
Party Plan 
パーティー プランのご案内



COLD SELECTION

Shrimp and grapefruit cocktail, vincotto sauce
Marinated sea bream, basil yogurt sauce, rocket salad 
Smoked salmon, pickles, garlic toast
Seared beef tagliata, gribiche sauce, blanched vegetables
Penne and eggplant salad, romesco sauce, parmesan cheese 
Parma ham and cold cuts, fresh fruit, grissini
Assorted sandwiches, potato chips 

HOT SELECTION

Sautéed shrimp and scallops, chili sauce
Pan-fried fish, brown butter sauce, creamed spinach
Sautéed chicken, mustard sauce, herb crust, roasted root vegetables 
Grilled beef sirloin, basil sauce, caramelized sweet potatoes
Thai style vegetables and coconut red curry, steamed rice
Gratinated potato gnocchi, Bolognaise sauce, Gruyere cheese
Chef’s recommended linguine

DESSERT

Assorted pastries, fruit
Fruit mousse and jellies 

DRINKS

Beer, Wine, Whisky, Soft Drinks
Coffee or Tea

小海老とグレープフルーツのカクテル　ビンコットソース

真鯛のマリネ　ルッコラサラダとバジルヨーグルトソース

スモークサーモン　ピクルスとガーリックトースト

牛肉のタリアータ黒胡椒風味　彩り野菜とグリビッシュソース

ペンネと茄子のロメスコソース和え　パルメザンチーズ添え

パルマ産生ハムとコールドカッツ　果実とグリッシーニ添え

各種サンドウィッチの盛り合わせとポテトチップス

小海老と帆立貝のチリソース煮

鮮魚のポワレ　焦がしバターソースとクリームホウレン草　

若鶏の悪魔風　根菜のローストとマスタードソース

牛サーロインの網焼き　薩摩芋のキャラメリゼとバジルソース

野菜とココナッツミルクのタイ風レッドカレー　スティームライス

ポテトニョッキのグリュイエールチーズ焼き　ボロネーズソース

シェフお勧めリングイネ

デザートセレクションとフルーツ

果実のムースとジュレを小さな器に入れて

ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク

コーヒー又は紅茶

Buffet Style

Buffet style menu (Western), beverages, room charge for 2 hours
and audio-visual initial charge.

Available from 30 guests

10,000 yen per person(excludes tax, includes10% service charge)

立食ブッフェスタイル

お料理 (洋食)、お飲物、会場料金 (2時間)
音響照明基本料

人数：30名様より

お一人様10,000円 (消費税別・サービス料込み)



COLD SELECTION

Angel prawn and scallop cocktail, Tosa jelly, yuzu dressing
Sea bream tartare and avocado salad, balsamic sauce
Assorted French cheese, dried fruit, walnut bread
Freshly baked bread, rolls
Marinated Dalian jellyfish and leek
Barbecued black pork
Three kinds of marinated vegetables
Braised beef

HOT SELECTION

Salmon baked in puff pastry, choron sauce, sautéed spinach
Grilled pork shoulder, mustard sauce, caramelized sweet potatoes 
Gratinated potato gnocchi, chicken, mozzarella cheese
Seafood and mushroom rice pilaf, wild parsley
Braised shrimp, chili sauce, assorted vegetables
Wok-fried beef fillet and vegetables
Fried noodle, Shanghai style

DESSERT

Assorted pastries, fruit
Fruit mousse and jellies 

DRINKS

A glass of Sparkling Wine, Beer, Wine, Whisky, Soft Drinks
Coffee or Tea

天使の海老と帆立貝のカクテル　土佐酢ゼリーと柚子の香り

真鯛のタルタルとアボカドのサラダ　バルサミコソース

フランス産チーズ　ドライフルーツと胡桃パン添え

パンとロール

大連産クラゲの葱和え

黒豚叉焼

野菜の酢漬け三種

牛肉の煮凝り

サーモンのパイ包み焼き　ほうれん草のソテーとショロンソース

豚肩肉の網焼き　薩摩芋のキャラメリゼとマスタードソース

ポテトニョッキとチキンのモッツァレラチーズグラタン

海の幸とキノコの炊き込みピラフ　三つ葉の香り

小海老のチリソース煮込み　彩り野菜添え

牛フィレ肉と野菜の香り炒め

上海焼きそば

デザートセレクションとフルーツ

果実のムースとジュレを小さな器に入れて

乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク

コーヒー又は紅茶

Buffet Style

Buffet style menu (Western•Chinese), beverages, 
room charge for 2 hours and audio-visual initial charge.

Available from 30 guests

13,000 yen per person(excludes tax, includes10% service charge)

    立食ブッフェスタイル

お料理 (洋食•中国料理)、お飲物、
会場料金 (2時間)、音響照明基本料

人数：30名様より

お一人様13,000円 (消費税別・サービス料込み)



Buffet Style

Buffet style menu (Japanese•Western•Chinese), Live Station, 
beverages, room charge for 2 hours and audio-visual initial charge.

Available from 30 guests   

16,000 yen per person(excludes tax, includes10% service charge)

    立食ブッフェスタイル

お料理 (和食•洋食•中国料理)、ライブステーション、お飲物、
会場料金(2時間)、 音響照明基本料

人数：30名様より

お一人様16,000円 (消費税別・サービス料込み)

COLD SELECTION

Snow crab and aori squid cocktail, sesame sauce 
Shabu-shabu style Japanese beef salad, vegetables, miso dips
Marinated Norwegian salmon, mustard-dill sauce
Niçoise salad, tuna, anchovies, soft boiled eggs, vegetables
Assorted French cheese, dried fruit, walnut bread
Freshly baked bread, rolls
Deep-fried Dalian jellyfish spring roll
Marinated shrimp
Barbecued black pork

HOT SELECTION

Tempura of white fish, prawns, squid and vegetables
Seafood and mushroom rice pilaf, mitsuba
Roasted duck breast, Apicius sauce, caramelized apples
Chef’s recommended linguine
Braised lobster, chili sauce, wok-fried prawn, salt flavor
Braised abalone and pork, boiled vegetables
Fried noodle Shanghai style

LIVE STATION

Roasted beef sirloin, red wine sauce, creamy mashed potatoes 

DESSERT

Assorted pastries, fruit
Fruit mousse and jellies 

DRINKS

A glass of Sparkling Wine, Beer, Wine, Whisky, Soft Drinks
Coffee or Tea

ずわい蟹と煽り烏賊の和風カクテル　白胡麻ソース

国産牛のしゃぶしゃぶサラダと彩り野菜　八丁味噌ディップ添え

ノルウェー産サーモンのマリネ　マスタードディルソース

鮪のニース風サラダ　アンチョビー、半熟卵、彩り野菜

フランス産チーズ　ドライフルーツと胡桃パン添え

パンとロール

大連産クラゲ入り生春巻き

才捲海老の海水漬け

黒豚叉焼

白身魚、海老、烏賊、野菜の天麩羅

海の幸とキノコの和風ピラフ　三つ葉の香り

鴨胸肉のロースト　林檎のキャラメリゼとアピシウスソース

シェフお勧めリングイネ

オマール海老のチリソース煮込みと大海老の塩炒め

鮑と豚三枚肉の柔らか煮込み　温野菜添え

上海焼きそば

ローストビーフ　マッシュポテトと赤ワインソース

デザートセレクションとフルーツ

果実のムースとジュレを小さな器に入れて

乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク

コーヒー又は紅茶



Dinner Style

Set menu, beverages, room charge for 2 hours and 
audio-visual initial charge.

Available from 20 guests   

16,000 yen per person(excludes tax, includes10% service charge)

ディナースタイル

お料理 (コーススタイル)、お飲物、会場料金 (2時間)
音響照明基本料

人数：20名様より

お一人様16,000円 (消費税別・サービス料込み)

Galician style seafood salad, anchovy dressing, pumpkin puree, 
Mediterranean style vegetables and bulgur salad, baby leaf bouquet

Pan-fried sea bass, bouillabaisse sauce,
braised green lentils, tomato confit

Pan-roasted beef tenderloin, tarragon sauce,
pureed potato and mustard, grilled white asparagus, green vegetable

Mascarpone parfait, crystal sugar

DRINKS

A glass of Sparkling Wine, Beer, Wine, Whisky, Soft Drinks
Coffee or Tea

海の幸のガリシア風サラダとパンプキンピューレ　
アンチョビドレッシング
地中海野菜とブルグールのサラダ

鱸のポワレ　ブイヤベースソース

緑レンズ豆のブレゼとトマトコンフィを添えて

牛フィレ肉のパンロースト　エストラゴンソース
マスタード入りポテトピューレ
ホワイトアスパラガスのグリルとグリーンベジタブル添え

マスカルポーネのパルフェ　クリスタルシュガー添え

乾杯用スパークリングワイン、ビール、ワイン、ウィスキー、ソフトドリンク

コーヒー又は紅茶



Options

*The Beverage prices shown above are subject to consumption tax and 
a 10% service charge. 

上記お飲物には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます。

*Orders will be accepted for parties of 30 or more.
*The Food prices shown above are per person and subject to
consumption tax and a 10% service charge. 

価格はお一人様あたりとし、ご注文は 30名様より承ります。
上記お食事には消費税と10％のサービス料を加算させていただきます。

Buffet Menu ブッフェメニュー

COLD SELECTION

Assorted French cheese, dried fruit, walnut bread 2,200 yen

Nigiri sushi 2,000 yen

Tuna carpaccio, rocket salad, balsamic sauce 1,500 yen

Shabu-shabu pork salad, vegetables, ponzu sauce 1,400 yen

Chilled spicy noodle, sesame soup 1,000 yen

Chilled cha-soba, condiment 1,000 yen

HOT SELECTION

Salmon baked in puff pastry, choron sauce, green vegetables 1,800 yen

Grilled beef sirloin, bercy sauce, sautéed mushroom 1,800 yen

Roasted duck breast, Apicius sauce, potato Lyonnais 1,600 yen

Paella Valencia style, chicken, chorizo, seafood 1,300 yen

Linguine carbonara 1,200 yen

Thai style chicken and coconut red curry, steamed rice 1,200 yen

Eel rice bowl 1,200 yen

Fried noodle, Shanghai style 1,200 yen

LIVE STATION

Roasted beef sirloin, red wine sauce, pureed potatoes 2,500 yen

Italian prosciutto, extra virgin olive oil, rocket salad 1,800 yen

Spaghetti porcini cream sauce or chicken tomato sauce 2,000 yen

Saffron risotto or porcini risotto 1,600 yen

Hot spicy noodle, sesame soup 1,600 yen

フランス産チーズ盛り合わせ　ドライフルーツと胡桃パン添え 2,200 円

握り鮨 2,000 円

鮪のカルパッチョ　ロケットサラダとバルサミコソース 1,500 円

豚肉のしゃぶしゃぶサラダ　彩り野菜とポン酢添え 1,400 円

冷し坦々麺 1,000 円

冷製茶蕎麦　各種薬味と共に 1,000 円

サーモンのパイ包み焼き　彩り野菜とショロンソース 1,800 円

牛背肉の網焼き　茸のソテーとベルシーソース 1,800 円

鴨胸肉のロースト　リヨン風ポテトとアピシウスソース 1,600 円

チキン、チョリソー、シーフードのバレンシア風パエリア 1,300 円

リングイネ カルボナーラ 1,200 円

チキンのタイ風レッドカレー　スティームライス 1,200 円

鰻丼 1,200 円

上海焼きそば 1,200 円

ローストビーフ　マッシュポテトと赤ワインソース 2,500 円

サンダニエーレ産生ハム カッティングサービス 1,800 円
エクストラヴァージンオリーブオイルとロケットサラダ

スパゲティー　ポルチーニクリームソース 又は チキントマトソース 2,000 円

サフランリゾット 又は ポルチーニリゾット 1,600 円

坦々麺 1,600 円

Additional beverages ドリンクメニュー 

Japanese sake and shochu(all you can drink) additional 500 yen per person
Long cocktails additional l,000 yen per person
Sparkling Wines from 6,800 yen per bottle
Champagne from 13,000 yen per bottle

日本酒・焼酎飲み放題追加                                              お一人様  500円
カクテル (ロングドリンク)                           追加お一人様  1,000円
スパークリングワイン                                                6,800円/本より
シャンパン                                                                          13,000円/本より



Options

Seated buffet style is available for an additional 1,000 yen per person
(including tax and service charge).

A 30-minute extension is available for an additional 1,000 yen per person
(including all you can drink, tax and service charge).

着席ブッフェスタイルをご利用の場合は、追加料金お一人様 1,000円
(消費税別・サービス料込み)にて承ります。

時間延長をご希望の際は、追加料金お一人様 1,000円 (30分／お飲物
・消費税別・サービス料込み)にて承ります。

Arrangements Price (+tax) アレンジメント 価格(税別)

Projector & Screen 20,000 yen
Additional microphone from  3,500 yen
Grand Piano(the club room only, tuning fee included)        50,000 yen
Printed menu from  300 yen

プロジェクター、スクリーン 20,000円
有線マイク 3,500円より
ピアノ (the club room のみ) 調律代込 50,000円
メニューカード印刷 300円より

Flower Arrangement Price (+tax) テーブル装花 価格(税別)

Table flower arrangement from 5,000 yen １卓 5,000円より

*全てのメニューはサンプルメニューとなります*The content of the menus may change without notice



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

roppongi hills club 51f l. roppongi hills mori tower
6-10-1 roppongi, minato-ku, tokyo 106-6151

イベントセールス tel: 03-6406-6077
Event Sales fax: 03-6406-9020

9:30~18:30

www.roppongihillsclub.com
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