
クラブで夏を
ご堪能ください

さあ今年も、

Summer returns –
and the Club is 
the place to be!
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Chef ’s Table ‘star anise’
シェフズテーブル　スターアニス

中国料理とフレンチワインのマリアージュをお楽
しみいただく1日限りの特別ディナーを開催しま
す。フォアグラやトリュフなどフレンチを代表す
る食材を料理長小菅博文が中国料理の技法で
仕上げます。フランスワインとともにお楽しみく
ださい。
○7月12日（金）19：00～ お一人様 ￥18,000
We bring a truly unique marriage of French 
wine and ingredients with the Chinese culi-
nary arts to your table. Chef Kosuge brings 
his talents in traditionally Chinese prepara-
tion to bear with dishes featuring foie gras 
and truffles. 
○July 12 （Fri） From 7:00pm  ¥18,000 per person
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Art Society: Gallery Tour
Chiharu Shiota: �e Soul Trembles
アート同好会 森美術館
「塩田千春展：魂がふるえる」

六本木ヒルズクラブアート同好会の皆様を本展覧会にご
案内いたします。当日はツアー開始前の19時にお越しくだ
さい。ツアー前にお飲物をご用意しております。
○7月11日（木） 19:00～ お一人様 ￥3,000
※ツアーは日本語のみになります。
※ギャラリーツアーにご参加いただく方はアート同好会への登録をさせて
いただきます。また、同好会のご入会のみも承ります。
A tour for Members of Roppongi Hills Club Art Society 
will be held. Please join us at 7pm before the start of the 
tour for drinks.
○July 11 （Thu） From 7:00pm 
￥3,000 per person
* The tour will be in Japanese only.
* Please note that the participants will be registered for the Art Society.
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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.com

※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。

Jingu Gaien Firework Festival
神宮外苑花火大会

キッズエンターテインメント

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。おもちゃ
の金魚すくいやたこ焼き作りなど、幅
広い年齢のお子様を対象に週替わり
で開催します。スケジュールは、クラブ
ウェブサイトにてご案内いたします。
Your youngsters are cordially invit-
ed to  jo in  us for  Sunday fun.    
Please see the Club website for 
deta i ls  on our  weekly act iv i ty  
schedule.  

Children's 
Entertainment

Not ice of Cha n ges 
i n t he Club Hou rs

営業時間の
ご案内

8/10（土）-8/18（日）
23:00閉館
ザ ホライゾンルーム、
ザ スターバー通常営業休業
9/23（月・祝）
メンバーズパーティー開催の為、
通常営業を休止させて
いただきます。

HP

August 10（Sat）-18（Sun）
The Club will close at 11pm
‘the horizon room’ and 
‘the star bar’ will be closed for
normal operation
September 23（Mon/Holiday） 
The Club will be closed for 
normal operation.

2019 Members Party
2019年メンバーズパーティー

日頃のご愛顧に感謝して、メン
バーズパーティーを開催いたし
ます。皆様のお越しをお待ちし
ております。
○9月23日（月・祝）
12：00～14：00（11：30受付開始）
参加費：会員無料、
ご同伴ゲストお一人様 ￥15,000
ご同伴ゲストは会員お一人様につ
き3名様までとさせていただきます。
※当日はアルコールを提供する為、20歳未満の方のご参加はご遠慮ください。

As our appreciation for your continued patronage and 
support, we invite you to join us once again at our 
annual Members Party!
○September 23（Mon/Holiday）12:00noon-2:00pm
（Reception opens at 11:30am）
Admission: Complimentary for Members, ￥15,000 per 
accompanied guest（Up to 3 accompanied guests per 
Member）
*Due to service of alcoholic beverages, we kindly ask 
attending guests be 20 years of age and above.
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「アラブエクスプレス展 2012」アート同好会ギャラリーツアー開催風景
Arab Express 2012 view of Art Society Gallery Tour

神宮外苑花火大会をザ 
スターバーでお楽しみく
ださい。当日はウェルカ
ムドリンクとブッフェス
タイルのお食事をザ ホ
ライゾンルームでご用意
しています。花火を観な
がら楽しいひと時をお
過ごしください。

○8月10日（土）18：00～ 
お一人様 ￥10,000（ウェルカムドリンク、ディナー込み）
※雨天等による花火大会の中止の場合も本イベントは実施い
たします。

Enjoy a welcome drink and a buffet dinner at 
‘the horizon room’ while overlooking the magnif-
icent panorama lit by the firework festival in a 
relaxed setting at ‘the star bar’.
○August 10 （Sat） From 6:00pm 
￥10,000 per person （Includes a glass of Cham-
pagne and dinner）
※This event will be held regardless of cancellation of the 
firework festival due to bad weather, etc.
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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。
○7月8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 a seasonal cocktail menu.  
It will be a great opportunity to greet old friends 
and meet new Members.
○July 8 （Mon） From 7:00pm　
¥5,000 per person
* This event is for Members only.
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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
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‘la cucina’ Summer Lunch Order Bu�et
サマーランチオーダーブッフェ

Wagashi-cra�ing 
Workshop for Children
百味庵 夏休み和菓子づくり体験 

百味庵料理長  長田が小学生
のお子様を対象にした和菓子
づくりのワークショップを開催
します。小豆があんこになるま
での過程を学び、手づくりのあ
んこを使って和菓子づくりに

チャレンジ。作った後は、親子でランチとともにお手製の和
菓子をお楽しみください。
○8月4日（日）11：00～
お子様（小学生）／体験＋ランチ ￥3,900（税金・サ－ビス料別）
大人／ランチのみ ￥3,900（税金・サ－ビス料別）
Chef Osada of hyakumi-an heads up a wagashi-crafting 
workshop for children. They will learn to make anko （red 
bean paste）, and will handcraft delightful Japanese 
wagashi treats with the anko. Their creations will take 
center stage at lunch with the family!
○August 4（Sun）From 11:00am
¥3,900 per child（elementary school）
/Includes lesson and lunch（+tax and service charge）
￥3,900 per adult/ Includes lunch （+tax and service charge）

好評をいただいているオーダーブッフェ
が3日間限定でパワーアップ。通常のメ
ニューに加え、シェフが目の前で仕上げ
る熱々チーズのラクレット料理もお楽
しみいただけます。ぜひ、土・日・祝日ラ
ンチ限定のお得なフリーフロープランと
あわせてお楽しみください。
○8月10日（土）、11日（日・祝）、12日（月・振休）
ランチ  大人  ￥3,800、お子様（小学生） 
￥1,800、お子様（4歳～6歳） ￥800（税金・
サ－ビス料別）
土・日・祝日ランチ限定フリーフロープラン（2時間制） お一人様 ￥2,000
（税金・サ－ビス料別）
Our popular order-style buffet wi l l  be upgraded for a 
three-day-only revue. This time our chef will offer Raclette 
cheese cuisine, right before your eyes. Goes perfectly with our 
special weekend-only free flowing beverage package.
○August 10（Sat）,11（Sun/Holiday）,12（Mon/Holiday）
Lunch ￥3,800 per adult ￥1,800 per child（elementary school） 
￥800 per child（4 to 6 years old） （+tax and service charge）
Free Flowing Beverage Plan only on weekend and holiday
￥2,000 per person（2hours） （+tax and service charge）

ランチョンセミナー　 細谷雄一氏
慶應義塾大学法学部教授
「激動の世界情勢 －国際秩序はどうなるのか－」

Luncheon Seminar 
with Professor Yuichi Hosoya

※ 

※ 

※ 

※ 

今、世界秩序が大きく動いています。今
後の世界秩序の行方を展望するために
も、歴史的な視座から、現在の世界情
勢の変化の性質についてお話を伺いま
す。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
○7月4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。

The world around us is now in flux. Professor Hosoya will 
discuss the nature of this turmoil in world politics today and 
also the way to overcome difficulties which are now emerging.    
Details will be available on the Club website.
○July  4 （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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Follow us!　最新情報は公式Facebookページにて更新中！
https://www.facebook.com/RoppongiHillsClub/

TEL
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club studio Premium Package
クラブ ステュディオ プレミアムプラン　
シャンパーニュをはじめ厳選されたお飲物をお楽しみいただける、
クラブ ステュディオ限定の贅沢なプラン。
A luxurious selection only available at club studio. 　
Hand-selected beverages including Champagne will be on offer.
￥5,000 お一人様/per person （2時間制/2 hours）

Summer Free-Flowing Beverage Package 
サマーフリーフロープラン　
各ダイニングでご利用いただける期間限定のお得なフリーフロープラン。
A limited-time free-flowing beverage summer refreshment package.
￥3,500 お一人様/per person （2時間制/2 hours）
※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。
*Please inquire our Dining reservation for details.

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.

la cucina

 the star bar

 star anise

フリーフロープランFree-Flowing Beverage Package

star anise,la cucina 

2019 サマーパーティープラン2019 Summer Party Package
7/1-9/30
各ダイニングにてフリーフロードリンクの付いたプランを
ご用意しています。
We are pleased to bring you our Summer party 
packages.They feature the finest seasonal cui-
sines and free-flowing drinks.

■コースメニュー/Set Menu　¥12,000（お一人様/per person）
2～28名様/from 2 to 28 persons
■ブッフェメニュー/Buffet Menu　¥8,000（お一人様/per person）　
20～40名様/from 20 to 40 persons

■コースメニュー/Set Menu　¥12,000（お一人様/per person）
2～12名様/from 2 to 12 persons

■コースメニュー/Set Menu　¥12,000（お一人様/per person）　10～30名様/from 10 to 30 persons
■ブッフェメニュー/Buffet Menu　￥8,000（お一人様/per person）　20～40名様/from 20 to 40 persons
■スナックメニュー/Snack Menu  ￥6,000（お一人様/per person）　15～40名様/from 15 to 40 persons

スカイライトプラン「アジアン ディライト」
Sky Light Plan -Asian Delight-

7/1-8/31
世界各国の多彩なお料理とフリーフローのドリンクをセットにした人気のプラン。
7、8月は東南アジアをテーマに、タイ風さつま揚げ、プーパッポンカリー、パッタイなど、
香辛料やスパイスを使った夏にぴったりのメニューをご用意いたします。
We bring you the finest flavors of Southeast Asia with free-flowing drinks in our 
popular set menu. Enjoy summer’s most delightful dishes augmented by fra-
grant spices including Thai-style fried fishcakes, Pad Thai, and more!
スカイライトプラン ～アジアン ディライト～　
Sky Light Plan -Asian Delight- ¥7,000 お一人様/per person
（フリードリンク2時間込み/including 2 hours of free-flowing beverage）

お好きなメニューとあわせてお楽しみいただける2種類の飲み放題プランをご用意しました。
Two free-flowing beverage packages are at your disposal to pair with your favorite cuisines.

fifty-one

暑気払いなど夏のお集まりに最適な、お得なプランをご案内します。
ビジネスのお席やご友人とのご会食など、様々なシーンでご利用下さい。
Enjoy our special seasonal menus to escape the summer heat 
and cool off at the Club with friends, family, colleagues, or clients.

7/1-8/31 7/1-9/30 fifty-one, star anise, la cucina, hyakumi-an

※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。 ※個室をご利用の際は別途個室料を頂戴します。
* Includes tax and service charge / The plans are available for 2 hours.  * Use of private rooms are subject to a room charge.



July & August  Happenings
7・8月のスペシャル

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

March/April Spring donburi Culinary Challenge Results
'hyakumi-an' is declared the winner!

Culinary Challengeフードバトル「夏の冷し麺対決」 
［Cold Noodles］

❶Fedelini, fresh tomato sauce, prosciuto ‘guan care arancia'
　フェデリーニ フレッシュトマトソース オレンジ風味の生ハム
　‘グアン カレ アランチャ’
❷Cappellini, saffron sauce, smoked clam, mussels, zucchini
　カッペリーニ サフランソース アサリのスモーク
　ムール貝 ズッキーニ

❶Meat and seafood cold noodles, yuzu
　柚子風味の五目冷やし麺
❷Spicy sesame cold noodle soup
　冷やし胡麻担担麺　
❸Chicken and Chinese chive cold noodles, sansho pepper
　鶏肉とニラの冷やし麺山椒風味

Prize 3月4月　フードバトル結果発表 　
「春の丼ぶり」対決は百味庵「春の深川丼」の勝利!

hyakumi-an star anise

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.

夏の味覚会席

Taste of 
Summer Kaiseki

7/1-8/31
夏の風物詩の鰻を白焼きと蒲焼でお楽しみいただく焼物のほか、鮎、鱧など
盛夏の美味を盛り込んだ特別会席をご用意しました。キリッと冷えた冷酒と
ともに日本ならではの夏の味覚をご堪能ください。
The hallmarks of summer cuisine await – ayu trout, pike conger, and 
eel available in shirayaki and kabayaki grilling styles. Select your 
favorite sake, crisply chilled, for an exceptional culinary experience.
夏の味覚会席　Taste of Summer Kaiseki ￥18,000（お一人様/per person）

医食同源コースHealthy Dinner

体に良いと言われる食材を取り入れた「医食同源コース」は、体調を崩しやすい夏に
おすすめのディナーコースです。この時期限定の世界五大ウイスキーで楽しめる、糖
質、プリン体を含まないハイボールもご用意しています。
We bring you a ‘Healthy Dinner’ set menu, replete with ingredients good 
for the body and soul. Enjoy the menu with purine and sugar-free high-
ball with whisky featuring the five great whisky-producing nations.
医食同源コース　Healthy Dinner ￥12,000（お一人様/per person）

7/1-8/31
皆様の投票で人気メニューを決める、フードバトル。
7月8月は、夏におすすめの冷し麺をテーマに競います。
The nex t round of cu l inar y chal lenge is  
between ‘star anise’ and ‘la cucina’ featuring 
cold noodles. Members are welcome to cast 
their votes and help crown a new Club favorite 
menu item.

マンスリーシャンパンMonthly Champagne

■ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ　LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
繊細でありながらも成熟感があり、爽やかさと甘さのバランスがとれたシャンパーニュ。
独特のテクスチャーはアペリティフにも食事のお供としてもお楽しみいただけます。
We bring you a carefully-balanced Champagne, striking the right chords of sweet and crisp, 
delicate and mature. Unique textures make these perfect as an apéritif.
￥2,400 グラス/per glass ￥12,000 ボトル/bottle

Chef Tsukasa Narita
‘la cucina’

Chef Hirofumi Kosuge
‘star anise’

7/1-8/31　世界五大ウイスキー ハイボール各種  
Highball with whisky ￥1,700～

日本酒利き酒3種セット  
Japanese sake Tasting set ￥1,800

7/1-8/31

RecommendRecommend



全ダイニングで北海道プロモーションを開催いたします。食材の宝庫と呼ばれる
北海道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。
Hokkaido is a treasure trove par excellence of �ne ingredients. Each of our establishments will o�er a 
unique take on the region’s delightful bounty during this special promotion.

Hokkaido Promotion

十勝ハーブ牛、かみふらの豊味豚、
ソーセージ、帆立貝、とうもろこし
など多彩な北海道の恵みを盛り付
けました。ビールを片手にシェアス
タイルでお楽しみください。
Grab a beer and sit down for this 
bountiful feast: Kamifurano pork, 
sausages, scallops, Tokachi beef, 
corns, and more! Great for sharing.
北海道グリルプラッター
Hokkaido grilled platter
¥7,500

fifty-one Hokkaido grilled platter
北海道グリルプラッター

肉厚で旨みの濃い帆立貝を、甘みの強いホワイトコーンのピューレソースが引き立てた一皿。
彩り豊かな前菜をはじめ、食材の魅力を引き出した料理の数々をお楽しみください。
We highlight the rich umami of Hokkaido scallop in a sweet purée of white corn, 
served with a vibrant bouquet of vegetables in a �avorful Italian fusion.
北海道 Hokkaido　ランチ/ Lunch ￥3,900（お一人様/ per person）　
ディナー/Dinner ￥12,000（お一人様/ per person）

la cucina Grilled scallops, agrodolce, white corn, vegetables
北海道産帆立貝のグリル　アグロドルチェ　
ホワイトコーン　彩り野菜

濃厚な旨みが特徴の十勝ハーブ牛を豆板醤のコクと山椒の辛さで引き立てた一皿をはじめ、
北海道の山海の幸を四川料理でご提供します。四川料理の醍醐味ともいえる香り高い辛みや
芳醇に広がる旨みをご堪能ください。
We blend the delectably-robust umami �avor of Tokachi beef with chili bean paste and san-
sho pepper in a Szechuan-style Hokkaido dish teeming with richness and spice. 
四川 Szechuan　ディナー/Dinner  ¥13,000（お一人様/ per person）

star anise Wok-fried Tokachi beef, chili bean paste, sansho pepper
十勝ハーブ牛の豆板醤炒め　山椒風味

生うに本来の甘さを味わえる塩水うにをはじめ、夏に旬を迎える海の幸をアラカ
ルトでご用意いたします。スタンプラリーは、アラカルトのご注文または信楽コー
ス（￥16,000）を対象とさせていただきます。
※塩水うにはアラカルトのみのご用意となります。

Our summer menu features à la carte seasonal treats such as sea urchin, preserved in 
salt water in the ensui-uni style to maximize the sweetness of this delicacy. A la carte 
orders and Shigaraki course （￥16,000） qualify for stamps in the Club stamp rally.
※Sea urchin is only available à la carte.

the sushi bar Whelk, Octopus, Sea urchin
つぶ貝、水だこ、塩水うに

十勝産豚肉を北海道の郷土料理「ちゃんちゃん焼き」風に仕立てた一皿をはじめ、旬の味覚を存分に味わえる
御膳をご用意しました。
Our lunch gozen evokes the full measure of seasonal Hokkaido treats, including an authentic “Chan-Chan 
yaki” style grilled dish of Tokachi pork.
北海道味覚御膳 Hokkaido gozen　ランチ/lunch ￥3,800（お一人様/ per person）

hyakumi-an Grilled Tokachi pork, vegetables, “Chan-Chan yaki” style
十勝産豚肉のちゃんちゃん焼き

十勝の豊かな自然の中でハーブを混ぜた飼料で育てられた十勝ハーブ牛。きめ細やかな肉質で臭みがなく、
濃厚で深い味わいをランチセットでご賞味いただけます。
amakawa will be featuring Tokachi beef – a re�ned, odor-free cut of rich, juicy beef from cattle raised on 
an herbal feed. Enjoy this limited time only special selection at our lunch menus.
セレクトワンランチ Select one lunch　
100g ￥2,850　150ｇ ￥3,700　200ｇ ￥4,550　250ｇ ￥5,400 （お一人様/ per person）
テイスティングランチ Tasting lunch （平日ランチ/Weekday lunch）  ￥5,000（お一人様/ per person）

amakawa

北海道プロモーション

十勝ハーブ牛サーロイン
Tokachi beef sirloin

期間中、上記で紹介されているメニューをご注文いただくと、
各メニューにつきスタンプを1つ押印いたします。
集めたスタンプの数ごとに下記の特典をご用意しております。
　3個…ご飲食時にビールを計3杯プレゼント　　
　6個…ご飲食時にシャンパンを1本プレゼント
　8個…六本木ヒルズクラブ ディナーペア食事券プレゼント
※スタンプラリーカードは各レストランにて対象メニューをご注文時にお渡しいたします。
※キャンペーン詳細はWEBまたはスタンプラリーカードにてご確認ください。

During our Hokkaido promotion, Members will receive one stamp for ordering 
any dish described above. Collect these stamps to earn special bonuses! 
　3 Stamps Collected: Three servings of beer at your next meal
　6 Stamps: One bottle of Champagne at your next meal
　8 Stamps: Dinner for two at Roppongi Hills Club
※Stamp rally cards will be provided when you order a qualifying item.

※Details are available on the Club website and on stamp rally card."

北海道メニュー
スタンプラリー

Stamp
Rally

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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