
ROPPONGI HILLS CLUB
Wedding Party



ROPPONGI HILLS CLUB では、1.5 次会や2次会

などのウェディングパーティーでご利用いただける

ブッフェプランをご用意いたしました。

親しいご友人と共に、51階から広がる眺望と

美味しいお食事、お飲み物をお楽しみください。



クラブ人気メニューをバランス良く揃えたシェフのお勧めプラン

COLD SELECTION

海の幸のカクテル　土佐酢ゼリーと柚子の香り
真鯛のマリネ　ボッタルガとトマトベルジュソース
鮪のタルタルとルッコラサラダ　オリーブソース

パルマ産生ハムとコールドカッツ　グリッシーニとピクルス
黒胡椒風味牛肉のタタキ仕立て　ジャガイモのサラダと浅葱ソース

ペンネと甲殻類のサラダ　トマトソース　クルトン飾り
各種サンドウィッチの盛り合わせとポテトチップス

HOT SELECTION

帆立貝　小海老　蛸　グリーンアスパラガスのフリカッセ　
鮮魚のブイヤベース仕立て　オリーブ　トマト　彩り野菜添え

若鶏の網焼き　薩摩芋のクリームキャラメリゼ　マスタードソース
黒毛牛背肉のロースト　ポテトピューレと赤ワインソース
ポテトニョッキとキノコのモッツァレラチーズグラタン
ヴァレンシ風パエリア　チキン　シーフード　彩り野菜　

シェフお勧めリングイネ

DESSERTS

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

コーヒー又は紅茶

¥6,000  

ご歓談に華を添えるカジュアルなブッフェプラン

COLD SELECTION

シーフードカクテル　赤い果実とバジルドレッシング
サーモンと鱈のスモーク　ケッパーベリーとディルマスタードソース

牛肉のタタキ仕立て　ポテトサラダと浅葱ソース
スモークチキンと彩り野菜のベトナム風生春巻き　テンメンジャンソース

ペンネと甲殻類のサラダ　トマトソース　クルトン飾り
フィンガーサンドウィッチ盛り合わせ　ポテトチップス添え

HOT SELECTION

天使の海老と帆立貝のソテー　ブルグアライスとバジルクーリ
鮮魚のポアレ　キャベツのブレゼとローズマリートマトソース

若鶏の網焼き　フライドポテトとマスタードソース
豚肩肉のロースト　バーベキューソース　焼き大根と甘長唐辛子添え

シーフードと野菜の和風炊き込みご飯　水菜サラダを添えて
本日のシェフお勧めリングイネ

DESSERTS

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

コーヒー又は紅茶

¥4,000  

A Plan

B Plan



シェフによるライブステーションを含むハイグレードプラン

COLD SELECTION

タラバ蟹と煽り烏賊のカクテル　白胡麻ソース
鮪のタルタルとルッコラサラダ　オリーブソース

鮪　アンチョビー　ポテト　半熟卵のニース風サラダ
パルマ産生ハムとコールドカッツ　グリッシーニとピクルス添え
牛肉のタリアータ　ホースラディッシュクリーム　アスパラガス

フランス産チーズの盛り合わせ　ドライフルーツと胡桃パン
フレッシュトロピカルフルーツ

パンとロール

HOT SELECTION

地中海野菜とホワイトアスパラガスのグリル　バルサミコソース
金目鯛の湯葉包み蒸し　岩海苔ソース　キャベツのブレゼ　

ロブスター　帆立貝　ポテトニョッキのフリカッセ　ベルモットソース
ミラノ風ポークカツレツ　マデラソース　フライドポテト
鴨胸肉のロースト　アピシウスソース　リンゴのソテー

ポテトニョッキとボロネーズソースのモッツァレラチーズ焼き
シェフお勧めリングイネ

LIVE STATION

黒毛牛背肉のロースト　赤ワインソース　クリーミーマッシュポテト添え

DESSERTS

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

コーヒー又は紅茶

¥8,000  

¥2,500
白ワイン 赤ワイン　ウイスキー
ウーロン茶　オレンジジュース

¥3,500
ビール　白ワイン　赤ワイン　カクテル

ウーロン茶　オレンジジュース

   ¥4,000
ビール　白ワイン　赤ワイン　カクテル  

ウーロン茶　オレンジジュース
乾杯用スパークリングワイン

�※お料理は季節により内容が変更になる場合がございます

C Plan

Drink Plan I Plan

III Plan

II Plan



お見積り例 (80名様)

クラブルームⅡ+Ⅲ 利用

項目 数量 単価 金額

料理 80 ¥4,000 ¥320,000 A Plan

飲物 80 ¥3,500 ¥280,000 II Plan

会場使用料 ¥70,000

小計 ¥670,000
サービス料 ¥67,000

フード テーブル装花 1 ¥20,000 ¥20,000
メインテーブル装花 ご注文により

合計 ¥757,000(+消費税)

項目 数量 単価 金額

料理 80 ¥6,000 ¥480,000 B Plan

飲物 80 ¥4,000 ¥320,000 III Plan

会場使用料 ¥70,000

小計 ¥870,000
サービス料 ¥87,000

フード テーブル装花 1 ¥20,000 ¥20,000
メインテーブル装花 ご注文により

合計 ¥977,000(+消費税)

+

お一人様あたり　 ¥9,462 (+消費税)

お飲物 II プランお料理 Aプラン

+

お一人様あたり　 ¥12,212 (+消費税)

お飲物 III プランお料理 Bプラン



■お料理

■お飲物

■会場使用料

■会場内装花

□オプション

お一人様 ¥4,000、¥6,000、¥8,000 の3コースから
お選びいただけます。

2時間のフリードリンクです。

お一人様 ¥2,500、¥3,500、¥4,000 の3コースから
お選びいただけます。

the club room I                                           ¥100,000
the club room II + III ¥70,000
the horizon room ¥70,000    
☆マイク３本、CD、ブルーレイ、DVD プロジェクター使用料を含みます。

フードテーブル装花をご手配いただきます。

the club room I ¥30,000～
the club room II + III ¥20,000～
the horizon room ¥20,000～

メインテーブル装花はご希望により承ります。 ¥50,000～

プチギフト ¥250～
司会者 ¥70,000～
ウェディングケーキ ¥50,000～

生演奏音響機材レンタル等 (内容により)、ご手配を承ります。

＊お料理・お飲物は、ご出席人数分にて承ります。
＊料金には消費税を加算させていただきます。
＊また、以下には10％のサービス料が加算されます。

料理・ケーキ・飲物・会場使用料

【ご予約受付について】

ご婚礼二次会のご予約は、予定月の3ヶ月前の月初めより受付開始となります。

the club room 立食 80名～ 250名

the club room II + III 立食 30名～ 120名

the horizon room 立食 30名～ 120名

※予めご両家名をお申し出いただき、予約開始日に六本木 ヒルズクラブより
ご予約の可否をご回答させていただくことも可能です。
詳しくはお問い合わせください。

六本木ヒルズクラブ ウェディングセールス

〒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

tel: 03-6406-6088  (9:30~18:30)
e-mail: weddingdesk@roppongihillsclub.com

www.roppongihillsclub.com

201903-1000


