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Happy New Year
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ランチョンセミナー 竹中平蔵氏
「激変する世界と日本経済」

Luncheon Seminar 
with Professor Heizo Takenaka

詳しくはウェブサイトにてご案内い
たします。
○2月21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。
Professor Heizo Takenaka is our 
gues t  speaker  fo r  luncheon 
seminar in February. Details will 
be available on the Club web-
site.
○February 21 （Thu） 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.
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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。

1月、2月：
ストロベリー

Each month, our team carefully 

craft seasonal menus, including 

cocktails and desserts, infused with 

a special ingredient chosen 

for that month.

January and February :
Strawberry
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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。

Holiday Club Hours
年末年始営業のご案内

ダイニング施設／Dining Facilities

ダイニング予約／Dining Reservations

11:00 -22:00
閉館
初日の出イベントのみ開催
一部ダイニング営業

一部ダイニング通常営業再開

通常営業再開

※1/2より通常営業（9:30-21:00）となります。年始のご予約はお早めにお願いします。

12/29  
12/30-31  
1/1　
1/2-3

1/4

1/7　　 

12/30-1/1　

Open 11:00am-10:00pm
Closed
The first sunrise event only
Partially open

Regular operation

Regular operation

December 29
December 30-31
January 1
January 2-3

January 4

January 7

Closed

* January 2　9:30am-9:00pm （Regular operation）

December 30-
January 1

クローズ　　

（フィフティワン　　　 11:00-21:00）
（天川、スターアニス　11:30-14:00、17:00-21:00）

（fifty-one　　　　　　　11:00am-9:00pm）
（amakawa, star anise　11:30am-2:00pm, 5:00pm-9:00pm）

（除く ザ スターバー、ザ ホライゾンルーム）

（excludes the star bar, the horizon room）

Chef ’s Table ‘amakawa’
シェフズテーブル 天川

天川料理長 関が皆様のご愛顧に感謝して開
催します。
厳選された旬の魚介類や和牛を盛り込ん
だ贅沢なメニューをご用意いたします。
○1月27日（日）12:00～
お一人様 ¥14,000
Indulge in our special seasonal menu 
prepared by Chef Seki, featuring premium, 
fresh ingredients such as seafood, wagyu 
beef and more!
○January 27 （Sun）  From 12:00noon
¥14,000 per person
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Ingredients

 

‘the sushi bar’ – 
One Day Sushi Chef 
ザ 鮨バー　一日鮨職人

2
17

ザ 鮨バー料理長 松澤による一日鮨職人。
鮨舎利の炊き方から旬の鮨の握り方まで
丁寧にご説明いたします。
○2月17日（日）12:00～  お一人様 ¥12,000
Enjoy a hands-on sushi-making work-
shop with Chef Matsuzawa. Learn the 
basics of sushi making including how 
to cook sushi rice to make authentic 
nigiri-zushi.
○February 17（Sun）From 12:00noon  
¥12,000 per person

 

A special giveaway 
of Hina-matsuri 
cook ies

3月3日（日）にご来館されたお子様に、
ひな祭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 Sunday, March 3.
Enjoy a series of kid ’s entertain-
ment scheduled on Sundays.

ひな祭り
クッキープレゼント
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Event C
alendar

Event C
alendar

February

JANUARY

FEBRUARY
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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

J
anuary

ランチョンセミナー　 中竹竜二氏
日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター
株式会社チームボックス　代表取締役

「『一生に一度』のラグビーワールドカップ日本大会」

Luncheon Seminar 
with Mr. Ryuji Nakatake
Coaching Director at Japan Rugby Football Union, CEO at Teambox Inc.

※ 

※ 

詳しくはウェブサイトにてご案内いた
します。
○1月17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。

Mr. Nakatake is our guest speaker 
for luncheon seminar in January. 
Details will be available on the Club website.
○January 17 （Thu） 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.
* Families of Club Members are welcome to attend this event.
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New Year’s First Sunrise
初日の出

東京湾方面から昇る初日の出をご覧いただきながら、おせ
ち料理をお楽しみいただけるイベント。ご家族、ご友人と一
緒に新年の幕開けの瞬間をクラブにてお祝いください。
○2019年1月1日（火・祝） 6:00～8:00　
お一人様 ¥10,000 
※料金にお飲物は含まれません。
※個室のご利用は別途室料を頂戴します。
Celebrate the arrival of 2019 with family and friends at 
‘fifty-one’ for our traditional New Year’s breakfast, 
taking in the spectacular views of Tokyo.
○January 1 （Tue・Holiday）, 2019　6:00am - 8:00am
¥10,000 per person
* Drinks not included.
* The use of private room is subject to a room charge.
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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
キング構築の機会として、ご参加をお待ちしております。
○2月4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 event for you to enjoy socializing in a casual 
atmosphere with seasonal cocktail menus. It will be a 
great opportunity to greet old friends and meet new 
Members. 
○February 4 (Mon)  From 7:00pm  ¥5,000 per person
* This event is for Members only.
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Valentine Cooking Class
for Children
バレンタインクッキングクラス

2
11

クラブ パティシエ 古久保によるバレンタインクッキングクラスを開
催します。今回は小学生を対象にクッキーへのチョコレートデコ
レーションをお楽しみいただきます。バレンタインデーにそのまま
お渡しいただけるよう、ラッピングしてお持ち帰りいただけます。
○2月11日（月・祝）14:00～　
お一人様 ¥3,000（小学生）
Craft your own sweet masterpiece for Valentine’s Day 
using cookies and chocolate decorative flair, under the 
guidance of Pastry Chef Kokubo. Your unique handmade 
gift will be wrapped and sent home with you to give to 
that special someone.
○February 11 （Mon・Holiday） From 2:00pm　
¥3,000 per person （elementary school）



January & February  Happenings
1・2月のスペシャル

スカイライトプラン ～ボカドス～　
フィフティワン限定2時間飲み放題付メニュー

チョコレートギフト

Chocolate Gifts

fifty-one

1/7-2/28
夏にご好評をいただいたパラ・ピカールに続く第2弾。
今回は「スペイン」をテーマにしたフリードリンク付のプランをご案内します。
マッシュルームのアヒージョやスペイン風ブイヤベース、サーロインフォンデュなど
おつまみも充実。ご友人との新年会にぜひご利用下さい。
Chef Humberto brings you Bocados - it’s a Spanish tapas and small 
dishes such as ajillo mushrooms and Spanish bouillabaisse served with 
cold alcoholic beverage, and most importantly with good company! 
￥7,000（＋税・サ／+tax and service charge）

￥8,500（ドリンクアップグレード／+税・サ、Upgrade beverage package／+tax and service charge）

クラブ パティシエ 古久保によるチョコレートギフトをご用意しました。
今年は国産の稀少なサワーチェリーを使ったチェリーボンボンをはじめ、
厳選された国産フルーツを使ったチョコレートをお楽しみください。

瀬戸内レモンのキャラメルトリュフ  　￥1,900 （写真左）

チェリーボンボン   　￥2,400 （写真右）

シガーチョコレート   　￥650（1本） / ￥2,500（4本・箱入り）

Lemon caramel truffle　￥1,900（left）

Cherry bonbon　　　　  ￥2,400（right）

Cigar chocolate　　　　 ￥650 (per piece) / ￥2,500 (box/4 pieces)

Find the perfect balance of elegance and flavor in Pastry Chef Kokubo’s 
chocolate delights. Chef has added new treats using handpicked 
fresh Japanese fruits for you to enjoy your chocolate moment.

Chef Yosuke Osada
‘hyakumi-an’

1/4-2/28
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。1月2月は、スターアニスと百味庵が
寒い冬に食べたい熱い麺のバトルを繰り広げます。
The next round of culinary challenge is between 
‘star anise’ and ‘hyakumi-an’.  Members are 
welcome to cast their votes and help crown 
a new Club favorite menu item.  

フードバトルにご参加いただいた会員の皆様の中より、
抽選で2名様に下記プレゼントをお送りさせていただきました。
1st prize　 六本木ヒルズクラブ ディナー ペア食事券　　
2nd prize　六本木ヒルズクラブ ランチ ペア食事券

Two participating Members have been selected 

at random to receive the following prizes. 

1st prize　 Dinner for two at Roppongi Hills Club　
2nd prize　Lunch for two at Roppongi Hills Club

September/October Pork  Culinary Challenge Results
‘la cucina’ is declared the winner!

Culinary Challengeフードバトル「冬の熱麺対決」 

Nabeyaki Udon Noodle
鍋焼きうどん

Chef Hirofumi Kosuge
‘star anise’

Braised chicken noodle soup
国産鶏の煮込みそば

Prize 9・10月　フードバトル結果発表 　
ポーク対決は「ラ クッチーナ」の勝利!

※チョコレートギフトには消費税を加算させていただきます。　*Chocolate gifts are subject to consumption tax.

Sky Light Plan  Bocados

1/24-2/14



マンスリーシャンパンMonthly Champagne

Specials of the Months
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華やかなお食事の席にふさわしいシャンパン。クラブでは毎月おすすめのシャンパンをご紹介して参ります。
Each month, the Club will select and introduce a Champagne of the month.

■ボランジェ ブリュット スペシャル キュヴェ　Bollinger Brut Special Cuvee
ベルベットのような滑らかな泡立ちを楽しめる、世界中に熱心な愛好家をもつシャンパーニュ。
風格・偉大さを感じる、別格のノン・ヴィンテージ。
This exquisite Champagne is the signature bottling of the Bollinger estate, 
one of the world’s most revered Champagne houses.  
￥2,600グラス/per glass ￥13,000ボトル/bottle
（＋税・サ／+tax and service charge）

新年のお集まりに、各ダイニングにてフリードリンクの付いたプランをご用意しました。
We are pleased to bring you our Spring party packages.
They feature the finest seasonal cuisines and free-flowing drinks.

六本木ヒルズクラブでは、様々な会員相互の懇親の機会を設けています。ご趣味やご興味に合わせて、お気軽にご参加ください。
The Club provides various occasions for our Members to casually socialize with other Members. 

※消費税・サービス料込み／プランは全て 2時間制とさせていただきます。　* Includes tax and service charge / The plans are available for 2 hours.
※個室をご利用の際は別途個室料を頂戴します。　* Use of private rooms are subject to a room charge.

star anise, la cucina 　¥12,000 お一人様/per person （2名様～ / from 2 persons）

the horizon room 　¥16,000 お一人様/per person （20名様～ / from 20 persons）
la cucina　¥10,000 お一人様/per person （20名様～ / from 20 persons）

the horizon room　¥10,000 お一人様/per person （30名様～ / from 30 persons）

the star bar　¥8,000 お一人様/per person （20名様～ / from 20 persons）

Member Introductory Campaign
会員ご紹介キャンペーン

Spring Party package 2019スプリングパーティープラン

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 Initi-

ation Deposit. In addition, Roppongi Hills Club Dining Voucher （￥100,000） will be offered to 

Members who provide us with an introduction.
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ブッフェメニュー/Bu�et Menuセットメニュー/Set Menu

Club w ithin a Club  同好会
「クラブの中のクラブ」と呼ばれる同好会。ゴルフやアー
ト、ワインやキッズなどご興味に合わせて、お気軽にご参
加ください。
Our “Clubs within a Club” provide Members to 
casually mix with other Members through Golf, 
Art, Wine and Children’s events and gatherings.

Lu ncheon Seminar  ランチョンセミナー
年に10回、様々なジャンルで活躍されているスピーカー
を講師としてお招きし、皆さまとの交流を深めていただ
いているイベント。
Luncheon seminars are held ten times a year, 
where we invite guest speakers from various 
fields to speak to our Members.

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。カナッペやお飲み物
をお召し上がりいただきながら新たな交流をお楽しみく
ださい。
Our General Manager invites you to the Mem-
bers Cocktail for you to enjoy socializing in a 
casual atmosphere with festive cocktail menus.
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January & February
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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.

お米を新鮮なロブスターと一緒に炊き上げた、スペインの代表的な料理。サフランの
香りが食欲をそそります。皆様でシェアしてお楽しみください
This is an authentic Spanish rice dish with lobster, which is wonderfully 
comforting, flavorsome and colorful.  Enjoy the dish with your friends over a 
glass of wine.
ロブスターパエリア　Lobster Paella　￥7,000

Lobster Paella ロブスターパエリア

ずわい蟹や海老、冬ならではの食材を使った小菅料理長の渾身のメニューをお楽しみください。
There’s a delicacy for everyone in our Winter Taste Menu, featuring some of the 
finest winter treats like snow crab and shrimp prepared in delicious, authentic 
Chinese styles.
冬の味覚メニュー　Winter Taste Menu　¥13,000（お一人様／per person）

Winter Taste Menu 冬の味覚メニュー

山海の幸に恵まれたサルディニアをイメージし、世界的に有名なボッタルガ
（ボラのからすみ）やウニを使った彩り豊かなお料理をお楽しみください。
la cucina will be featuring a special dinner set menu evoking the image 
of Sardinia, an island blessed with riches from the land and sea. 
サルディニア　la Sardegna　￥12,000（お一人様／per person）

la Sardegna サルディニア

ずわい蟹、たらば蟹、毛蟹など、冬の味覚の代表格の「蟹」をふんだんに使った会席。
ご接待やお祝いの席にも最適です。
Discover new, scrumptious crab preparations with our luxurious crab 
kaiseki menu.
蟹会席　Crab Kaiseki Dinner　
￥30,000（お一人様／per person）（2名様より/from 2 persons）
※3日前までのご予約をお願いいたします／Reservation required

Crab Kaiseki Dinner 蟹会席

毎年恒例の期間限定特別会席。旬の貝の酢の物をはじめ、寒鰤の西京焼の他、定番
の「すっぽん雲丹スープ」、お好みの握り7貫など、充実した内容でお届けいたします。
‘the sushi bar’ brings you “Winter Story”, a special set menu featuring 
winter delicacies available only in January and February. Menu highlights 
include seasonal shell fish and Saikyo grilled yellowtail as well as a sev-
en-piece sushi dish of your choice. 
冬ものがたり　Winter story　￥13,500（お一人様／per person）

Winter Story 冬ものがたり



In Focus vol.16 hyakumi-an

冬ならではの旬食材が際立つ美味をご堪能ください。

Taste the culinary comforts 
only Winter can bring.

『百味庵』では多彩な旬食材を取り揃え、皆様のお越しをお待ちして
おります。この時季にぜひご賞味いただきたいのは、聖護院だいこん
や堀川ごぼうなど、味の濃さや柔らかな食感が特長の京野菜。そして
全国有数の漁港、長崎から直送される鮮魚です。天然のクエやフグ、
ノドグロなど、その日の朝に水揚げされたものを新鮮なうちに調理し
ご提供します。素材の持ち味を活かすため、手を加えすぎないのが信
条。冬ならではの滋味に富んだ料理をお楽しみください。

‘hyakumi-an’ cordially invites you to sample a hand-picked selection 

of seasonal ingredients – including legendary vegetables from Kyoto 

such as the Shogoin Globe radish. The richness and tender texture 

pairs well with fresh catch direct from Nagasaki’s harbors – fugu and 

blackthroat seaperch, to name a few – whose succulence ensures a 

high point of a crisp winter’s day. Come and enjoy the pinnacle of sub-

tly-crafted, authentic flavors.

Lunch Information

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。　The price is subject to consumption tax and a 10% service charge.

ランチのおすすめは「百味庵御膳」。旬魚を丸々一尾お召し上がりいただける
煮魚や焼き魚をメインに、お造りや揚げもの、京野菜のお惣菜を組み合わせ、
たっぷりとお楽しみいただきます。その他、日替わりの定食や麺類も充実。
気分に合わせてお選びください。
Our choice for a hearty lunch is our hyakumi-an gozen set menu, 
featuring grilled or simmered seasonal fish, sashimi plates, light-
ly-fried favorites, and a helping of fresh vegetables. We also offer a 
wide range of daily special set meals.

百味庵御膳　hyakumi-an gozen　￥3,200
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