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Petite Pâtissiers
こどもパティシエ体験

クラブ パティシエと一緒にケーキの飾りつけに挑戦。
パティシエがプロの技を丁寧に教えます。体験後は la cucina
にてご家族でディナーを。お子様が作ったケーキはディナーと
一緒にお楽しみいただきます。
○5月3日（金・祝）、4日（土・祝）16:30～
お子様（小学生） ￥3,800 / 体験＋ディナー、 大人 ￥6,800 / ディ
ナーのみ（税金、サービス料別）　
With our Pastry Chef’s gentle tutelage, young partici-
pants will decorate their own cake! Our newly-minted 
sweets experts will be able to enjoy their cake with 
their family at the dinner.
○May 3（Fri・Holiday）, 4（Sat・Holiday）  From 4:30pm
¥3,800 per child（elementary school）/ Includes lesson and dinner, 
¥6,800 per adult / Includes dinner （+tax and service charge）
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Children’s Day Family Bu �et
こどもの日ファミリーブッフェ

ザ ホライゾンルームにて、バラエティーに富んだお料理をブッフェ
スタイルでご提供します。お食事に加え、似顔絵等ご家族でお
楽しみいただける特設コーナーもご用意しています。
○5月5日（日）11：30～14：00
大人￥6,000、お子様（小学生）￥3,000、お子様（4歳～6歳）￥2,500
There’s something for everyone at our buffet-style lunch 
presented by the horizon room. We also hope you ’ l l 
enjoy our caricature booth and other fun events on offer.
○May 5（Sun） 11:30am to 2:00pm
¥6,000 per adult , ¥3,000 per child （elementary school）, 
¥2,500 per child （4 to 6 years old）
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Wine Club
ワイン同好会イベント
‘The Vintage’

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「平成」。1989年以降のビンテージワイ
ンをお持ちください。当日はクラブ総支配人も1995年シャトー
マルゴーとともに参加いたします。
○3月29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 time will be the Heisei Era, please bring a 
vintage from no earlier than 1989. Our General Manager will 
be attending with a 1995 Chateau Margaux.
○March 29 （Fri） From 7:00pm 
￥15,000 per person （Includes a glass of Champagne）
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Cooking Class by 
Chef Kosuge of ‘star anise’
スターアニス シェフ 小菅　
クッキングクラス

スターアニスの小菅博文料理長によるクッキングクラスを開
催します。シェフの技をご覧いただきながら、料理長特製の
レシピやご家庭で美味しく作るコツを伝授。豚肉のスウィー
トサワーソースや白身魚の豆板醤煮込みなど、定番料理のデ
モンストレーションのほか、点心作りでは実際に包む工程を
ご体験いただきます。
○４月6日（土）11:00～　お一人様 ￥8,000（ランチ込み）
Learn the culinary arts hands-on from Chef Kosuge. The Chef 
will share tips on preparing some of his most special recipes, 
and participants will try their hands at wrapping dim sum.
○April 6 （Sat） From 11:00am 
￥8,000 per person （Includes lunch）
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ランチョンセミナー　
Luncheon Seminar ※ 

※ 

詳しくはウェブサイトにて
ご案内いたします。
○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。

Details will be available on 
the Club website.
○¥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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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。

Notice of Changes 
in the Club operating hours

営業時間のご案内

4/27 – 5/6　
4/27 – 5/6　

April 27 – May 6 　
April 27 – May 6

■ゴールデンウィーク期間中（4/27-5/6）、ダイニングで
お食事をご利用の際、ワインのお持ち込み料を無料で
ご案内します。（通常￥3,000）
※1グループにつき、ワイン1本（750ml）までとさせて
いただきます。（ゲスト券の利用ならびにその他のお飲物は
対象外とさせていただきます）

■During Golden Week （April 27 – May 6）, 
corkage fees will be waived for Members dining at
the Club. （Standard corkage fee: ￥3,000）
※Corkage fee waiver applies to the first bottle of 
wine （750ml） per group. Other drinks will be 
handled per usual policy.

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。
○4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 Mem-
bers Cocktail event for you to enjoy socializ-
ing in a casual atmosphere with a seasonal 
cocktail menu.  It will be a great opportunity 
to greet old friends and meet new Members.
○April 8 （Mon）  From 7:00pm  
¥5,000 per person
* This event is for Members only.
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Art Society: Gallery Tour
Mori Art Museum 15th Anniversar y Exhibition
Roppongi Crossing 2019: Connexions

アート同好会 森美術館
「森美術館15周年記念展 
六本木クロッシング2019展：つないでみる」

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。
○4月12日（金）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.
○April 12（Fri） 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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Secretar y 
Appreciation 
Week s
セクレタリーズ
ウィーク

4
15

5
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会員の秘書の皆様へ
感謝の思いをこめて、
毎年恒例のセクレタ
リーズウィークを開催
します。「セクレタリー
ズウィーク ゲスト券」
を4月上旬にお届けい
たしますので、秘書の
方々にご利用いただ
きたく、ご案内申しあ
げます。
In April, the Club honors secretaries!
Secretary ’s Week Guest Ticket will be 
delivered to you in early April. Show your 
amazing professionals how much you 
appreciate their efforts by treating them 
to a delectable experience at the Club.

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。

3月：瀬戸内レモン
4月：河内晩柑

Each month, our team carefully 

craft seasonal menus, including 

cocktails and desserts, infused with 

a special ingredient chosen 

for that month.

March：Setouchi Lemon 
April：Kawachi Bankan

Monthly 

Ingredients

「六本木クロッシング 2013展」アート同好会ギャラリーツアー開催風景
Roppongi crossing 2013 view of Art Society Gallery Tour

The Club will close at 11pm
‘the horizon room’ and 
‘the star bar’ will be closed for
normal operation

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



March & April  Happenings
3・4月のスペシャル

春の訪れをお祝いする特別ランチ 平日限定テイスティングランチ

禁煙のご案内

毎年ご好評をいただいている桜の季節にぴったりの花見弁当。
たらの芽、野蒜（のびる）などの山菜や、筍、桜鯛、ホタルイカをはじめとする春の
味覚をたくさん詰め込みました。ご友人との会食だけでなく、接待にもおすすめです。 
‘hyakumi-an’ offers the special Hanami Bento each year to celebrate 
cherry blossom season, packed with spring surprises such as firefly 
squid, bamboo shoot and sakura sea bream. 
花見弁当　Hanami Bento　
￥3,900（先向、弁当、水菓子 / Appetizer, bento and dessert）

2020年に全面施行される東京都受動喫煙防止条例に先駆け、六本木ヒルズクラブでは個室も含め、
ダイニングエリアは2019年6月1日より禁煙とさせていただきます。 6月1日以降、喫煙はスモーキングルームのご利用をお願いいたします。
In conjunction with the anti-smoking law adopted by the Tokyo Metropolitan Government for completion in April 2020, 
the Club’s dining areas and private rooms will become non-smoking venues as of June 1, 2019. 
Smoking will be available in the smoking room.

‘hyakumi-an’

3/1-4/30
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。3月4月は、フィフティワンと百味庵が
春の食材をふんだんに使った丼ぶりで競います。
The next round of culinary challenge is between 
‘fifty-one’ and ‘hyakumi-an’ featuring spring 
donburi. 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

November/December Duck Culinary Challenge Results
Roasted duck magret from‘fifty-one’ is declared the winner!

Culinary Challengeフードバトル「春の丼ぶり対決」 

Spring Fukagawa donburi 
春の深川丼　浅利、白身魚、生海苔、春野菜

‘fifty-one’
Kirakira BBQ pork donburi
春野菜とキラキラポークのＢＢＱ丼

Prize 11月12月　フードバトル結果発表 　
鴨対決はフィフティワン「マグレカナールのロースト」の勝利!

Hanami Bento  Tasting Lunch  
amakawa

美味しいものを少しずつ楽しめる欲張りランチが平日限定で登場。
旬の魚介、国産牛テンダーロイン、サーロイン、和牛ハンバーグ、それぞれ異なる
味わいをご堪能ください。締めには、料理長関による手打ち蕎麦もお選びいただけます。
Savor each unique cut, from Japanese domestic tenderloin and sirloin steaks 
to wagyu hamburger steak – plus some of the season’s finest catch! 
Also try Chef Seki’s famed handmade soba noodles to supplement your meal.
テイスティングランチ　Tasting Lunch　￥5,000（平日ランチ / Weekday lunch）

2019年6月1日より / from June 1, 2019

Enjoy our free flowing beverage package 
perfect for welcome and farewell parties.
¥3,500 per person （2 hours）  
* Please inquire our Dining reservation for details.

各ダイニングにて、期間限定でお得なフリーフロープランをご用意しました。
お集まり事の多い春の季節にぴったりのプランです。
お一人様 ￥3,500（2時間制）
※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。

Free Flowing Beverage Package

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

期間限定フリーフロープラン

3/1-4/30

3/1-5/31

3/1-4/30

Change in Smoking Policy

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.

hyakumi-an



マンスリーシャンパンMonthly Champagne

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.

■ペリエ ジュエ グラン ブリュット　Perrier-Jouët GRAND BRUT
世界初のブリュット（辛口）シャンパーニュ。フローラルな香りとフレッシュな果実味、
そして繊細で気品のある味わいは、いつまでも口の中に心地よい余韻を残します。
The world’s first Brut Champagne boasts a floral aroma and a fruity bite, 
its delicate tones leaving you with an ever-pleasing aftertaste.
￥2,500 グラス/per glass ￥12,500 ボトル/bottle

10名様～30名様で個室としてもご利用いただけます。夜空と溶け合う空間で、贅沢な
大人の食事会はいかがでしょうか。フレンチヨーロピアン、鮨、日本料理をお楽しみいただけます。
室料：￥20,000（ディナー）

Iwaizen 祝膳

the star bar ザ スターバーのご案内

歓送迎会プラン

3月よりラ クッチーナの土日祝メニューがランチ・ディナーともにリニューアル。 焼きたてのピザや熱々のパスタなどをオーダーブッフェスタイルでお楽しみください。
Our weekend and holiday menus at la cucina will be refreshed for both lunch and dinner. Fresh-baked pizza and simmering pasta will be 
offered in a satisfying order-style buffet. 

la cucina Farewell & Welcome party plan

Special of the Months

ラ クッチーナの個室「ラ サラ」を使い、ブッフェスタイルでのお料理とフリーフロードリンクを
お楽しみいただけるパーティープラン。 歓送迎会にぜひご利用ください。
We are pleased to bring you our party packages available at la cucina’s private room 
‘la sala’, featuring the finest seasonal cuisine along with free-flowing beverages.
ランチ Lunch ¥8,000～　ディナー Dinner ¥10,000、 ¥12,000（お一人様 /per person）
20名様～40名様 / from 20 to 40 persons
※消費税・サービス料込、ディナー室料別／2時間制とさせていただきます。
*Includes tax and service charge,  room charge separate / The plan is available for 2 hours.

‘the star bar’ invites groups of 10 to 30 persons to enjoy a refined, starlight dinner.
Menus from French European cuisine, sushi, and Japanese are available.
Room Charge: ￥20,000 (Dinner)

ご入学、ご卒業をはじめ、人生の節目に集うお祝いのお席に幅広くご利用いただける
特別コース「祝膳」をスターアニスと百味庵にてご用意いたしました。スターアニスでは
日本食材も織り交ぜた料理長の煌びやかなメニューが、百味庵では旬の素材を生
かして作り上げた祝膳が、お祝いのお席を華やかに演出します。
※ご予約は3日前までにお願いいたします。

“Iwaizen” celebration menus, perfect for a wide variety of celebra-
tions are offered at ‘star anise’ and ‘hyakumi-an’.  The “Iwaizen” at
‘star anise’ offers Chinese festive cuisine incorporating Japanese ele-
ments while  ‘hyakumi-an’ features premium seasonal ingredients.
* Advanced reservation of 3 days required.
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hyakumi-an
華/ Hana ¥20,000　扇/ Ougi ￥16,000　結/ Yui ￥12,000

star anise
蓮華/ Lotus ¥20,000　牡丹/ Peony ￥16,000　水仙/ Narcissus￥12,000

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.



March & April
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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.

ボリュームたっぷりのプライムリブを、香ばしくジューシーに焼き上げました。
ワインを片手に、皆様でシェアしてお楽しみください。
Indulge in our delicious Prime Ribeye Platter grilled to perfection, 
sharable and served family style.
プライムリブアイのグリルプラッター Grilled Prime Ribeye Platter　￥6,500

Grilled Prime Ribeye Platter
プライムリブアイのグリルプラッター

素材本来の旨みと風味を最大限に引き出した広東料理の数々。3日間かけて丁
寧にもどした干し鮑は生鮑の香り焼きと一緒にご提供します。異なる味わいと
食感をお楽しみいただける一皿です。
Chef Kosuge brings you authentic yet sophisticated Cantonese 
cuisine using the finest of seasonal ingredients.
広東 Canton　
ランチ / Lunch ￥3,800  ディナー / Dinner ￥13,000 （お一人様／per person）

Canton 広東

日本の「地中海」といわれる瀬戸内より届いたマダコやオリーブをはじめとす
る山海の幸を味わうメニューをご用意。彩りの美しい前菜をはじめ、食材の
宝庫 瀬戸内の春の味覚をお楽しみください。
The Setouchi region is often called Japan’s answer to the Mediter-
ranean, boasting a variety of delectable items from both land and 
sea like octopus and olives. Come and taste the richness of Setou-
chi in spring.
瀬戸内 Setouchi  
ランチ / Lunch ￥3,900  ディナー / Dinner ￥12,000 （お一人様／per person）

Setouchi  瀬戸内 

春の訪れを告げる日本の山の幸、海の幸を特別会席でご用意いたします。
天然真鯛や地蛤など、この時期だけの贅沢をご堪能ください。
Indulge in Chef Osada’s special kaiseki set dinner, showcasing 
Japan’s finest spring ingredients from both land and sea.
春の味覚会席 Taste of Spring Kaiseki Dinner 
￥18,000（お一人様／per person）

Taste of Spring Kaiseki Dinner 春の味覚会席



In Focus vol.17 fifty-one

美しい眺望とユニークな料理をご堪能いただける「スカイライトプラン」

Introducing The Sky Light Plan, 
offering small dishes with free-flowing beverages.

煌めく夜景とともに、国際色豊かなおつまみやドリンクをお楽しみいただける
フィフティワンの「スカイライトプラン」。今回は、南米のお祭りをテーマに屋
台風メニューを食べやすくアレンジしました。メキシコを代表するタコスには、
魚介のマリネ「セビーチェ」をサンド。チリやペルーで親しまれる串焼き「アン
ティクーチョ」やシーフードグラタン「チューぺ」など、多彩なメニューをご提供
します。お仲間や歓送迎会の集まりに、ぜひご活用ください。
スカイライトプラン～カーナバル～  2時間飲み放題付メニュー
Sky Light Plan - Carnaval - （Includes free-flowing beverages / 2hours）
¥7,000 お一人様／per person 

'fifty-one' invites you to partake in our Sky Light Plan, a charming fusion 

of gorgeous night views, finger food, and refreshing beverages. This 

time we bring the flavors of South America in the theme of 'Carnaval'. 

From Mexico, enjoy the bursting flavor of fish ceviche tacos, from Chile 

and Peru, traditional Beef Anticucho meat skewer and popular Seafood 

Chupe stew. Your friends and colleagues are sure to love the variety of 

flavors on offer.

The Sky Light Plan 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.

セットのドリンクには、ビールや定番カクテルの他、ブラジルで人気の「カイピリーニャ」
もご用意。また、＋1,500円で乾杯用のスパークリングワインや、ソムリエおすすめワイン
を含むアップグレードプランもご用意しています。
Our Sky Light Plan comes with a selection of beers and cocktails, including a 
Brazilian favorite, the caipirinha. We offer an upgrade for an additional ¥1,500 
– including an initial glass of sparkling wine and a selection of wines hand-
picked by our sommelier. 
ドリンクアップグレード　Upgrade beverage package 
+￥1,500 お一人様／per person (2時間／2hours）
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