
イベント満載

楽しく美味しい
ホリデーシーズン

Happy Holidays!
Spend a festive season

at the Club.

ROPPONGI  HILLS  CLUB  NEWS
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360°  
Panorama view

of Tokyo



※ 

※ 

1 1

12

2017

2017

N
ovember

Event C
alendar

Event C
alendar

D
ecember

November

December

41 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

41 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

‘ la cucina’ Pasta Week
ラ クッチーナ 
パスタウィーク

期間中のディナータイム
は、ホームメイドパスタを
含む5種類のパスタを前
菜からデザートまで使用し
た特別セットメニューをご
用意。シェフ マルチェッロ
が地方ごとに大きく異な
るパスタの魅力をお伝え
します。
○11月6日（月）～10日（金） ディナー
パスタディナー　お一人様 ¥8,000（税金、サービス料別）
Chef Marcello is your guide on a week-long culinary 
journey of authentic Italian pasta.  At ‘la cucina’, 
enjoy his finely-crafted dinner set menu, from appe-
tizers to desserts, that blend the best of different 
pastas.
○November 6（Mon） - 10（Fri） Dinner 
Pasta dinner set menu　
¥8,000 per person（+tax and service charge）
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Lu ncheon Seminar 
w ith Mr. Hisashi Tanig uchi
President a nd Represent ative Di rector, Z M P Inc.
"A Cit y Ru n on Robot s: �e Fut u re, 
Brou g ht to You by Self-Dr iv i ng Tech nolog y"

詳細はクラブウェブサイトにて
ご案内させていただきます。
○11月7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。

Mr. Taniguchi is our guest speaker for the luncheon seminar 
in November. Details will be available on the Club website.
○November 7 （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.

ランチョンセミナー　谷口 恒氏
株式会社ZMP 代表取締役社長
「ロボットが街を動かす日－自動運転がもたらす未来－」
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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24日（日） 11:30～
大人 ¥10,000、 お子様（小学生） ¥5,000、
お子様（4才～6才） ¥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 24 （Sun） From 11:30am
¥10,000 per adult; 
¥5,000 per child（elementary school）;
¥2,500 per child （4-6 years old）
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24
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 -23:00
閉館
初日の出イベントのみ開催
一部ダイニング営業

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。

12/25-29  
12/30-31  
1/1　
1/2-3

1/4　　 

12/30-1/1　

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

Regular operation

December 25-29
December 30-31
January 1
January 2-3

January 4

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）

秋を代表する味覚、上
海蟹を心ゆくまで楽
しむスペシャルオー
ダーブッフェを開催。
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11日（土）、18日（土）、25日（土） ディナー
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 11（Sat）,18（Sat）, 25（Sat） Dinner 
¥10,000 per adult; ¥5,000 per child（elementary 
school）（+tax and service charge）

ランチョンセミナー　グレン S.  フクシマ氏 
米国先端政策研究所上級研究員「トランプ政権一年を振り返る」

Luncheon Seminar 
with Mr. Glen S. Fukushima
Sen ior Fel low, Center for A mer ica n Prog ress
“ �e Tr u mp Ad m i n istration:  A One-Yea r Rev iew ”

詳細はクラブウェブサイトにて
ご案内させていただきます。
○2018年1月18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。
※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。
Mr. Fukushima is our guest speaker for the luncheon seminar in 
January. Details will be available on the Club website.
○January 18 （Thu）, 2018　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.
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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。

‘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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ワインセミナー　
アカデミー・デュ・ヴァン

ワインスクール、アカデ
ミー・デュ・ヴァンよりJSA
認定シニアソムリエの松木
リエ氏をお迎えし、赤ワイ
ンの産地「ボルドー」をテー
マにお話しを伺います。メ
ドック地区を中心に7種類
のワインを同ヴィンテージ

で比較テイスティングしていただく他、シャトー・
ムートン・ロートシルトもお楽しみください。
○ 11月25日（土） 13:00～15:00
お一人様 ¥15,000

Join Ms. Rie Matsuki, Japan Sommelier Asso-
ciation-certified Senior Sommelier, for an exclu-
sive vertical tasting of seven wines from the 
Bordeaux region of France. Especially featured 
is Chateau Mouton Rothschi ld from the 
Médoc, the most famous wine-growing district 
within Bordeaux. This is a great opportunity to 
learn how the terroir shapes the unique taste, 
aroma, and character of each wine.
○November 25 （Sat） 1:00pm-3:00pm
¥15,000 per person

Wine seminar 
with ACADEMIE DU VIN
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「ホワイトラビット」
東京ディナー

世界的に有名なレストラン「ホワイトラビット」
（ロシア・モスクワ）よりシェフを招聘し、1日限
りの特別なイベントを開催します。詳細はクラ
ブウェブサイトにてご案内いたします。
○ 11月13日（月） 19:00～
お一人様 ¥23,000（お飲みもの、税金、サービス料別）
Join us for  a  one-night-only  d inner  
engagement with international ly-ac-
claimed guest chef Vladimir Mukhin, join-
ing us from Moscow’s famed restaurant, 
White Rabbit. Details will be available on 
the Club website.
○November 13 （Mon）  From 7:00pm
¥23,000 per person（+tax and service charge, 
drinks not included）

White Rabbit
Tokyo Dinner
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January
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。
○2018年1月1日（月・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。
※ダイニングやお席はご希望に添えない場合がございます。
Celebrate the arrival of 2018 with family and friends 
at ‘fifty-one’ for our traditional New Year’s breakfast, 
taking in the spectacular views of Tokyo.
○January 1 （Mon・Holiday）, 2018　6:00am - 8:00am
¥10,000 per person
* Drinks not included.
* The use of private room is subject to a room charge.
* We are unable to take reservations for requested seating.
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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  9:3 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。

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。サーロインのローストを
ライブステーションでお届けする他、大人の方から
お子様までお楽しみいただけるメニューを多数ご用意。
シェフおすすめのイタリアン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。
お一人様  ¥5,500　  お子様（小学生）¥2,500　 
お子様（4 歳～ 6 歳）¥2,000 
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。
Join us at ‘la cucina’ for a very special Italian Christmas 
buffet brunch. Chef Marcello serves up a festive 
assortment of seasonal delights, including roast beef 
and a selection of Italian desserts.
¥5,500 per person　¥2,500 per child （Elementary school）
¥2,000 per child （4 to 6 years old）
Price for children's buffet will include appetizers, 
pizzas and desserts.

クリスマスケーキ

クラブ パティシエ、古久保裕介によるクリスマスケーキをご用意しました。
ご予約は11月1日より承ります。
ストロベリーショートケーキ 15cm ¥4,000
トナカイのケーキ 15cm ¥4,800
Pastry Chef Kokubo is proud to present this year’s Christmas treats.
Reserve yours beginning November 1.
Strawberry shortcake 15cm ¥4,000
Reindeer chocolate cake 15cm ¥4,800

12
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la cucina

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 the following restaurants.

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

12月1日～25日まで、期間限定
クリスマススウィーツもご用意しています。
是非ご利用ください。
クリスマスツリー ¥3,500

クリスマスクッキー 各¥550

Christmas sweets are also available 
during December 1 to 25.

Christmas chocolate tree ¥3,500　
Christmas cookies ¥550/each

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

Christmas Family Style Dinner　
¥10,000　お一人様/per person
※3名様より/from 3 persons

※グラスシャンパン込/Includes one glass of Champagne

Dinner ¥52,000　2名様/2 persons
※一日6組限定/6 parties per day　
Dinner ¥12,000　お一人様/per person

Dinner ¥18,000　お一人様/per person

la cucina（12/21-25）

the horizon room（12/24-25）

fifty-one（12/21-25）

amakawa （12/21-25）

12
21 25

12
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ケーキお渡し
Cake pick up

11
1

ご予約開始
Start of reservation
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Dinner set menu upgrade plan

ご注文いただいたコースメニューを一つ上のメニューへとアップグレード。
※咲コースは和牛を特選和牛に変更。
※シーフード、極コースのアップグレードはございません。

Dinner set menu will be upgraded.
*For Saki set menu, Japanese Wagyu beef will be upgraded to Japanese prime Wagyu beef.
*Upgrades are not available for Seafood and Kiwami set menus.

ディナーコース アップグレード

amakawa

“20 pieces of sushi à la carte”

旬の魚をはじめ、吟味された新鮮な鮨ネタの中から
お好み20貫をお召し上がりください。　
※ザ 鮨バー ダイニングのみでのご提供。

¥10,000 大人　¥500 お子様1貫（小学生）
Select and enjoy 20 pieces of your favorite sushi.
*Available only at ‘the sushi bar’.
¥10,000 per piece; ¥500 per piece for child（Elementary school） 

お好み鮨20貫
the sushi bar

Seasonal o�er

ふく御膳　¥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。

Blowfish set menu ¥10,000
*Weekend and holiday menu will also be available during the period of 
  lunch and dinner.

新春特別メニュー

Special o�er スターアニス 感謝メニュー
star anise

ディナーセットメニュー 碧玉　¥13,000 → ¥10,000

12/26-2912/26-29, 1/2-3

Dinner menu “Jasper” ¥13,000 will be offered at ¥10,000.

New Year order bu�et

新春飲茶ランチ
お一人様 ¥5,000  小学生¥2,500　4歳~6歳 ¥1,250

New Year dim sum lunch
¥5,000per person; ¥2,500per child（Elementary school）;  
¥1,250 per child（4-6 years old）

New Year dinner buffet
¥9,000per person; ¥4,500 per child（Elementary school）;  
¥2,250per child（4-6 years old）

新春ディナーブッフェ
お一人様 ¥9,000  小学生¥4,500　4歳~6歳 ¥2,250

旬のおすすめメニュー
hyakumi-an

Sommelier’s special winter selections ¥5,000
ソムリエセレクションボトルワイン ¥5,000均一

�fty-one 

●Cuvée l'Éternité by Ernestine Doussot Brut
●Tin Roof Cabernet Sauvignon
●Bread & Butter Pinot Noir
●Baron Philippe de Rothschild Mapu Sauvignon Blanc

等 etc.

12/26-29

12/26-29

Special o�ers

ランチセットメニュー"青森プロモーション”　
￥3,900→￥3,000
Lunch set menu "Taste of Aomori" ￥3,900 will be offered at ￥3,000.

ディナーセットメニュー"青森プロモーション”　
￥12,000→￥10,000
Dinner set menu "Taste of Aomori" ￥12,000 will be offered at ￥10,000.

ウィークエンドスペシャルディナー　¥5,000 
※土・日・祝日限定メニューを特別に期間中もご提供します。

Weekend special dinner  ¥5,000 
*Weekend and holiday dinner menu will also be available during the period.

スペシャルオファー
la cucina 12/26-29

12/26-29

1/2-3

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Tボーンステーキ500ｇを皆様でシェアしてお楽しみください。
Indulge in our delicious 500g T-bone steak, grilled to perfection and 
served family style. Enjoy it along with a variety of seasonal side dishes.  
Tボーンステーキ プラッター　T-bone Steak Platter　¥6,500

T-bone Steak Platter Tボーンステーキ プラッター

今年もシェフ 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. Various 
Shanghainese hairy crab dishes are available including Steamed whole hairy crab and Chi-
nese wine-marinated crab in both set menus and a la carte.
上海蟹プロモーション　Shanghai Crab Menu　¥15,500

Shanghai Crab on Special 上海蟹プロモーション

12月は、青森の食材を盛り込んだメニューをご用意します。平目やにんにく
など、海の幸・山の幸に富む食材の宝庫と呼ばれる青森の味覚をシェフ渾
身の料理でご堪能ください。ランチ（¥3,900）もご用意しています。
Chef Marcello’s finely-crafted dishes bring you the best of sea-
sonal ingredients from Aomori, a veritable treasure trove of deli-
cacies. Also available as a lunch set!（¥3,900）.
青森を楽しむイタリアン   Taste of Aomori　¥12,000

Taste of Aomori 青森を楽しむイタリアン

November & December

冬の味覚の王様、とらふくの季節が到来。ふく刺し、竜田揚げ、てっちりなど、
ふく尽くしのコースをお楽しみください。
Enjoy our fuku Kaiseki menu featuring blowfish prepared in a vari-
ety of ways such as deep-fried, tecchiri （hot pot）and sashimi.
ふく会席　Blowfish Kaiseki Dinner　¥18,000

Blow�sh Kaiseki Dinner ふく会席

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.



https://www.instagram.com/che�iamcrotty/

Liam Crotty
Executive Chef, 

Roppongi Hills Club

リアム クロティ
六本木ヒルズクラブ 総料理長

私はアイルランド南部の自然豊かな漁村で生まれ育
ちました。私が料理の道を志したきっかけとなったの
は13歳の時。近くのレストランで働いていた時に、毎
朝水揚げされる新鮮な魚介類を見るなかで、料理の
基本は良質な食材選びから始まることを学びました。
来日間もなく、築地市場を見学する機会に恵まれま
した。築地市場で取り扱う食材の多様さ、市場の大
きさに大変興奮したと同時に、築地で扱う冷凍鮪の
約９割はアイルランドで水揚げされていることを聞
き、日本との親しみを覚えました。
自分自身の経験はもちろんのこと、日本の食材や食
文化、お席の内容について理解を深め、より皆様の
心に寄り添うお料理を提供して参ります。

I grew up in a small fishing village in south of Ireland, surrounded 

by nature. The culinary arts became my path and passion at the 

age thirteen, working at a local restaurant. I learnt that the basics 

of fine food lies in the careful selection of quality ingredients. 

One of my first experiences after arriving in Japan was a tour of 

Tsukiji fish market. I was excited by the diversity of ingredients 

and sheer size of the market, but on hearing that the vast majori-

ty of frozen tuna sold there is caught near Ireland I also felt a 

connection to Japan.

My desire is not only to connect my experiences with the quali-

ties of Japan’s ingredients and food culture, but also gain a 

deeper understanding of the overall dining experience, in order 

to provide you with an unforgettable dining experience. 

新総料理長に就任した
リアム クロティからご挨拶いたします。

Greetings �om Liam Crotty, 
our new Executive Chef

Chef Liam Crotty joined Roppongi Hills Club 
as Executive Chef in September 2017. 

Prior to this, he held a variety of culinary 
positions with Hyatt hotels around the world 

including Dubai, Maldives and Gurgaon.

アイルランド出身。ダブリンの一つ星
レストランを含む有名シェフの元で修業を

積み、2007年にハイアットホテルズに
入社。中東やインド、モルディヴなど

幅広い国のハイアットホテルにて料理長、
総料理長を務め、2017年9月より現職。
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