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12/29-31  　 　　　閉館
1/1　　　      　　　初日の出イベントのみ開催
1/2-3　　      　　　一部ダイニング営業 21:00閉館

1/4-5             　　  　全ダイニング営業 21:00閉館
1/6　　　      　　　通常営業
December 29-31　Closed
January 1　　　　 The first sunrise event only
January 2-3　　　  Partially open / Closing at 9:00pm

January 4-5　　　 All dining are opened
　　　　　　　　　 Closing at 9:00pm
January 6　　　　 Regular operation
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営業時間変更のご案内
Notice of  Change in the Club 

operating hours

ランチョンセミナー　 杉本博司氏
現代美術作家
「2019 秋  パリ・オペラ座の能、
ニューヨークリンカーンセンターの文楽」

Luncheon Seminar 
with Mr. Hiroshi Sugimoto
Contemporar y Artist

※ 

※ 

杉本氏が演出を手掛けた2019年秋のパリ・オペ
ラ座ガルニエ宮でのバレエ公演「At the 
Hawk's Well／鷹の井戸」ならびにニューヨー
ク リンカーンセンターでの「杉本文楽　曾根崎
心中」の公演報告を中心にお話しいただきます。
○1月9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。
Mr. Sugimoto will talk about performances featuring his work, 
including “At the Hawk’s Well” ballet at the Palais Garnier as part 
of the Paris Opera and “The Love Suicides at Sonezaki” at Lincoln 
Center in New York.
○January 9（Thu） 12:00noon-1:30pm
¥7,000 per person （Lunch,Seminar）
* Drinks not included. 
* Cash payment required. 
* Meal service will not be provided after starting the seminar. 
* The event will be in Japanese only.

1
9

Dining Facilities

-フィフティワン、天川、スターアニス、ラクッチーナ

-fifty-one, amakawa, star anise, la cucina

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.com

※会員のご家族だけで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。

HP
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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、ぜひご参加ください。
○1月17日（金）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 atmo-
sphere with a seasonal cocktail menu.  
It will be a great opportunity to greet 
old friends and meet new Members.
○January 17 （Fri） From 7:00pm  
¥5,000 per person
* This event is for Members only.

Sushi & Sake Dinner
鮨＆酒ディナー

日本ソムリエ協会副会長であり各種メ
ディアでも活躍されている、横浜君嶋屋 
君嶋哲至氏をお招きし、お酒と鮨会席と
のマリアージュをお楽しみいただきます。
日本酒やワインなどのお話を伺いながら、
料理長松澤の料理をご堪能ください。
○1月24日（金）19：00～
お一人様 ￥23,000（税金・サービス料別）
Enjoy a delightful marriage of sushi 
kaiseki and sake with Mr. Satoshi Kimiji-
ma, Vice-Chair of the Japan Sommelier 
Association. He will offer his wisdom on 
Japanese sake, wine, and other bever-
ages as you take your fill of cuisines 
prepared by our Chef Matsuzawa.
○January 24 （Fri） From 7:00pm 
¥23,000 per person （+tax and service 
charge）

Wine Club '�e Vintage'
ワイン同好会イベント
‘The Vintage’ 2

21
皆様のワインコレク
ションからとっておき
の 1 本をお持ちいた
だき、そのワインを
参加者の皆様とお楽
しみいただきなが
ら、ワインにまつわ
るストーリーや思い
出を語らうスペシャ

ルディナー。今回のテーマは「イタリア」。イタ
リアのビンテージワインをお持ちください。
○2月21日（金）19：00～
お一人様 ￥15,000（乾杯用シャンパン付）
We invite each of you to bring a vintage 
from your own collections to share in an 
evening of stories and memories. Our 
theme this t ime wil l  be Italy,  please 
bring a vintage from Italy.
○February 21 （Fri） From 7:00pm　
￥15,000 per person （Includes a glass of 
Champagne）

Chocolate Gi�s
チョコレートギフト

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。今年は希少なアマゾンカカオを使用
したブラウニーが登場。カカオ本来のフルーティーな
香りを生かしたブラウニーです。
アマゾンカカオブラウニー　
Amazon cacao brownie ￥800　　
チェリーボンボン（7個入り）　Cherry bonbon　￥2,400
シガーチョコレート（1本）　Cigar chocolate　￥650
※別途消費税を加算させていただきます。

Find the perfect balance of elegance and flavor 
in Pastry Chef Kokubo's chocolate delights. This 
year's offering includes a new, exquisite brownie 
using rare Amazon cacao and evoking the fruity 
aroma inherent to the bean.
* Chocolate gifts are subject to consumption tax.
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2020年1月6日（月）より、フィフティワンの営業時間を下記のとおり
変更させていただきます。
Beginning on Monday, January 6th, 2020, fifty-one’s 
operating hours will be changed as follows.

変更前：　11:00-25:00 （日曜・祝日 11:00-23:00）
変更後：　10:00-23:00 （土曜・日曜・祝日 11:00-23:00）
Current: 11:00am-1:00am（Sundays and Holidays 11:00am-11:00pm）
New: 10:00am-11:00pm（Saturdays, Sundays and Holidays 11:00am-11:00pm）

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。
○1月1日（水・祝） 6:00～8:00　
大人 ￥10,000　お子様（小学生） ￥5,000 
※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 2020 with family and friends 
for our traditional New Year's breakfast "Osechi", 
taking in the spectacular views of Tokyo.
○January 1 （Wed・Holiday）
6:00am - 8:00am
¥10,000 per adult
¥5,000 per child （elementary school）
* Drinks not included.
* The use of private room is subject to a room charge.
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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 0

Follow us!　最新情報は公式Facebookページにて更新中！
https://www.facebook.com/RoppongiHillsClub/

TEL

New Year Order Bu�et
新春オーダーブッフェ

スターアニスでは、新春限定メニュー
をご用意。ラ クッチーナでは、ピザ、
リゾット、パスタをオーダーブッフェ
スタイルでお楽しみいただけます。
star anise　
新春飲茶ランチオーダーブッフェ
大人 ￥5,000　お子様（小学生）￥2,500　お子様（4～6歳）￥1,500
新春ディナーオーダーブッフェ
大人 ￥9,000　お子様（小学生）￥4,500　お子様（4～6歳）￥2,000
la cucina　ニューイヤースペシャルランチ
大人 ￥4,200　お子様（小学生）￥2,100　お子様（4～6歳）￥1,200
※上記の価格に別途消費税と10％のサービス料を加算させていただきます。
star anise and la cucina ring in the New Year with an order 
buffet. We hope you and your family, colleagues, and friends will 
join us for the opening days of 2020.
star anise　
New Year dim sum lunch order buffet
￥5,000 per adult, ￥2,500 per child （elementary school）, 
￥1,500 per child （4 to 6 years old）
New Year dinner order buffet
￥9,000 per adult, ￥4,500 per child （elementary school）, 
￥2,000 per child （4 to 6 years old）
la cucina　New Year special lunch
￥4,200 per adult, ￥2,100 per child （elementary school）, 
￥1,200 per child （4 to 6 years old）
*All prices are subject to consumption tax and a 10% service charge.
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Valentine Kids' Workshop
お子様向けワークショップ
バレンタインチョコレートタルト
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自由にデコレーションしてバレンタインデーのプレゼントにぴった
りのチョコレートタルトを作ります。体験後は、ご家族でブッフェラ
ンチをお楽しみください。デザートには、クラブパティシエによるス
イーツの数々をご用意いたします。
○2月11日（火・祝）11：00～
お子様（小学生）/体験+ランチ ￥6,000　大人/ランチのみ ￥4,000　
Children will decorate their own, one-of-a-kind chocolate 
tarts, wrapped up to take home as a Valentime's Day pres-
ent. After the workshop, enjoy a buffet lunch featuring a 
delightful variety of sweet desserts.
○February 11 （Tue・Holiday） From 11:00am　
¥6,000 per child （elementary school） / Includes lesson and lunch
¥4,000 per adult / Includes lunch

ランチョンセミナー  竹中平蔵氏
「2020年の世界経済と日本
～ダボス会議を終えて～」

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（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。
Professor Heizo Takenaka is our 
gues t  speaker  fo r  luncheon 
seminar in Feburuary. Details 
wi l l  be avai lable on the Club 
website.
○February 21 （Fri） 12:00noon-1:30pm
¥7,000 per person （Lunch,Seminar）
* Drinks not included. 
* Cash payment required. 
* Meal service will not be provided after starting the seminar.
* The event will be in Japanese only.
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January & February  Happenings
1・2月のスペシャル

‘fifty-one’ Chef Tsutomu Iwasaki

Culinary Challenge
フードバトル「明太子対決」 
「Spicy cod roe」

炙り明太子、海鮮と野菜のあんかけそば 明太子ドリア
Seafood and vegetable noodles, seared spicy cod roe Spicy cod roe rice gratin

‘star anise’ Chef Hirofumi Kosuge

スカイライトプラン
Sky Light Plan -Bocados-

1/6-2/29
世界各国の多彩なお料理とフリーフローをセットにしたスカイライトプラン。1月2月はスペイ
ン語で軽くつまむ食事を意味する「ボカドス」をテーマにスペイン料理をご用意いたします。ハ
モンセラーノやチーズの盛り合わせ、小海老のアヒージョなどお酒にあうお料理のほか、パエ
リアなどしっかりと食べ応えのあるメニューもお楽しみいただけます。
Our Sky Light Plan features diverse cuisines from around the world and 
free-flowing beverages. For January and February, the spot light is on Spanish 
cuisine and its "Bocados," the Spanish term for bite-sized morsels. Our menu 
offers light hors d'oeuvres best with alcohol – like a mixed platter of jamón ser-
rano and cheese, or a shrimp al ajillo – alongside more filling options like paella.
スカイライトプラン ～ボカドス～　
Sky Light Plan -Bocados- ¥7,000 お一人様/per person
（フリードリンク2時間込み/including 2hours of free-flowing beverage）

fifty-one

hyakumi-an

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

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.

フリーフロープラン

Free-Flowing 
Beverage Package

Enjoy our free-flowing beverage package 
perfect for new year celebration.
*Please inquire our Dining reservation for details.

￥3,500 お一人様/per person（2時間制/2 hours）

うまみたっぷりのやさしい味わいに
明太子のピリッとした辛味がアクセント

魚介と高菜のピラフに濃厚な
ベシャメルソースがピリ辛の明太子と相性抜群

1/6-2/29

皆様の投票で人気メニューを決める、
フードバトル。1月2月は、全館で実施し
ている九州プロモーションより明太子
をテーマに競います。
アンケートにご参加いただいた会員の
皆様の中より抽選で2名様にお食事券
をプレゼントいたします。
The next round of culinary chal-
lenge is between ‘star anise’ and
‘fif ty-one’ featuring spicy cod 
roe. Members are welcome to 
cast their votes and help crown a 
new Club favorite menu item.
Voting Members will be entered 
into a special prize drawing.

1/6-2/29
お好きなメニューとあわせてお楽しみいただける
飲み放題プランです。新年のお集まりにもぜひご利用ください。
※各ダイニングによりご提供アイテムが異なります。
ご予約の際にお問い合わせください。

飛騨牛山椒小鍋

Small hot pot 
Hida beef, sansho pepper

This hot pot's serving size makes it a 
great dinner for one, warming the body 
from the very core. The aromatic, numb-
ing bite of its sansho pepper crafts a fla-
vor favored by our head chef – it's sure to be your favorite this winter 
as well.
飛騨牛山椒小鍋　Small hot pot, Hida beef, sansho pepper ￥4,800

山椒の香りとピリッと痺れるような辛さが後を
引く美味しさ。お一人様でもお楽しみいただける
小鍋をご用意しました。 体を芯からあたためる、
料理長こだわりの一品です。 

B   cados



全ダイニングで九州プロモーションを開催いたします。海、山、里と豊かな自然に恵まれ、
その歴史や文化から独特の食文化を築いてきた九州の魅力を、各ダイニングの
バラエティー豊かなお料理でお楽しみください。
Kyushu is rich in natural bounties – be it from land or sea – and boasts its own lush food culture based on 
its unique history and cultural development. Each of our dining facilities will feature a di�erent aspect of 
the region's cuisine as part of our Kyushu promotion.

Kyushu Promotion

宮崎県産霧峰牛のランプ、宮崎県産
日向鶏むね肉、鹿児島県産黒豚ロー
スや、熊本県産の赤なす、鹿児島県
産の安納芋など、多彩な九州の味覚
をお楽しみいただけるボリューム
たっぷりのプラッターです。
�is voluminous platter serves up 
the diverse �avors of Kyushu: Kiri-
mine beef rump  and Hyuga chicken 
breast, both from Miyazaki, black 
pork loin and Annou sweet potato, 
both from Kagoshima, and red egg-
plant from Kumamoto.
九州ミックスグリルプラッター
Kyushu mixed grill platter
¥7,500fifty-one Kyushu mixed grill platter

九州ミックスグリルプラッター

和牛日本一に輝いた鹿児島黒牛のもも肉をゆっくりと時間をかけて火入れし、バルサミコ、パルメザンチーズ、
ハーブで仕上げました。肉本来の旨みを楽しめる赤身肉をクラシックスタイルでお楽しみください。
�is is a slow-cooked roast of Kagoshima kuroushi beef, paired well with Parmesan cheese and balsamic vinegar.
九州　Kyushu　ディナー/Dinner ￥12,000（お一人様/ per person）　

la cucina Kagoshima Wagyu tagliata
黒毛和牛 ‘鹿児島黒牛’のタリアータ

甘みが強い熊本県天草のみやび鯛と、やわらかでジューシーな味わいが特徴の熊本県産赤なすを、
ピリッと辛みの効いた麻婆ソースと一緒にお召し上がりください。煎り焼きがみやび鯛の甘さを引き
立てます。
Enjoy this plate of two Kumamoto delicacies: seabream from the city of Amakusa, roasted to 
tease out its powerful sweetness, and tender, juicy red eggplant accented by a spicy sauce.
上海　Shanghai　ディナー/Dinner ¥13,000（お一人様/ per person）

star anise Wok-fried Miyabi seabream, spicy sauce
熊本県産 みやび鯛の煎り焼き　麻婆風味

羽太（福岡）、九絵（大分）、皮剥（長崎）、関鯵（大分）、車海老（鹿児島）など、
九州各地の旬の魚介を期間限定の会席コースでご堪能いただけます。
※内容は仕入れの状況により変更になりますのでご了承ください。

Our limited-time kaiseki courses o�er a tour de force of seasonal seafood 
from across Kyushu, like hata grouper (Fukuoka), kue grouper (Oita), 
kawahagi �le�sh (Nagasaki), sekiaji horse mackerel (Oita), and Japanese 
tiger prawn (Kagoshima).
冬ものがたり　Winter Story
ディナー/Dinner ￥14,000（お一人様/ per person）

the sushi bar Seasonal seafood from Kyushu
九州より旬の魚介

上品でやさしい味わいと滲み出る旨味を楽しめる長崎県の天然の九絵を、その頭や骨からとった出
汁でお召し上がりいただく滋味あふれる一皿。お好みで五島うどんと一緒にお召し上がりください。
�is deeply �avorful hot pot features the quality, delicate �avor and brimming umami of the 
wild kue grouper from Nagasaki in a stock made from its bones and head. 
露草　Tsuyukusa Kaiseki
ディナー/Dinner ￥13,000（お一人様/ per person）

hyakumi-an Small hot pot, kue grouper and vegetables
天然九絵小鍋

おいしい和牛が育ちやすいといわれる九州より、バランス良く織り込まれた霜降りが特徴の「鹿児島県産黒毛和牛サーロ
イン」や、あか身肉の旨さと良質でほどよい脂肪のバランスが魅力の「くまもとあか牛のフィレ」をご堪能いただけます。
Kyushu is known to be the cradle of the tastiest Wagyu beef. Members are invited to indulge in our Kagoshima beef 
sirloin, a cut known for its well-balanced marbling, and our Kumamoto brown cattle tenderloin, a cut that strikes an 
appealing balance between the savory �avors and modest, quality fattiness of red meat.
Hana　ディナー/Dinner ¥17,000（お一人様/ per person）ほか

amakawa

九州プロモーション

鹿児島県産黒毛和牛 特選サーロイン /フィレ　くまもとあか牛 フィレ

Kagoshima Wagyu prime sirloin / tenderloin
Kumamoto brown cattle tenderloin

期間中、ランチまたはディナーの対象メニューをご注文いただくと、1回のご利用につきスタンプを１つ押印いたします。
スタンプカードをコンプリートすると、1名様無料にてコースをお楽しみいただけます。
　ランチスタンプ6個：　　ランチコース1名様ご招待
　ディナースタンプ6個：　ディナーコース1名様ご招待
※対象メニューは、WEBまたはスタンプラリーカードにてご確認ください。
※スタンプラリーカードは各ダイニングまたはフロントにてお渡しいたします。
※同じメニューの複数回ご利用もスタンプ押印の対象となります。

九州プロモーション
スタンプラリー

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.
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Each qualifying lunch or dinner option ordered during this promotion will earn one stamp.
A full stamp card will entitle its bearer to a complimentary course meal for one.
Please present your completed card at the dining of your choice.

　Six Lunch Stamps:  Complimentary Lunch Course for One 
　Six Dinner Stamps:  Complimentary Dinner Course for One

* Please see the Club website or your stamp card for qualifying menu options.
* Stamp cards are valid for all dining establishments at the Club.
* Repeat orders of qualifying menu options are valid for stamp receipt.



薬味と調味料は10種以上、自分好みのタレでご賞味を。
Craft a tare sauce to your own taste with nearly 
a dozen spices and seasonings.

北京の冬の風物詩、それは熱々のスープに薄切りの羊肉をさっと
通し、さまざまな調味料を合わせたタレで味わう「羊涮鍋（シュワ
ンヤンロウ）」。約700年の歴史をもつ定番メニューです。この冬、
スターアニスに登場する「中国鍋」は、この「羊涮鍋」を、羊肉だけ
でなく牛肉、豚肉と一緒にご提供します。羊肉には、臭みの少な
い希少な白神ラムを選びました。鍋のベースは、豚骨と鶏ガラを
約8時間煮出したスープ。ずらりと並ぶ小鉢は、豆板醤、腐乳、練
りごま、ごま油、ニラ、パクチー、葱、生姜、にんにく、紹興酒など、
タレの材料となる薬味と調味料です。辛み好きなら豆板醤、コク
がほしいなら腐乳、さっぱりしたいなら酢を少し。お肉の出汁
たっぷりのスープに旬野菜や豆腐、締めには水餃子を。組み合わ
せ次第で無限に広がる味わいをご堪能ください。

The Mongolian hot pot, or shuan yang rou, is a long-running winter tradi-
tion in Beijing, with seven hundred years of history. As the cold sets in, 
star anise brings you its take on this Chinese favorite, using not only the 
traditional thin-sliced lamb meat (here, the rare Shirakami lamb), but also 
succulent beef and pork. This hearty hot pot's soup is stewed for eight 
hours from pork and chicken bones and comes with seasonal vegetables 
and tofu. Guests ordering this warm delight will have at their fingertips a 
smattering of flavors: chili bean sauce, fermented bean curd, sesame 
paste, sesame oil, chives, coriander, spring onions, ginger, garlic, Shaox-
ing wine, and others. With these spices and seasonings, you can concoct 
a tare sauce that suits your exacting tastes among endless flavor combi-
nations. For a spicier palate, add a dash of chili bean sauce – for a thicker 
sauce, bean curd. Finishes off delightfully with boiled dumplings.

料理長こだわりの一品「二色麻辣豆腐」
Chef 's Choice: ‘Two kinds of braised spicy tofu’
2種類の豆板醤を使いコク深く仕上げた赤、唐辛子の漬物とたっぷりの柚子皮をあわせた白。
異なる辛さと繊細な風味をご堪能いただける麻辣豆腐を、ぜひご賞味ください。
This hearty twinned bowl sets a red braised spicy tofu, deeply rich from two types of chili bean sauce, against a 
white braised spicy tofu, pungent and biting with its pickled hot pepper and generous portions of yuzu citrus 
peel. We hope you will take advantage of this satisfying pair of delicate zest and contrasting spiciness.

スターアニス star anise

Chef Hirofumi Kosuge

料理長　小菅 博文
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