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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 0TEL
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ランチョンセミナー　 根本 かおる氏
国連広報センター所長

「誰も置き去りにしない！ SDGsを
“自分事”にして、世界を変革するアクターに」

Luncheon Seminar 
with Ms. Kaoru Nemoto
Director, United Nations Information Centre in Tokyo 

※ 

※ 

詳しくはウェブサイトにてご案内いたします。
○11月6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。

Ms. Nemoto is our guest speaker for the 
luncheon seminar in November. Details 
will be available on the Club website.
○November 6 （Tue） 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.

11月1日（木）より始まる
上海蟹プロモーションを
記念して開催するスペ
シャルオーダーブッフェ。
シェフ小菅おすすめの上
海蟹料理9品が通常ブッ
フェメニューに加わりま
す。ぜひ、この時期にしか
味わえない極上の味をご
堪能ください。
○11月3日（土）、10日（土）、17日（土） ディナー 17:30-22:00
大人 ¥10,000、お子様（小学生）¥5,000  （税金、サービス料別）
Celebrate the return of Shanghai crab season at ‘star 
anise’, as nine Shanghai crab dishes add a distinctive 
flair to our popular buffet menus.
○November 3 （Sat）, 10 （Sat）, 17 （Sat） 
Dinner 5:30pm-10:00pm
¥10,000 per adult, ¥5,000 per child （Elementary school） 
（+tax and service charge）

‘star anise’ – Weekend Bu�et: 
Shanghai Crab special menus
スターアニス　
ウィークエンド オーダーブッフェ
上海蟹特別メニュー
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Christmas Family Bu�et
クリスマス ファミリーブッフェ

毎年好評のクリスマスブッフェを開催します。ローストビーフの
ライブステーションをはじめ、お子様に人気のお料理を多数
ご用意。クラブパティシエ 古久保によるクリスマスクッキーデ
コレーションもお楽しみください。
○12月22日（土） 11:30～
大人 ¥10,000、 お子様（小学生） ¥5,000、
お子様（4歳～6歳） ¥2,500
Enjoy Christmas dishes as well as children’s favorites.
There will also be Christmas cookies to decorate for 
children with our Pastry Chef Kokubo. Attend this popu-
lar Christmas Family buffet with your family and friends.
○December 22 （Sat） From 11:30am
¥10,000 per adult, ¥5,000 per child（Elementary school）,
¥2,500 per child （4 to 6 years old）
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Buon natale @ ‘ la cucina’
ラ クッチーナ　ボン ナターレ

ラ クッチーナのサンデーブッフェ
ブランチをクリスマスバージョンで
お届けします。ローストビーフやラ
ムなど、大人の方からお子様までお
楽しみいただけるイタリアのクリス
マスメニューをご用意。パネトーネ
などのクリスマスデザートも充実し
ています。ぜひ、ご家族、お仲間同士
でお楽しみください。
○12月22日（土）～24日（月・休）
ランチ 11:30-14:00
大人 ¥5,500、お子様（小学生） ¥2,500、
お子様（4歳～6歳） ¥2,000（税金、サービス料別）
お子様はブッフェより前菜、ピザとデザートをお好きなだけお楽しみください。
‘la cucina’ will be offering a special buffet brunch featuring 
Italian Christmas. Indulge in a variety of Chef Marcello Christ-
mas themed menus such as roast beef and lamb. 
○December 22（Sat） - 24（Mon・Holiday） 
Lunch 11:30am-2:00pm
¥5,500 per person, ¥2,500 per child （Elementary school）, 
¥2,000 per child （4 to 6 years old） （+tax and service charge）
Price for children's buffet will include appetizers, pizza and desserts.
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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。

11月：洋梨
12月：りんご

Each month, our team carefully 

craft seasonal menus, including 

cocktails and desserts, infused 

with a special ingredient chosen 

for that month.

November: Pear
December: Apple

M

onthly 

Ingredients
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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。

Holiday Club Hours
年末年始営業のご案内

ダイニング施設／Dining Facilities

ダイニング予約／Dining Reservations

11:00 -22:00
閉館
初日の出イベントのみ開催
一部ダイニング営業

一部ダイニング通常営業再開

通常営業再開

※1/2より通常営業（9:30-21:00）となります。年始のご予約はお早めにお願いします。

12/29  
12/30-31  
1/1　
1/2-3

1/4

1/7　　 

12/30-1/1　

Open 11:00am-10:00pm
Closed
The first sunrise event only
Partially open

Regular operation

Regular operation

December 29
December 30-31
January 1
January 2-3

January 4

January 7

Close

* January 2　9:30am-9:00pm （Regular operation）

December 30-
January 1

クローズ　　

（フィフティワン　　　 11:00-21:00）
（天川、スターアニス　11:30-14:00、17:00-21:00）

（fifty-one　　　　　　　11:00am-9:00pm）
（amakawa, star anise　11:30am-2:00pm, 5:00pm-9:00pm）

（除く ザ スターバー、ザ ホライゾンルーム）

（excludes the star bar, the horizon room）

New Year’s First Sunrise
初日の出

東京湾方面から昇る初
日の出をご覧いただきな
がら、おせち料理をお楽
しみいただけるイベン
ト。ご家族、ご友人と一
緒に新年の幕開けの瞬
間をクラブにてお祝いく
ださい。
○2019年1月1日（火・祝） 
6:00～8:00　
お一人様 ¥10,000 
※料金にお飲物は含まれません。
※個室のご利用は別途室料を頂戴します。
Celebrate the arrival of 2019 with family and 
friends at ‘fifty-one’ for our traditional New 
Year ’s breakfast, taking in the spectacular 
views of Tokyo.
○January 1 （Tue・Holiday）, 2019　
6:00am - 8:00am
¥10,000 per person
* Drinks not included.
* The use of private room is subject to a room charge.
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シャンパンメーカーズディナー
「ローラン・ペリエ」

ローラン・ペリエ社よりブランドアンバサダー
のフィリップ・ソーゼット氏をお招きし、料理
長の成田によるモダンフレンチとシャンパー
ニュのマリアージュをお楽しみください。
○11月16日（金） 19:00～
お一人様 ¥30,000
Join Laurent-Perrier ambassador Philippe 
Sauzedde to indulge in their finest Cham-
pagnes, paired with modern French 
cuisine curated by Chef Narita.
○November 16 （Fri）  From 7:00pm
¥30,000 per person

Champagne Makers Dinner 
Laurent - Perrier

Art Society: Gallery Tour
Roppongi Hills and Mori Art Museum 
15th Anniversary Exhibition
Catastrophe and the Power of Art

アート同好会 森美術館 
「六本木ヒルズ・森美術館15周年記念展
カタストロフと美術のちから展」 11

12
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。
○11月12日（月） 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.
○November 12 （Mon） 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.

「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

中竹 竜二氏
日本ラグビーフットボール協会
コーチングディレクター
株式会社チームボックス 代表取締役
Ryuji Nakatake
Coaching Director at Japan Rugby 
Football Union, CEO at Teambox Inc.

竹中 平蔵氏
Professor Heizo Takenaka

1月、2月 ランチョンセミナー

1
17

2
21

Upcoming 
Luncheon seminars



パーティープラン　Party Plan
¥8,000（お一人様/per person） 20名様～/from 20 persons
ブッフェメニューにフリードリンクの付いた期間限定プランをご用意しました。
Enjoy a wide selectin of buffet menus along with a variety of 
free flowing drinks.
※プランは２時間制とさせていただきます　* The plan is available for 2 hours

D U C K

November & December  Happenings
11・12月のスペシャル

豆板薬膳鍋ランチセット　Chinese Chili Hot Pot Lunch
Weekday Lunch Recommendation

ホリデーオファーHoliday Offers

star anise

11/1-12/28
蓮根や牛蒡などの根菜類の他、朝鮮人参やクコの実の薬膳素材を鶏ガラベースのスープで煮込んだ、
ヘルシーで体も温まる期間限定ランチ。別添えの麻辣を加えてお好みの辛味に調整してお楽しみください。
Warm the body and the spirit with a limited-time-only hot pot lunch, infused with root 
vegetables like lotus and gobo, herbal remedies like ginseng and goji berry, and brought 
together in a chicken broth. Add spicy mala flavoring to taste.
￥1,900（平日ランチ/Weekday lunch）

日頃のご愛顧に感謝し、期間中に下記ダイニングにて特別メニューをご提供します。是非お楽しみください。
In appreciation of your patronage, we are pleased to bring you a unique set of offerings 
during the winter holiday season.

毎月15日は、15周年オファーをご提供しています。詳しくはクラブウェブサイトにてご確認ください。
To celebrate our 15th anniversary, the Club will make a special offering 
to our Members on every 15th of the month. 

Chef Hirofumi Kosuge
‘star anise’

11/1-12/29
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。11月12月は、鴨をテーマに
フィフティワンとスターアニスが競います。
The third round of culinary challenge is between 
‘fifty-one’ and ‘star anise’ featuring duck dishes. 
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

July/August Cold noodles Culinary Challenge Results 
‘star anise’ is declared the winner!

Culinary Challengeフードバトル「鴨対決」 

Roasted duck magret
マグレカナールのロースト

Duck noodle soup, sansho pepper
鴨汁そば　山椒風味

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.

製作中

ふく御膳　Blowfish set menu　¥10,000
※土・日・祝日限定メニューを特別に期間中のランチ、ディナーもご提供します。
*This popular weekend and holiday menu will also be available during 

this period for lunch and dinner.

新春飲茶ランチ　New Year dim sum lunch
大人 ¥5,000　お子様（小学生） ¥2,500　お子様（4歳-6歳）  ¥1,500
¥5,000 per person, ¥2,500 per child（Elementary school）,
¥1,500 per child（4-6 years old）

新春ディナーブッフェ　New Year dinner buffet
大人 ¥9,000　お子様（小学生） ¥4,500　お子様（4歳-6歳）  ¥2,000
¥9,000 per person, ¥4,500 per child（Elementary school）,
¥2,000 per child（4-6 years old）

期間中、クラブにてディナーをご利用された会員の皆様に
2019年1月7日～2月28日の間にご利用いただけるワインお持ち込料無料
チケットをプレゼントいたします。
Special vouchers which offer complimentary corkage for 
your first bottle of wine will be presented to Members who dine 
at the Club during the above dinner period. 

12
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Chef Humberto Canales
‘fifty-one’

Prize 7・8月　フードバトル結果発表 　
冷麺対決は「スターアニス」の勝利!



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  9:3 0 -21:0 0TEL

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。

クリスマススウィーツ

12月1日～25日まで、期間限定クリスマススウィーツを
ご用意しています。 是非ご利用ください。
Christmas sweets are also available from 

December 1 to 25.

2018 Festive sweets

クリスマスメニュー

今年もクリスマス スペシャルメニューを各ダイニングで
ご用意しました。是非、皆様お揃いでお楽しみください。
Enjoy special Christmas menus 

offered at our restaurants.

fifty-one, amakawa, la cucina, the horizon room

Christmas Menus 12
21 25

12
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マンスリーシャンパン
Monthly Champagne 11

1
12
29

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.

■ローラン・ペリエ ラ キュベ　Laurent-Perrier La Cuvée　11/1-12/29 
心地よい余韻が印象的な、エレガントでバランスの取れた味わいの辛口シャンパーニュ。
A Champagne of great finesse and a beautiful freshness.
￥2,600グラス/per glass ￥13,000ボトル/bottle

■ローラン・ペリエ ロゼ　Laurent-Perrier CUVÉE ROSÉ BRUT　12/1-12/29 
骨格とフレッシュさが組み合わさった快活な、至極のロゼ・シャンパーニュ。 
It is characterized by its ripe red fruit aromas, a high intensity and great freshness.
￥3,800グラス/per glass ￥19,000ボトル/bottle

チョコレートサンタクロース 
Chocolate Santa Claus　
¥3,000

クリスマスクッキー 
Christmas cookies　
¥550/each

スパイスケーキ Spice cake　
¥1,200 

クリスマスツリー Christmas chocolate tree　
¥3,500 

クリスマスギフトセット Christmas gift set 　
¥5,000

fifty-one（12/21-25）

amakawa （12/21-25）

la cucina（12/21-25）

the horizon room（12/22-24）

Dinner ¥10,000　お一人様/per person

Dinner ¥50,000　2名様/2 persons

Dinner ¥12,000　お一人様/per person

Dinner ¥18,000　お一人様/per person

※クリスマススウィーツには消費税を加算させていただきます。　* Chrismas sweets are subject to consumption tax.



November & December

11
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12
29

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.

ご好評をいただいているフィフティワンのメインディッシュプラッター。11月12月の
ディナーは前回大好評を博したTボーンステーキ500ｇをご用意。皆様でシェアしてお楽しみく
ださい。
Indulge in our delicious T-bone steak （500 grams） grilled to perfection, sharable 
and served family style.
Tボーンステーキ プラッター　T-bone steak platter　￥7,500

T-bone steak platter Tボーンステーキ プラッター

11月12月は、赤毛和牛が和牛のセレクションに加わります。北海道産 「神内和牛あか」は
脂が少なくヘルシーでありながらも旨味と柔らかさを兼ね備えたお肉です。 
For November and December, we add Akage wagyu (Japanese Brown 
Cattle) to the range of selections for your main course. Akage wagyu beef is 
rich in red lean muscle with low fat content, yet is still tender and succulent. 

Japanese Brown Cattle Beef 赤毛和牛

今年も料理長 小菅が特別ディナーコースをご用意いたします。定番の姿蒸しをはじめバラエ
ティ豊かな料理が登場。ふっくらとした蟹身、濃厚な蟹みそなど、この時期だけの贅沢をお楽し
みください。
The highly anticipated Shanghai crab is the highlight of star anise for this season.
Enjoy a variety of dishes including steamed whole hairy crab and Chinese 
wine-marinated crab in both set menus and a la carte.
上海蟹プロモーション　Shanghai Crab on special　¥15,500（お一人様／per person）

Shanghai Crab 上海蟹

黒トリュフやラム、チーズなど、食材の宝庫と呼ばれるトスカーナの魅力をシェフ渾身
の料理でご堪能ください
la cucina will offer creative dishes featuring the gastronomic delights of 
Tuscany. 
トスカーナ　Toscana　￥12,000（お一人様／per person）

Toscana トスカーナ

冬の味覚の代表格とも言える蟹をふんだんに使った蟹づくしの会席。ご接待やお祝い
のお席にも最適です。
Discover new, scrumptious crab preparations with our luxurious crab 
kaiseki menu.
蟹会席　Crab Kaiseki Dinner　￥30,000（お一人様／per person）
（2名様より/from 2 persons）
※3日前までのご予約をお願いいたします／Reservation required

Crab Kaiseki Dinner 蟹会席



In Focus vol.15 ‘la cucina’

クイックにお楽しみいただける「Verde」から満足度の高い「Rosso」まで
ご用途に合わせて３種のコースからお選びください。

Select from one of three courses, from the quick-bite 
“Verde” to the deeply-satisfying “Rosso”.

幅広いご要望にお応えする『ラ クッチーナ』のランチをお楽しみください。

A lunch for every taste 
– visit ‘la cucina’ to craft your own masterpiece.

『ラ クッチーナ』では、その日のお好みで選べるプリフィクススタイル
メニュー「ザ クラシック イタリアン ランチ」（平日限定）をご用意して
います。カルパッチョなどのアンティパスト、パスタやピッツァなどのプ
リモピアット。セコンドにはお魚とお肉のチョイスよりグリルやアクア
パッツァなど、慣れ親しんだイタリアの伝統的なメニューを取り揃えま
した。組み合わせ次第でヘルシーにもボリューミーにも。何度お越しい
ただいてもメニューを選ぶ楽しみがあるのも魅力です。

This prix fixe is made for you – by you. la cucina’s weekday-only “The 

classic Italian lunch” puts a range of Italy’s traditional, beloved flavors 

right at your fingertips. For antipasto, perhaps a carpaccio – followed 

by a primo piatto of pasta, pizza, or whatever you may fancy. Then, a 

secondo piatto – a plate of fish, or meat, grilled or in acqua pazza 

style. Healthy, or decadent? It’s up to you. The endless, delicious 

possibilities will keep you coming back.

Lunch Information

Verde RossoBianco

¥1,900 ¥2,200 ¥2,800

AntipastoAntipastoAntipasto Second piatto

Dolce

Dolce

Primo piatto
Primo piattoPrimo piatto

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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