
プラン内容は予告なく変更する場合がございます。 The menus are subject to change without prior notice.

L u n c h  P a c k a g e
ランチ パッケージ

表記価格には消費税・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 service charge

洋食コースメニュー　Western Set Menu

パッケージ概要　The price includes
料金 : お一人様 5,000円

(料理、会場使用料、マイク2本込み)
人数 : 30名様より
時間 : 11:00～15:00の間で2時間までのご利用
お飲物 : 飲み放題プランお一人様 2,600円

(ワイン、ビール、オレンジジュース、ウーロン茶)
オプション :プロジェクター＆スクリーン 20,000円
音響専属スタッフ : 15,000円

Price:  ¥5,000 per person
(includes food, room charge and 2 microphones) 

Food: Available from 30 guests
Duration: 2 hours (between 11:00 - 15:00) 
Beverage: 2 hours All  You Can Drink  ¥2,600 per person

(Wine, Beer, Orange juice, Oolong tea)
Option: Projector & Screen ¥20,000
PA Operator : ¥15,000

洋食ブッフェメニュー　Western Buffet Menu

スモークサーモンとキャロットオレンジサラダ

シーザーサラダ　ロメインレタス、ベーコン、
パルメザンチーズ、クルトン　

フィッシュリエット、パプリカ、
彩り野菜のクレープ

チキン南蛮風サラダ　タルタルソースと
ボイルエッグ

フジリ、イタリアンサラミ、グリルベジタブル
のサラダ　ジェノベーゼソース

各種フィンガーサンドウィッチ ピクルス添え

海老と帆立貝のソテー　香草バターソース　
トマトコンフィ添え

鮮魚のポワレ　バジリコ風味　キャベツの
ブレゼ添え

ケイジャングリルチキン　トマトサルサと
彩り野菜

バーベキューポーク フライドポテトと
グリーンサラダ

野菜のグリーンカレーとスティームライス

シェフお勧めパスタ

チョコレートケーキ、プチシュー、モンブラン　

ゼリー、マカロン、クッキー　

コーヒー又は紅茶

Smoked salmon, carrot orange salad

Caesar salad, anchovy dressing, romaine
hearts, bacon, parmesan, croutons

Crepe rolled fish rillette, paprika, 
vegetables 

Crisp chicken, tartar sauce, boiled egg, 
iceberg lettuce 

Fusilli, Italian salami and grilled vegetable
salad, Genovese sauce

Assorted finger sandwiches, pickles

Pan-fried prawn and scallop, herbs butter
sauce, tomato confit  

Basil sautéed fish, braised cabbage

Grilled Cajun chicken, tomato salsa, 
vegetables 

BBQ pork, French fries, green vegetables 

Vegetable green curry, steamed rice

Chef’s recommended pasta 

Chocolate cake, petit choux, mont blanc,

jelly, macaron, cookie

Coffee or Tea

HOT SELECTION

COLD SELECTION

DESSERT

Mixed green salad, shallot dressing,
marinated salmon, cheddar cheese, 

assorted vegetables 

ミックスグリーンサラダ エシャロットドレッシング
サーモンマリネ、チェダーチーズ、彩り野菜

Chef’s recommended soup

シェフお勧めスープ

Pan-fried sea bream, caper sauce, 
sautéed potato, vegetables  

真鯛のパンフライ　ケッパーソース　
ジャガイモのソテーと温野菜

or 又は

Roasted chicken and ham, sage, tomato sauce, 
sautéed potato 

チキンと生ハムのロースト　セージの香り　
トマトソースとジャガイモのソテー添え

Dessert

ペストリーシェフ特製デザート

Coffee or Tea

コーヒー又は紅茶

六本木ヒルズクラブ 〒106-6151 東京都港区六本木 6-10-1 宴会予約 tel: 03-6406-6077
六本木ヒルズ森タワー 51 階 event sales fax: 03-6406-9020

roppongi hills club 51 fl. roppongi hills mori tower 9:30~18:30
6-10-1 roppongi, minato-ku, tokyo 106-6151
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