
華やぐ季節の
特別なお集まりに

For memorable gatherings 
in this beautiful season
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ランチョンセミナー※ 茂木貞純氏  　 
國學院大學 神道文化学部 教授

「宮中祭祀について~大嘗祭を終えて~」

Luncheon Seminar 
with Professor Sadasumi Motegi
Professor, Faculty of Shinto Studies, Kokugakuin University 

※ 

詳しくはウェブサイトにてご案内い
たします。
○3月5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。
Details will be available on the 
Club website.
○March 5 （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.
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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

ランチョンセミナー※   中西哲生氏
スポーツジャーナリスト

「スポーツから学ぶ組織・リーダーシップ論」

Luncheon Seminar 
with Mr. Tetsuo Nakanishi
Sports Journalist  

詳しくはウェブサイトにて
ご案内いたします。
○4月16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。
Details will be available on 
the Club website.
○April 16（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.
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A special giveaway of 
Hina-arare pu�s

3月1日（日）にご来館されたお子様に、雛あられをプレゼン
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。
Colorful hina-arare puffs, eaten for the Girl’s Festi-
val, will be offered to children visiting the Club on 
Sunday, March 1. You may also enjoy a series of 
kids’ entertainment scheduled on Sundays.

雛あられプレゼント

Secretar y Appreciation 
Weeks
セクレタリーズウィーク

会員の秘書の皆様への感謝の思いをこめて、毎年恒例のセ
クレタリーズウイークを開催します。「セクレタリーズウイー
ク ゲスト券」を4月上旬にお届けいたします。ぜひ、秘書の
皆様にご利用いただきたく、ご案内申し上げます。
Secretary’s Week Guest Ticket will be delivered to 
you in early April. We hope you take this opportunity 
to show appreciation to your assistants.
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ゴールデンウィーク期間
営業時間のご案内

Our operating hours
from April 29 to May 6

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

Flower Arrangement 
Workshop ※
～桜～ フラワーアレンジメント
ワークショップ※

春の訪れを楽しむフラワーアレンジメントのワー
クショップを開催いたします。桜をメインに春の
花々を使って、フラワーバスケットを作ります。
○3月10日（火）11：00～12:30
お一人様　￥10,000（レッスン料、花材費）
Join us in welcoming spring season. Partici-
pants can adorn their flower baskets with 
cherry blossoms and other spring flowers.
○March 10（Tue） From 11:00am～12:30pm
¥10,000 per person（Lesson and materials fee）

Pasta-making Workshop 
for Children ※
ラ クッチーナ 
お子様パスタ作り体験※

麺状、蝶々型、貝殻型など様々なパスタの作
り方を学んだ後、実際に生地をカットして、
パスタ作りに挑戦します。作ったパスタは、
ディナーと一緒にお楽しみいただきます。
○3月20日（金・祝）16:30～
お子様（小学生）/ 体験+ディナー￥5,500
（税金・サービス料別）　
大人/ディナーのみ ￥6,800（税金・サービス料別）
Under careful tutelage, children will learn 
various shapes of pasta, then cut and mold 
the dough themselves. They can enjoy their 
masterworks at dinner with the family.
○March 20（Fri･Holiday）From 4:30pm
¥5,500 per child(elementary school)/Includes 
lesson and dinner(+tax and service charge)
¥6,800 per adult/ Includes dinner(+tax and 
service charge)

2020 Spring Golf Competition
Hodogaya Country Club
ゴルフ同好会 2020ゴルフコンペ
程ヶ谷カントリー倶楽部

詳細ならびにお申し込みは、メンバーシップ
（03-6406-6060/平日）までお問い合わせください。
○3月6日（金）8:18～　プレー代 ￥26,190（昼食代別）
※別途コンペ代￥5,000を頂戴いたします。
※懇親会にご参加される方は別途￥5,000を頂戴いたします。
※ご参加いただく方はゴルフ同好会へ登録させていただきます。
Our eagerly awaited Member Golf Day returns in 
March. Kindly contact Membership 
（03-6406-6060/weekdays） for further information.
○March 6 （Fri） From 8:18am ￥26,190 per person
* Lunch is not included.
* A competition entry fee of ￥5,000 per participant will be charged.
*There will be an additional charge of ￥5,000 for each participant 
  wishing to join the reception to be held afterward.
*Please note that the participants will be registered for the Golf Society.

ゴールデンウィーク期間中（4/29-5/6）、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。（ゲスト券ならびにその他特典ご利用時は
対象外とさせていただきます）
During Golden Week （April 29-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. (This special promotion 
cannot be used with other promotions and is not 
valid for guest vouchers.)

Udon-making Workshop 
for Children※
百味庵 お子様うどん作り体験※ 

小麦粉がうどんになるまでの過程を実践を交えて学びま
す。お子様が作ったうどんは、体験後のランチでお楽しみい
ただきます。
○4月29日（水・祝）、5月6日（水・振休）11：00～
お子様（小学生）/ 体験+ランチ ￥3,900（税金・サービス料別）
大人/ランチのみ ￥3,900（税金・サービス料別）
This hands-on class will teach children how to take 
wheat flour and craft it into their very own udon noo-
dles to enjoy at lunch.
○April 29（Wed･Holiday）, May 6（Wed･Holiday） 
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）

Cooking Class by 
Chef Kosuge of ‘star anise’※
スターアニス 料理長 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。人気の点心をテーマに、大根餅、
水餃子、胡麻団子を作ります。ご家庭で美味しく
作るコツを丁寧にお教えします。
○4月21日（火）14:00～
お一人様　￥5,000（飲茶込み）
Learn the culinary arts hands-on from Chef 
Kosuge. The Chef will share his tips on making 
dim sum at home: radish cakes, boiled dump-
lings, and sesame balls.
○April 21 （Tue） From 2:00pm
￥5,000 per person （Includes Chinese tea and dim sum）
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ラストオーダー 21：00 
※フィフティワンを除く

Last order at 9:00pm 
*Excluding fifty-one
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March & April  Happenings
3・4月のスペシャル

‘hyakumi-an’

Culinary Challenge
フードバトル「蛤対決」 
［Hamaguri clam］

スパゲッティ　蛤のボンゴレビアンコ　ボッタルガ　サルディーニャ風 蛤のざるうどん 豆乳仕立て 出汁トマト添え
Spaghetti, hamaguri clam bottarga alla Sardegna Cold noodles, hamaguri clams, soy milk, simmered tomatoes 

‘la cucina’

スカイライトプラン「カリフォルニア」
Sky Light Plan -California-

3/1-4/30
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。3月4月
は、チョップドサラダ、カリフォルニアロール、シーフードホットプレート シラチャー
ソースなどアジア・西洋・南米がミックスしたカリフォルニアで人気の料理の数々を
お楽しみください。
Our Sky Light Plan features diverse cuisines from around the world 
and free-flowing beverages. March and April bring an assortment of 
California's most popular cuisines, mixing Asian, Western, and South 
American tastes: chopped salad, California rolls, seafood hot plate 
with Sriracha sauce, and more!
スカイライトプラン ～カリフォルニア～　
Sky Light Plan -California- ¥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

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.

蛤の旨みと濃厚な味わいの
ボッタルガとの贅沢なハーモニー

蛤出汁の旨みたっぷりの豆乳つけだれが
うどんとベストマッチ

3/2-4/30

皆様の投票で人気メニューを決める、
フードバトル。3月4月は、春の訪れを告
げる蛤をテーマに競います。旬を迎え
た蛤の旨みをご堪能ください。
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 ‘la cucina’ and 
‘hyakumi-an’ featuring hamaguri 
clam. 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.

北京ダック＆伊勢海老
Peking Duck & Rock Lobster

人気の北京ダック、伊勢海老などを贅沢に楽しむディナーコース。目の前で
カービングしてご提供する北京ダックのほか、チリソース、葱生姜蒸しなど
お好みの調理法で仕上げる伊勢海老料理をご堪能ください。
This ostentatiously-flavorful dinner set is a filling marriage of 
Peking Duck, freshly carved at your table, and rock lobster, 
served in your favorite style, braised it in chili sauce, steamed 
with leek and ginger, or otherwise.

北京ダック＆伊勢海老　Peking Duck ＆ Rock Lobster
ディナー/Dinner ￥16,000（お一人様/ per person）
（2名様より/ from 2 people)
※前日までのご予約をお願いいたします。*Resevation is required by the previous day.

California



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

4/1-5/31
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。
また、5月15日（金）開催のメンバーズカクテルは、入会をご検討されている方もご同伴いただけま
すので、この機会を是非ご利用ください。
Roppongi Hills Club will run Member Introductory Campaign offering benefits to new 
Members and the introducing Member. New Members introduced may be exempt 
from initiation deposit. In addition, Roppongi Hills Club dining voucher（￥100,000）
will be offered to Members who provide us with an introduction.
Any guest considering membership at the Club may accompany a Member to our 
May 15 Members Cocktail event. We hope you will avail yourself of this opportunity.
メンバーズカクテル/Members Cocktail
5月15日（金）19：00～/ May 15（Fri） From 7:00pm　¥5,000（お一人様 /per person）

クラブ ステュディオ限定 プライベートルームプラン
club studio Private Room Package

3/1-4/30
クラブ ステュディオ限定で、スターアニスまたはラ クッチーナのコース料理とシャンパンを含
む贅沢なフリーフロードリンク、個室料をすべてセットにしたお得な個室プランをご用意してお
ります。ビジネスやプライベートなど様々なシーンでご利用ください。 
‘club studio’ offers select private dining experiences for all occasions at rea-
sonable prices, great for business or private gatherings. 
Packages include set menus from ‘star anise’ or ‘la cucina,’ alongside a luxuri-
ous offering of free-flowing drinks, including Champagne, and a room charge.
¥12,000 お一人様/per person（税金・サービス料別／+ tax and service charge)
4名様～/from 4 people
※個室料込み/2時間制とさせていただきます。
* Includes a room charge/ The plan is available for 2 hours.

2020 歓送迎会プラン

2020 Farewell  and 
Welcome Party Package

3/1-4/30
ご好評いただいているラ クッチーナの個室「ラ サラ」でのパーティープランに、気軽にご利用いただけるラン
チプラン￥5,000が新登場。イタリア料理とソフトドリンクをフリーフローでお楽しみいただけます。お料理
は、ブッフェまたはコースからお選びいただけます。大切な方 と々思い出に残るひと時をお過ごしください。
The much-acclaimed party packages at ‘la cucina’'s ‘la sala’ private room now feature a 
new ¥5,000 lunch option, with Italian cuisine and free-flowing soft drinks. Cuisine may be 
enjoyed in a buffet style or as a set menu, great as a memorable treat for treasured com-
panions and colleagues.

ブッフェメニュー/Buffet Menu
20～40名様/from 20 to 40 people
ランチ Lunch ￥5,000（お一人様/per person）
ディナー Dinner ￥10,000（お一人様/per person）　

コースメニュー/Set Menu
8～28名様/from 8 to 28 people
ランチ Lunch ￥5,000（お一人様/per person）
ディナー Dinner ￥12,000（お一人様/per person）　

新しい出会いやお集まりの機会が増える春にぴったりな特別プランをご案内します。
皆様のご利用をお待ちしております。

We are delighted to bring you special spring o�ers 
for bringing old acquaintances together, or even for making new ones.

※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/ A room charge applies to dinner packages./ The plans are available for 2 hours.

la cucina

star anise, la cucina

Spring Special  Offers



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.

脂身の甘みと赤身の濃厚な旨味が同時に味わえるプライムリブを香ばし
くジューシーに焼き上げました。バラエティー豊かなサイドディッシュも
オプションでご用意しております。
This aromatic, juicy cut of prime ribeye simultaneously presents 
diners with the sweetness and rich savoriness of its fatty and lean 
portions. A cornucopia of side dishes is also available on request.
プライムリブアイのグリルプラッター　Grilled Prime Ribeye Platter　
￥7,000

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

東北の春の味覚を、素材本来の魅力を最大限に引き出す広東料理でご提供します。
山形牛の湯引きは、春の訪れを感じさせる旬の山菜とお楽しみください。
Cantonese preparations bring out the very best in seasonal delights from 
Japan’s northeastern Tohoku region. Our parboiled Yamagata wagyu beef 
dish with a hearty helping of wild vegetables evokes the arrival of spring.
広東 ～春の東北食材～　Canton ～Spring ingredients from Tohoku region～
ランチ／Lunch　¥3,800（お一人様／per person）
ディナー／Dinner　¥13,000（お一人様／per person）

Canton ～Spring ingredients from Tohoku region～
広東 ～春の東北食材～

まつなが和牛を使った自家製コンビーフの深い旨みを瀬戸内レモンのさわ
やかな香りが引き立てたパスタ料理をはじめ、瀬戸内海の鮮魚やオリーブ地
鶏など、瀬戸内の山海の恵みを多彩な料理でご堪能ください。
We present Setouchi's bountiful variety of blessings, from a deep-
ly-savory Matsunaga wagyu corned beef with a zest of Setouchi 
lemon, to local seafood and olive chicken.
瀬戸内　Setouchi  
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）

桜鯛御膳

桜の咲く頃に旬を迎える桜鯛。旬ならではの旨みと甘みを、お造り、
天麩羅、しゃぶしゃぶなど、桜鯛尽くしのコースでご堪能ください。
週末や祝日のランチ、ディナーでお楽しみいただけます。
Diners will get their fill of sea bream. Enjoy its unique sea-
sonal mix of sweet and savory in the sliced ‘sashimi’ style, 
fried as tempura, in shabu-shabu dipping style, and more. 
桜鯛御膳  Sea Bream Set Menu
※土曜・日曜・祝日限定／ available on weekends and holidays
￥10,000（お一人様／per person）

Sea Bream Set Menu

Setouchi 瀬戸内



旬野菜の魅力に出会う鉄板焼きを。
amakawa o�ers the �nest in seasonal vegetables.

天川では、全国各地から厳選した和牛や新鮮な魚介はもちろ
ん、それらを引き立てる第二の主役として、多彩な旬の野菜を取
り揃えています。これからの季節は、彩り鮮やかなそら豆のほ
か、たらの芽やウドなどの山菜がおすすめです。素材の風味を活
かしたソースやピューレは、肉や魚介の旨みに春ならではの香り
を呼び込む珠玉のアクセントに。季節を楽しむ、天川の新たな魅
力をご提案いたします。旬のおいしさをダイレクトに味わう焼き
野菜は、器に盛った色とりどりの野菜の中からお好きなものを
お選びいただけます。シェフとの対話も楽しみに、ぜひ足をお運
びください。

amakawa ' s  i n sp i r i n g l y-f r e sh  wag yu  b e e f  and  s e a fo od  de l i g h t s ,  
painstakingly-sourced from all over Japan, are at their best when balanced 
with a bouquet of fresh seasonal vegetables. In the season ahead, we 
humbly recommend such as a select ion of cr isp mountain of fer ings: 
taranome sprouts, udo shoots, and others. At amakawa, we take these and 
distill their flavorful essence into sauces and purees to add an aromatic 
accent to our meat and seafood items, evoking the unique aesthetics of 
spring. We invite guests to experience the best of the season's flavors in 
new, enticing ways. Those wishing to experience this seasonal bounty 
directly may mix-and-match their favorites in a grilled vegetable option. We 
hope you will join us for pleasant conversation and a hearty meal.

シャンパンと共に幻想的なひとときを。
Enjoy a golden, dreamy moment - and a glass of Champagne - with us.

4月30日（木）までの期間限定、平日17：30～18：00に天川にご来店いただいた方に、グラスシャンパンをプレゼントしております。
黄昏の空が刻々と染まるマジックアワーを優雅にお過ごしください。
Until April 30, all visitors to amakawa from 5:30pm to 6:00pm 
on weekdays will be presented with a free glass of Champagne.
We hope you will enjoy this elegant view of Tokyo as twilight descends over the city.

Executive Chef 
Wataru Okawa

六本木ヒルズクラブ 総料理長　
大川渉

In Focus
amakawa
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