
ご家族やお仲間の
お集まりに。

爽やかな季節

Bringing friends and family
closer with the season’s

crisp delights
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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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Ch i ld ren’s Day Fa m i ly 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、似顔絵やマッサージを
お楽しみいただけるイベントもご用意しています。
○5月5日（日・祝）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’ll enjoy 
our caricature booth and other fun events on offer.
○May 5（Sun・Holiday） 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 '�e Vintage'
ワイン同好会イベント

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。好評につき第2回を開催
いたします。今回のテーマは
「フランス」。1989年以降のフ
ランスのビンテージワインをお
持ちください。
○6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 time will be France, please bring a vintage 
from France and no earlier than 1989.
○June 21 （Fri） From 7:00pm 
￥15,000 per person （Includes a glass of Champagne）
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Father’s Day
父の日プレゼント

6 6
15 16

父の日はクラブでご家族と特別な時間を過ごしませんか。
6月15日（土）、16日（日）にお食事をご利用いただいた
お父様、ご主人様に六本木ヒルズ生ビールをお一人様一杯
プレゼントします。
Say thanks to Dad this year by bringing him to the Club 
with the family. A complimentary glass of Roppongi 
Hills’ draft beer will be offered to fathers and husbands 
who dine with us at the Club on June 15 and 16.

ランチョンセミナー　 都倉俊一氏
作曲家・編曲家・プロデューサー
「日本のライブエンターテイメント」

Luncheon Seminar 
with Mr. Shun Tokura

※ 

※ 

詳しくはウェブサイトにて
ご案内いたします。
○5月10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。
※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.
○May 10 （Fri） 
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.

5
10

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

TEL

Chef ’s Table ‘ hyaku mi-an’
シェフズテーブル　百味庵

日本料理と日本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。料理長
長田洋介が腕を振るう、初夏の味覚と日本ワインの
繊細な味わいをご堪能ください。
○5月29日（水）19：00～
お一人様 ￥18,000
This special, one-night-only event features splen-
did masterpieces prepared by Chef Osada, 
showcasing the flavors of early summer paired 
with the delicate tastes of fine Japanese wine.
○May 29 （Wed） from 7:00pm
￥18,000 per person
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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。

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。
○5月14日（火）、6月10日（月）、7月8日（月）
各日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.
○May 14 （Tue）, June 10（Mon）, July 8 （Mon）
From 7:00pm　¥5,000 per person
* This event is for Members only.

母の日プレゼント 5 5
11 12

5月11日（土）、12日（日）にお食事をご利用
いただいたお母様、奥様に一輪のバラをプ
レゼント。日頃の感謝の想いを伝えて、想い
出に残るひとときをお過ごしください。
Come to the Club with the family on 
Mother's Day as a way of showing your 
app rec i a t i on .  A  sma l l  g i f t  w i l l  be  
presented to mothers and wives who dine 
with us at the Club on May 11 and 12.

Cooking Class by Chef Seki of ‘amakawa’
天川シェフ 関 クッキングクラス

天川の関敏見シェフによるクッキングクラスを開催します。定番だからこそ
奥深い、プロが作る「ハンバーグ」のレシピとコツを伝授。ビーフのテイス
ティングもお楽しみいただきます。身近なメニューだからこその新しい発見
をぜひご体験ください。
○6月23日（日）12:00～　お一人様　￥8,000（お食事込み）
The seemingly-uncomplicated hamburger steak may be a classic, 
but it’s no slouch – learn a few new tricks from Chef Seki of amaka-
wa you can use to prepare an excellent beef dish. Tastings included!
○June 23 （Sun） From 12:00noon　￥8,000 per person （Includes lunch）
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Mother’s Day

Not ice of Cha n ges  i n t he Club operat i n g hou rs
GW営業時間のご案内

Cha n ge i n Smok i n g Pol ic y
ダイニングエリア禁煙のご案内

2019年6月1日より／from June 1, 2019

4/27 – 5/6　
4/27 – 5/6　

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

HP

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館内個室も含
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-smok-
ing law adopted by the Tokyo Met-
ropolitan Government for comple-
t ion in Apr i l  2020,  the C lub ’s 
dining areas and private rooms 
will become non-smoking venues 
as of June 1, 2019. Smoking will 
be available in the smoking room.

April 27 – May 6 　
April 27 – May 6



May & June  Happenings

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.

スカイライトプラン
Sky Light Plan

マンスリーシャンパン
Monthly Champagne

■テタンジェ　Taittinger Brut Réserve
熟成に達するまでにセラーで 3～4 年の長い時間を重ね、卓越したアロマのポテンシャルを秘めたシャンパーニュ。
フレッシュでクリスピーな味わいで、果実や蜂蜜のデリケートな風味も印象的です。
Aged as many as four years, this Champagne is teeming with characterful aroma. Fresh and crisp, 
with delicate tones of fruit and honey.
￥2,600 グラス/per glass　￥13,000 ボトル/bottle

イベリコポークプラッター
fifty-one Platter

ウィークエンドオーダーブッフェ “サポーレ イタリアーノ”
Weekend Order Buffet ‘Sapore Italiano’

イタリアの味覚をおなかいっぱい楽しめる、週末限定のオーダーブッフェが新登
場。ピザ釡で焼いた熱々のピザや自家製パスタに加え、おつまみにぴったりの前
菜各種をオーダースタイルでこころゆくまでお楽しみいただけます。シェフおすす
めのオーブン料理や選べるメイン料理、デザートなど満足度もしっかり。ご家族や
親しい方 と々のお食事にぜひご利用ください。
March heralds the coming of our new weekend-only order-style Ital-
ian buffet. Pizza fresh from the oven, handmade pasta, and delecta-
ble finger foods are waiting for your order. Our chefs recommend 
main dishes and our ever-pleasing desserts are also available. This 
buffet is great for bringing close friends and family even closer.
ランチ/Lunch
￥3,800 大人/per adult　￥1,800 お子様（小学生）/per child（elementary 
school）　￥800 お子様（4歳～6歳）/per child （4 to 6 years old）
ディナー/Dinner
￥6,800 大人/per adult　￥3,800 お子様（小学生）/per child（elementary 
school）　￥1,500 お子様（4歳～6歳）/per child （4 to 6 years old）
※お子様は、前菜、ピザ、パスタ、リゾット、デザートをお楽しみください。
※Prices for children includes appetizers, pizza, pasta, risotto and dessert.

5/1-6/30
季節ごとに異なる地域の多彩な味覚を楽しめる、フリードリンク付きのスカイライトプラ
ン。今月はチリコンカルネやメキシカンシーザーサラダ、シーフードジャンバラヤなどお酒の
すすむメキシカンメニューをお楽しみいただけます。
The May installment of our Sky Light Plan features Mexican treats such as chili 
con carne, Mexican Caesar salad, and seafood jambalaya – and, of course, a fine 
selection of alcoholic beverages! Each plan comes with a free-flowing drinks.
スカイライトプラン ～メキシカンフィエスタ～　Sky Light Plan -Mexican Fiesta-
￥7,000 お一人様/per person  2名様より/available for table of two or more.
（フリードリンク2時間込み／including 2 hours of free-flowing beverage）

5/1-6/30
イベリコポークの最上級といわれるベジョータのロース、大トロカ
ルビとも呼ばれるセクレトと、ソーセージをジューシーに焼き上げ
ました。イベリコポーク特有の甘みのある脂身と深い香りをご堪能
ください。
Ibérico de Bellota pork is known as the finest in its 
class – we’ve paired its fatty cuts with sausages for 
an incomparably- juicy dish that brings out the 
uniquely rich sweetness and scent of Ibérico pork.
イベリコポークプラッター　Iberico Pork Platter　￥6,500 

la cucina

fifty-onefifty-one
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5・6月のスペシャル

‘la cucina’

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

バランスに気を遣いながらも食べ応えのある
色鮮やかなプレート＜ケール、ブロッコリー
スプラウト、アマランサス、スーパー大麦＞

プリッとした食感とハーブの香りが
軽やかなボロネーゼ風ソース

＜モリンガ、キヌア、スーパー大麦＞

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

January/February Hot noodle Culinary Challenge Results
`star anise ` is declared the winner!

Culinary Challenge
フードバトル「スーパーフード対決」 

［Superfood］

Moringa Tagliatelle, shrimp bolognese, barley, quinoa
モリンガのタリアテッレ　海老のボロネーゼ

‘fifty-one’
Superfood Taco Rice

スーパーメキシカンタコライス

Prize 1月2月　フードバトル結果発表 　
熱麺対決はスターアニス「鶏煮込みそば」の勝利!

star anise star anise

all dining

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.

スターアニス魚定食
Fish Lunch
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小鯛を丸ごと調理した定食スタイルのランチが登場。旨味や香りを
ぎゅっと閉じ込めた葱生姜香り蒸しと、コク深く濃厚な味わいを楽し
める上海風醤油煮込みの2種類の調理法からお選びください。
A hearty lunch tray of sea bream awaits you. While mod-
est in size, this fish packs a savory punch. Choose from an 
uｍami-rich steamed bream with leek and ginger, or 
stewed with soy sauce Shanghai-style.
スターアニス 魚定食　star anise Fish Lunch　￥2,200

冷やし麺ランチ
Cold Noodle Set

今年も人気の冷やし麺ランチが始まります。五目冷やし麺や冷やし胡麻坦
坦麺など3種の定番メニューに週替わりを加えた、常時4種のメニューか
らお選びいただけます。お気に入りの味をお楽しみください。
Cold noodles, a perennial favorite, make their debut in June. 
Three classic tastes – including meat and seafood cold noodles, 
spicy sesame cold noodle soup – are joined by a special fourth 
style, rotating every week. There’s sure to be something to 
please your palate.
冷やし麺ランチ　Cold Noodle Set　￥2,000

5/1-6/30
皆様の投票で人気メニューを決める、フードバトル。
5月6月は、スーパーフードをテーマに競います。栄養価が
高く抗酸化力があり、さまざまな効果が期待できるスー
パーフード。気温の変化で疲れやすい初夏に、体のバラン
スを整えてくれるランチメニューをご提案します。
The next round of culinary challenge is between 
‘fifty-one’ and ‘la cucina’ featuring superfood. 
Members are welcome to cast their votes and help 
crown a new Club favorite menu item.

ワインお持ち込み料無料

ゴールデンウィーク期間中、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。（ゲスト券のご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, 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.
※Please note that use of guest tickets are excluded from this offer.

4/27-5/6Corkage Free Week



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.

長崎県から直送される甘鯛を、伝統的な調理法「塩釡焼き」
で、旨味を閉じ込めふっくらと仕上げた一皿。多彩な食材に
恵まれ、独自の食文化を持つ長崎県の郷土料理をアレンジ
した会席をご用意いたします。
The centerpiece of this traditional Nagasaki-style 
kaiseki meal is a plump serving of freshly-caught 
amadai （tilefish） in the region’s authentic salt-baked 
style. We add unique vegetables and tastes from 
the area to craft a truly tasty cultural experience.
長崎特選味覚会席　Nagasaki Premium Kaiseki Dinner
￥18,000（お一人様／per person）

Nagasaki Premium Kaiseki Dinner
長崎特選味覚会席

厳選した初夏の食材を多彩なコースに仕立ててご提供いたします。鮑や雲
丹、アスパラをシンプルに調理した繊細かつキレのある一皿は、素材の味わ
いを存分にお楽しみいただけます。
Feast on the finest flavors of the season, such as sea urchin and 
horned abalone, in this delectably sharp yet delicate dish. Our subtle 
preparation allows the ingredients to shine unhindered.
初夏の味覚　Early Summer Tasting Dinner
ディナー／Dinner ￥13,000（お一人様／per person）

Early Summer Tasting Dinner初夏の味覚

初夏の訪れを告げる鰈と鯵をご用意しています。甘みを引き立てる藻塩と酢橘
でさっぱりとお召し上がりください。
We bring you the flounder and horse mackerel, an early-summer 
delight.  Our special preparation with seaweed salt and sudachi citrus 
offers a sweet, refreshing twist.

Flounder & Horse Mackerel鰈／鯵

Dinner Menus

富山の白エビ、加賀野菜の加賀太きゅうり、カラスミを使ったパスタは、豊
かな北陸の恵みと初夏の風を感じさせるさわやかな一皿。良質な食材に恵
まれた北陸の味覚とイタリアンとの融合をお楽しみください。
We’ve fused some of the best of Hokuriku’s bounty – glass shrimp 
from Toyama, and fat cucumber from Kaga – in a pasta dish for a 
flavorful jaunt through early summer, Italian-style. 
北陸　Hokuriku  
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）

Hokuriku北陸
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皆様の心に寄り添い、より質の高いクラブを目指します。

2つのホテルの開業を経て、このたび、限られた方
にのみ特別な空間を提供できる六本木ヒルズクラ
ブに着任することとなり、とても光栄に思います。
会員の皆様一人一人にとって価値のあるクラブで
あり続けるために、ゼロから作り上げてきたさまざ
まな経験をいかして、皆様の心に寄り添うお料理
を提供してまいります。
私は食材の旬や調理方法にこだわり、食材の魅力
を最大限に活かすことを大切にしています。お料
理を通して、日本の細やかな四季をお楽しみいた
だければ幸いです。
常に進化をつづけ、会員の皆様に上質な日常をご
提供できるよう、日々努めてまいります。また、直
接ゲストからいただくご意見をとても大切に思っ
ておりますので、ぜひ皆様のお声をお聞かせいた
だきたく、積極的にお席までご挨拶にお伺いさせ
ていただきます。

I feel truly honored to be able to join the 
team here at the illustrious Roppongi Hills 
Club. It is my goal to tap into every ounce 
of experience I have in serving up culinary 
creations that leave an impression on each 
and every one of you, befitting such an ex-
clusive Club.
It’s said that Japan’s four seasons are very 
dist inct ,  and with that dist inct iveness 
comes change in seasonal ingredients, and 
even preparation methods. Our culinary 
team is devoted to bringing you the subtle 
flavors of each season and the very best 
ingredients it has to offer.
We believe in forward motion, and in striving 
to provide you with an even higher-quality 
experience on a daily basis. As I get to know 
each of you – some of you I hope to speak to 
at the dinner table – please know that I wel-
come and value your direct feedback. 

東京都出身。都内のホテルを経て、グランド ハイアット 東京に開業より従事。ステーキハウス「オークドア」にて副料理長を務めた後、
鉄板焼レストラン「けやき坂」の料理長に就任、ミシュランガイド東京2008で一つ星を獲得する。アンダーズ東京では副総料理長として
立ち上げから携わり、バンケットと婚礼の統括シェフを務める。2019年4月より現職。
A Tokyo native, Chef Okawa was a opening team member at the Grand Hyatt Tokyo, where he worked for several years.

After a stint as former Sous Chef of The Oak Door, he earned his first Michelin star in 2008 as Chef de Cuisine of Keyakizaka, 

a teppanyaki restaurant. He also served as Executive Sous Chef of Andaz Tokyo from its inception, overseeing banquets and weddings.

As of April 2019, he serves as Roppongi Hills Club’s Executive Chef.

総料理長 大川渉 Wataru Okawa　Executive Chef, Roppongi Hills Club 
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