
クラブの秋は
魅力いっぱい！

料理もイベントも

Fine cuisine and engaging events 
–there's much to love about 

autumn at the Club.

ROPPONGI  HILLS  CLUB  NEWS

September / October 2019

360°  
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of Tokyo



Chef ’s Table by 
Executive Chef 
Wataru Okawa
総料理長 大川渉 
シェフズテーブル　

六本木ヒルズクラブ総料理長 大川 渉による
初の特別ディナー。旬の食材をふんだんに盛
り込んだ華やかなメニューとお料理にあわせ
たワインをご堪能ください。
○9月13日（金）19：00～　お一人様 ￥18,000
Enjoy Execut ive Chef Okawa's f i rst  
event showcasing seasonal ingredients 
and his culinary artistry in a private and 
cozy atmosphere.
○September 13（Fri） 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。

HP

2019 Members Party
2019年メンバーズパーティー

9
23 マンスリーシャンパン
－September & October－

Monthly Champagne

ヴーヴ・クリコ　イエローラベル
Veuve Clicquot Yellow Label

Halloween Family Bu�et
ハロウィンファミリーブッフェ

毎年恒例のハロウィンファミ
リーブッフェ。各ダイニングのお
料理をブッフェにてお楽しみく
ださい。恒例のトリックオアト
リートも行います。皆さま思い
思いの仮装でお越しください。
○10月27日（日）11:30～　
大人¥8,000　
お子様（小学生）¥4,000　
お子様（4～6才）¥2,000
※ご希望のダイニングならびにお席のご指定はお受けいたしかねます。
Our Halloween Family Buffet is perennial favorite 
dining event. You can enjoy a wide variety of exciting 
Halloween-themed menus from the buffet at your 
table. Come in your favorite costume and enjoy Trick 
or Treat! 
○October 27 （Sun） From 11:30am
¥8,000 per adult
¥4,000 per child （elementary school）
¥2,000 per child （4 to 6 years old）
* We do not take reservations for specific seating areas.

Halloween Treats
ハロウィントリート

11月ランチョンセミナー

クラブパティシエ考案のハロウィントリート。表情豊かな
パンプキンがかわいいチョコレートや彩り鮮やかなアイシ
ングクッキー、パンプキンブレッドをご用意しております。
Enjoy Halloween treats devised by our Club 
pâtissier. This year features charmingly cute 
pumpkin chocolates and pumpkin bread.

金色がかった黄色で、小さな泡がネックレ
スのように連なる見た目の美しさが際立つ
シャンパーニュ。口に含むと、イエローラベ
ル特有のさわやかさと力強さが、果実味が
奏でるシンフォニーと共に広がります。
An exquisite necklace of tiny bubbles 
tops each elegant, golden-yellow glass 
of this Champagne. The first sip deliv-
ers the freshness and forcefulness 
characteristic of Yellow Label followed 
by a symphony of fruity flavors.
￥2,200 グラス/per glass  ￥11,000 ボトル/bottle
（税金・サービス料別 / +tax and service charge）

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.

One day Sushi Chef
一日鮨職人

31

好評をいただいて
いる、ザ 鮨バー料
理長 松澤による
一日鮨職人体験。
今回はご自身で切
りつけた魚を握り
ます。鮨舎利の炊
き方から旬の鮨の
握り方まで丁寧に
ご説明いたします。
○10月6日（日）12:00～　
お一人様¥12,000
Enjoy a hands-on sushi-making 
workshop with Chef Matsuzawa.  
Learn the basics of sushi making 
including how to cook sushi rice 
to make authentic nigiri-zushi.
○October 6 （Sun） From 12:00noon
¥12,000 per person

10
27

10
6

10 10
12 31

Upcoming Luncheon Seminar

南條史生氏 森美術館館長
Mr. Fumio Nanjo
Director of Mori Art Museum
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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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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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2019 Autumn Golf Competition

9月は宍戸ヒルズカントリークラブ、10月はイーグルポイントゴルフ
クラブにてそれぞれ開催いたします。詳細ならびにお申込みは、メ
ンバーシップ（03-6406-6060/平日）までお問い合せください。
○9月6日（金）9:20～　プレー代 ￥11,800（昼食代別）　
○10月4日（金）9:20～　プレー代 ￥24,080（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￥8,000 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 Members Golf Day returns in September 
and October. Kindly contact Membership
(03-6406-6060/weekdays) for further information.
○September 6（Fri） From 9:20am  ¥11,800 per person
○October 4（Fri） From 9:20am  ¥24,080 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 ¥8,000 for each participant wishing 
   to join the reception to be held afterward.
* Please note that the participants will be registered for the Golf Society.

ゴルフ同好会 2019ゴルフコンペ

ランチョンセミナー　 観世清和氏
二十六世観世宗家・能楽師　

「芸の伝承 ～親から子へ～」

Luncheon Seminar 
with Mr. Kiyokazu Kanze
26th Grand Master of the Kanze School / Noh Master 

※ 

※ 
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ランチョンセミナー　 武部貴則氏
東京医科歯科大学 統合研究機構 教授/
横浜市立大学 特別教授

「臓器再生への展望」　

Luncheon Seminar 
with Dr. Takanori Takebe
Professor, Institute of Research, Tokyo Medical and 
Dental University / Director, Yokohama City University 

※ 

※ 

○10月3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。
○October 3（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.

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
とっておきのヴィンテージワイ
ンをお持ちいただき、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
は、「カリフォルニアワイン」を
テーマに開催いたします。
○10月11日（金）19：00～
お一人様 ￥15,000
（乾杯用シャンパン付）
※ご参加いただく方はワイン同好会へ登録させていただきます。

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 California wine, please bring a 
vintage from California.
○October 11（Fri） From 7:00pm 
￥15,000 per person （Includes a glass of Champagne）
*Please note that the participants will be registered for the Wine Society.
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○9月24日（火） 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。
※お支払いは当日、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。
○September 24（Tue） 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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宍戸ヒルズカントリークラブ イーグルポイントゴルフクラブ



フォアグラ、胸肉、鴨つくねに
甘辛ソースがぴったりの鴨づくし丼

甘みと旨みがしっかり、大ぶりで
プリッとした隈海老を堪能

黒胡椒の香りとピリッとした辛さが
おいしさを引き立てます

September & October  Happenings
9・10月のスペシャル

スカイライトプラン
Sky Light Plan -Beer & Bites-

9/1-10/31
世界各国の多彩な味覚を楽しめる、フリードリンク付きの人気のプラン。9月10月は、牛肉のビール
煮やほうれん草とフェタチーズのパートフィロ包み焼き、ドイツソーセージなど、ヨーロッパ各国より
ビールに合うお料理をご用意いたします。3種のビールやカクテルと一緒にお楽しみください。
For September and October, our ever-beloved Sky Light Plan once again brings you 
the finest flavors and free-flowing beverages from around the Europe. This time, 
three kinds of beers plus cocktails join a delightful assortment of comfort foods 
from the continent, such as spinach and feta cheese pâte filo, beef in beer stew, and 
German sausage.
スカイライトプラン ～ビア＆バイツ～　
Sky Light Plan -Beer & Bites- ¥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

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名様にペア食事券をお送りさせていただきました。
Two participating Members have been selected 
at random to receive dining certificates.

May/June Superfood Culinary Challenge Results　
'la cucina' is declared the winner!

Prize
5月6月　フードバトル結果発表 　
スーパーフード対決はラ クッチーナ
「モリンガのタリアテッレ 海老のボロネーゼ」の勝利！

9/1-10/31
9月10月のフードバトルは特別編として
どんぶりをテーマに5つのダイニングが競います。
それぞれの個性があふれるバラエティ豊かな
どんぶりランチをお楽しみください。
Who will be king of the donburi lunch? 
Don't miss a very special September-
October edition of our Culinary Challenge 
as our five dining establishments 
offer their own characterful takes 
on this classic favorite.

Cul inary
Chal lenge

［Donburi］
9/1 - 10/31

Chef Tsutomu Iwasaki

�fty-one
Duck donburi
鴨フォアグラ丼

￥2,500

￥3,000 ￥2,900

￥1,700

￥2,500

Chef Hirofumi Kosuge

star anise
Black pepper beef donburi
国産牛の黒胡椒炒め炒飯丼

Chef Toshimi Seki

amakawa
Sukiyaki donburi, 
matsutake mushroom 

松茸入り国産牛のすき焼き重

旨みと香りたっぷり、
王道コンビの贅沢重

Chef Yosuke Osada

hyakumi-an
Tempura donburi, prawn, 

mushroom 
天然隈海老ときのこの天丼

Chef Tsukasa Narita

la cucina
Risotto ala Milanese, chestnut, 
cotoletta, carbonara sauce 
ミラノ風リゾットコトレッタ丼

栗のサフランリゾットと仔牛の
カツレツにカルボナーラソースが

相性抜群

Culinary Challenge
フードバトル特別編「どんぶりフェス」

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.



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.

クラブ ステュディオ限定　プレミアムフリーフロープラン

club studio premium free-�owing package

the star bar 
for private 
dining room 

ザ スターバーは、個室としてもご利用いただけます。
照明を控えめに落とせば、大きな窓の外にひろがる夜景が
特別な空間を演出します。大切なビジネスのお席はもちろん、
懇親会やパーティーにも最適です。

Considering a venue for a business meeting, party, or other social 
function? We highly recommend reserving the star bar for 
an atmospheric private gathering, where guests are sure to be 
impressed by our powerful view of the night sky over Tokyo. 

クラブ ステュディオが期間限定でモエ・エ・シャンドン モエ アンペリアルの150周年記念特別装飾に。
クラブ ステュディオ限定のプレミアムフリーフロープランでは、モエ アンペリアルを
フリーフローで贅沢にお楽しみいただけます。スターアニスまたはラ クッチーナより
お好きなメニューとあわせてご利用ください。
In celebration of 150 years of Moët & Chandon's Moët Impérial, club studio is offering 
a limited-time-only free-flowing beverages package of this signature brut Champagne. 
Guests are welcomed to pair their beverages with offerings of their choice 
from star anise or la cucina.

9/1-3/31

人数：10名様～30名様
室料：￥20,000
※お食事はフレンチヨーロピアン、日本料理、鮨よりご提供いたします。

Capacity:30 persons （available from 10 persons）
Room Charge: ¥20,000
* Cuisine on offer includes French European, as well as 
   sushi and Japanese.

会食に最適な1本のテーブルを囲んで
いただくスタイルのほか、円卓でも
ご利用いただけます。
Customizable layouts include a 
single long table perfect for 
business dinners, or an oval 
table for social gatherrings.

￥5,000 お一人様 / per person（2時間制/2 hours）　4名様～/from 4 persons

-Club’s recommendation- おすすめメニューRecommend

鮨ライブステーション Sushi live station
約25種類のネタの中からお好きなものを心ゆくまでお楽しみください。
板前が出張スタイルで目の前で握る贅沢なおもてなし。コース仕立てでご提供いたします。
お一人様 ￥20,000　4～20名様
Enjoy “catered” sushi where the sushi Chef prepares sushi right in front of you 
in the private rooms. Take pleasure in your very own “sushi hour” 
which is perfect for both group dining and business occasions.
¥20,000 per person　From 4 to 20 persons



鴨肉の旨味を堪能できる胸肉のグリル、もも肉のコンフィ、フォアグラのソ
テーと、鴨肉のジューシーな脂と旨味を様々な調理法でご堪能いただける、
まさに鴨づくしのプラッター。赤ワインとあわせてお楽しみください。
Our duck platter leaves no stone unturned in sating your appe-
tite with juicy duck meat in various preparations, including duck 
leg confit, sauteed foie gras, and umami-rich grilled breast filet. 
Pairs well with red wine.
ダックプラッター Duck Platter　￥7,000

Duck Platter ダックプラッター

金華ハムで丁寧に仕立てたスープは、上品で豊かなうまみが松茸の香りを
引き立て、繊細な味わいをお楽しみいただける一皿。松茸をさまざまなスタ
イルでお楽しみいただけます。
A carefully-crafted Xinhua ham soup draws out the aromas of 
matsutake mushrooms with its elegant, rich umami flavor - 
making a dish replete in subtle delights. Come and enjoy our 
assortment of matsutake preparations.
松茸　Matsutake Dinner　¥14,000（お一人様／per person）

Matsutake Dinner 松茸

信州産そば粉を使用したピッツォッケリは、セージやバター、そばの風味を
豊かに感じていただける味わい深い一皿。信州和牛やトラウトサーモン、
シャインマスカットなど信州の味覚をご堪能ください。
Our pizzoccheri pasta made from authentic Shinshu buckwheat 
flour evokes a rich harmony of sage, butter, and soba. Savor the 
pride of Shinshu - including Shinshu wagyu beef, salmon trout, 
and Shine Muscat grapes - in this exquisite offering.
信州　Shinshu  　
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）

Shinshu 信州

September & October
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和牛サーロインのグリル、天然隈海老の天ぷら、鮨を一度にお楽しみいた
だけます。日本料理を代表するメニューを味わえる会席は海外からのお
客様にもおすすめです。 ※鮨は追加料金にてお選びいただけます。
This luxurious selection of Japanese classics - grilled wagyu 
sirloin, wild-caught kuma prawn tempura-style, and sushi - offers 
flavors beloved by everyone. *Sushi incurs an additional cost.

江戸紫　Kaiseki Dinner `Edomurasaki'
￥16,500（お一人様／per person）

Kaiseki Dinner ‘Edomurasaki’ 江戸紫

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.



甘みが強く、味噌も絶品。天然隈海老の美味しさをご体感ください。
We've paired wild-caught kuma prawn's 
powerful sweetness with the richness of miso.

百味庵 hyakumi-an

今回、百味庵料理長 長田がご紹介するのは、天然の隈海老で
す。大ぶりでプリッとした身は甘みが強く、濃厚な海老味噌も魅
力。国内では養殖されていない希少な食材ですが、百味庵では
長崎漁港で水揚げされた新鮮なものをご提供しています。とりわ
けおすすめしたいのは、天ぷらです。味噌の美味しさも味わって
いただけるよう、頭を残しながら丁寧に下処理。揚げ油の泡や音
の変化を見極めながら、風味が際立つミディアムウェルダンに火
入れしています。お造りはもちろん、塩焼きや塩茹でもご用意いた
します。車海老ほどの知名度はありませんが、一年を通じてお楽
しみいただける隈海老の美味しさは格別。まずはランチの「天然
隈海老天婦羅御膳」をお試しください。

Wild-caught kuma prawn is a rare delicacy here in Japan, and all of us at 

hyakumi-an are proud to bring you from the port of Nagasaki. These 

plump, sweet morsels, while thoroughly enjoyable on their own, also lend 

well to a rich miso preparation, and we would be remiss not to recommend 

these in a battered tempura style. To strike a careful balance in texture and 

flavor, we watch and listen for subtle cues – bubbles in the cooking oil, 

changing pitches in crackling tones – in bringing them to a medium-well 

preparation. These prawns may also be enjoyed salt-broiled, salt-boiled, or 

in a sashimi style with head attached. Though lesser-known than their 

kuruma prawn, these crustaceans are a cut above. Lunch patrons are 

encouraged to try our wild-caught kuma prawn tempura gozen lunch.

In Focus vol.18 hyakumi-an

和食には日本ワインをあわせて。
Fine washoku deserves �ne Japanese wine.
百味庵では、近年、世界的評価も高まりつつある日本ワインを取り揃えています。
出汁の旨味にも負けず繊細な料理にも寄り添う、やさしい味わいのペアリングをお楽しみいただけます。
As Japan's vineyards gain global popularity, hyakumi-an has hand-selected the 
finest vintages with smooth, subtle tones that seamlessly pair with your delicate, 
savory washoku dishes.

Chef Yosuke Osada
料理長 長田洋介
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