築地ウォーク ザ 鮨バー　最終回

築地市場の移転に伴い、長年ご愛顧いただいた本イ
ベントも最終回を迎えます。料理長 松澤が築地市
場へご案内いたします。お買い物の後はクラブに戻
り、当日仕入れた食材を使ったスペシャルランチを
ご用意します。
※お申込み者多数の場合は、抽選とさせていただきます。参加ご希
　望の方は3月21日までにお申し込みをお願いします。
○4月14日（土）  8:45～　お一人様　¥13,000
Join Chef Matsuzawa for the last Tsukiji fish 
market tour before its relocation. After returning 
to the Club, enjoy a specially prepared lunch 
using Tsukiji market famous produce.
○April 14 （Sat）  From 8:45am　¥13,000 per person
*The participants will be selected by a lottery if the number
  of reservation exceeds capacity. Please make your reser-    
  vation by March 21.
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Secretar y 
Appreciation 
Week s
セクレタリーズ
ウィーク

4
16 30

会員の秘書の皆様へ
の感謝の思いをこめ
て、毎年恒例のセク
レタリーズウィークを
開催します。「セクレ
タリーズウィーク ゲス
ト券」を 4 月上旬に
お届けいたしますの
で、秘書の方々にご
利用いただきたく、
ご案内申し上げます。
In April, the Club honors secretaries!
Secretary ’s Week Guest Ticket will be 
delivered to you in early April. Show your 
amazing professionals how much you 
appreciate their efforts by treating them 
to a delectable experience at the Club.

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。
○3月26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 Cocktail 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. 
○March 26 （Mon）   From 7:00pm
¥5,000 per Member
*This event is for Members only.
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Lu ncheon Seminar 
w ith Mr. Shin Sakane
President & CEO, Seven Dreamers Laboratories Inc.

ランチョンセミナー   阪根信一氏
セブン・ドリーマーズ・ラボラトリーズ株式会社
代表取締役社長　理学博士
『世界一イノベーティブな会社へ－
ランドロイドからゴルフシャフトまで』

※ 

※ 

○3月29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。
○March 29 （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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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。

3月：キウイフルーツ
4月：河内晩柑

Each month, our team carefully craft 

seasonal menus, including cocktails and 

desserts, infused with a special 

ingredient chosen for that month.

March: Kiwifruit 
April: Kawachi Bankan

M

onthly 

Ingredients



March & April  Happenings

Enjoy our free flowing beverage package perfect for welcome 

and farewell parties. 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.

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。
歓送迎会などのお集まりに、ぜひご利用ください。
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。

Free Flowing 

Beverage 

Package

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

‘amakawa’ and ‘the sushi bar’ will open from 5:00pm 

on weekends and holidays during March 3 to May 6. 

ウィークエンド&ホリデー

天川とザ 鮨バーは、3月3日~5月6日の土日祝日につきましては、
17時より営業いたします。
お早目のお食事にご利用ください。

Weekend and 

Holiday Specials

amakawa, the sushi bar

4 for 3キャンペーン

4 for 3

5/3 → 5/6

3/3 → 5/6

下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。
Enjoy the following menus at our dinings. 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!

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

※ラ クッチーナ Sunday Buffet Brunch（5/6）のお子様料金のご利用は特典の対象外となります。
※料金には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます。
※ゲスト券のご利用は対象外となります。
* Children prices for Sunday Buffet Brunch（5/6） are excluded from this offer.
* All prices are subject to consumption tax and a 10% service charge.
* Guest ticket use are excluded from this offer. 

￥3,800

￥3,800
 

￥9,000

 

￥11,000

￥12,000

￥10,000
hyakumi-an 
百味庵

fifty-one 
フィフティワン

star anise 
スターアニス

ｌa cucina 
ラ クッチーナ

Weekend Lunch

Business Lunch

Marcello Family Style Lunch
（5/3-5）

Sunday Buffet Brunch
（5/6）

Bento Box

Crystal

Veneto 
Promotion

Akane

Chef's Grand 
Tasting Menu

ランチ /Lunch ディナー /Dinner

￥3,900

￥4,500

￥3,900

キッズクラブではお子様向けのイベントや特典をご用意しています。
ご登録フォームはクラブウェブサイトClub Magazine & Brochuresページよりダウンロードいただけます。
皆様のご登録をお待ちしています。
Roppongi Hills Club runs Kids Society where children can enjoy various events and benefits.
Registration Form is available to download from our Club website, Club Magazine & Brochures page.

Kids Society

3/1 → 4/30

Member Introductory 

Campaign
会員ご紹介キャンペーン

会員ご紹介キャンペーンを実施いたします。
新規会員様をご紹介いただきました際には、預託金免除（通常50万円）にて
お迎えさせていただきます。ご紹介いただいた会員様には六本木ヒルズクラブ
お食事券（10万円）を進呈させていただきます。会員の皆様のご支援ご協力を
何卒お願い申し上げます。
Roppongi Hills Club will run a Member introductory campaign offering 

benefits to new Members and the introducing Member.

New Members introduced may be exempt from Initiation Deposit.

 In addition, Roppongi Hills Club Dining Voucher （￥100,000） will be 

offered to Members who provide us with an introduction.

3・4月のスペシャル

フリーフロープラン

六本木ヒルズクラブ キッズクラブ



ヘルシーながらもご満足いただける、
バラエティ豊かなメニューをご用意しています。ぜひ、お気軽にご利用ください。

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.

March & April

ミネラルや食物繊維が豊富なキヌアを使用したサラダ。
ジンジャードレッシングでさっぱりとお召し上がりいただけます。

Try our delicious and nutritious quinoa salad 
– it’s rich in fiber, protein and minerals – served alongside fresh 

marinated salmon topped with ginger dressing. 
サーモンのポキとキヌアのサラダ　Salmon Poke & Quinoa

￥2,200

Salmon Poke & Quinoa 
サーモンのポキとキヌアのサラダ

f i f t y- on e

お肉を使用していない、ふんわりした食感の豆腐ハンバーグ。
3種類のソースでお楽しみください。

Savor our fluffy tofu hamburger at will 
– our meat-free delight is served with three kinds of sauces.
豆腐ハンバーグランチセット　Tofu Hamburger Lunch Set

￥2,200（平日のみ／weekdays）

Tofu Hamburger Lunch Set
豆腐ハンバーグランチセット

a m a k aw a

炭水化物と油の使用を控えたヘルシーランチセット。
旬の菜の花ソースでいただく鶏胸肉、こんにゃく麺のサラダの他、

温かな湯葉麺とご満足いただける内容です。
Keep the carbs and the calories low with this set 

– served with chicken breast, field mustard sauce, 
konnyaku noodle salad and a warm bowl of yuba noodle soup. 

ヘルシーランチ　Low-Calorie Lunch
￥2,400（平日のみ／weekdays）

Low-Calorie Lunch
ヘルシーランチ

s t a r a n i s e

さっぱりとした真鯛のインボルティーニをアラカルトでご用意いたします。
野菜ベースのソースがスチームされた淡泊な魚の味わいを引き立てます。　
Steamed sea bream involtini will be offered a la carte, with its mild 

flavor enriched by a sauce crafted from seasonal vegetables. 
真鯛のインボルティーニ　Sea Bream Involtini

￥2,900

Sea Bream Involtini 
真鯛のインボルティーニ

l a c u c i n a

3
1

4
30

Find variety of healthy and delicious lunches at the Club.



じっくりと煮込まれた牛肉は柔らかく、濃厚な味わい。コクのある赤ワインソースでお召し
上がりください。シェフ ウンベルトおすすめの一皿です。
Chef Humberto’s red wine-braised short ribs are meltingly tender and rich 
with flavor. They’re especially fabulous over mashed potatoes.
オーストラリア産　ショートリブ赤ワイン煮込み Braised Short Ribs 
￥3,200

Braised Short Ribs
ショートリブ赤ワイン煮込み

 素材本来の旨味と風味が最大限に引き出された、洗練された広東料理を
お楽しみください。ランチ（¥3,800）もご用意しています。
Chef Kosuge brings you authentic yet sophisticated 
Cantonese cuisine using the finest of seasonal ingredients.
広東　Canton　¥13,000（お一人様／per person）

Canton 広東

豊かな自然に恵まれた食材の宝庫といわれるウンブリア州。そのウンブリアにて独自の技
法を用いて作られているカステッロ・モンテヴィビアーノ・ヴェッキオ社のオリーブオイル
や赤ワインを随所で使用したウンブリアの味覚をお楽しみください。
Umbria is famous for its exquisite cuisine and true culinary treasures. Let us 
bring you the best of that region, infused with flavors like Castello Monte 
Vibiano Vecchio's extra virgin olive oils and red wines.
ウンブリア　Umbria 　￥12,000（お一人様／per person）

Umbria ウンブリア

March & April

3
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春の訪れを告げる日本の山の幸、海の幸を特別会席でご用意いたします。
桜鯛や京都産の筍など、この時期だけの贅沢をご堪能ください。
Indulge in Chef Osada’s special Kaiseki set dinner, showcasing 
Japan’s finest spring ingredients from both land and sea.
春の味覚会席 Taste of Spring Kaiseki
￥18,000（お一人様／per person）

Taste of Spring Kaiseki 春の味覚会席

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.



料理人としての基礎をフレンチで積み、主に南米を中心に食
材や調理法を学び、人 と々の交流によってスキルを磨きまし
た。例えば、このラムシャンクは母国メキシコを代表する乾燥
唐辛子がアクセント。バニラビーンズでスモークし、マイルド
な辛さと香りで親しみやすい味わいを表現しています。今回
は醤油等を使い、より皆様に馴染みやすい味でご用意してい
ます。クラブの中でも、『フィフティワン』はカジュアルにもビ
ジネスにも対応するバラエティに富む料理を提供するダイニ
ングです。料理の美味しさは味や香りのバランスで決まると
考えています。皆様に好まれる味わいを探求し、会話が弾む
思い出に残る料理でご期待にお応えしたい。会員の皆様にお
喜びいただける多彩なメニューを提案してまいります。

My career began in French cuisine after com-

pleting my degree in Buenos Aires. I enjoy bring-

ing people together through food and I believe 

that offering a careful balance of aromas and fla-

vors are very important when delivering culinary 

creations. I’m excited to share my signatures 

with you – like Mexico’s classic lamb shank 

which is accented with chili smoked vanilla 

beans – I’m also looking forward to delivering 

menus using local flavors. I will strive to create 

unique and sophisticated menus to enhance 

your dining experiences at ‘fifty-one’. 

香りと味のバランスを考慮しながら、
思い出や記憶に残る料理をご提案します。

What makes a culinary memory? 
A careful balance of aromas and �avors.

13

Humberto Canales
Chef de Cuisine, ��y-one

ウンベルト カナレス
フィフティワン料理長

アルゼンチンの大学でオート
キュイジーヌと調理学の学位を取得
した後、南米や中東のホテルの
副総料理長を務め 2017年 10月より現職。

Born in Mexico, Chef Humberto worked 
extensively at luxury hotels in Central 
America after obtaining a post-graduate 
degree in Haute Cuisine and Cuisine 
Management. He joined the Club in Oct. 
2017 following executive sous-chef 
postings at hotels in the Middle East
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