
〒107-6090 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル イーストウィング37階 
37TH Floor, East Wing, ARK Mori Bldg. 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6090

TEL.（03）5562-4110
FAX.（03）5562-8207

ARK HILLS CLUB

《Cold Selection》

鰹と帆立貝のマリネ ジンジャードレッシング　ピクルス添え
Marinated bonito and scallops, ginger dressing, pickled vegetables

スモークサーモン　オニオンサラダとケッパー添え
Smoked salmon, onion salad, capers

ポークエスカベッシュと水菜のサラダ
Pork escabeche with mizuna salad

ハムとクリームチーズのメキシカントルティーヤ
Pork ham and cream cheese Mexican tortilla

シーフードとグリーンベジタブルのパスタサラダ　トマトソース
Chilled pasta salad, seafood and green vegetables, tomato sauce

サンドウィッチ
Assorted sandwiches

《Hot Selection》

鮮魚のポワレ　野菜のブレゼ　カレー風味バルサミコソース
Pan-fried daily �sh, curr y balsamic sauce, braised vegetable

白身魚のフライ　タルタルソース添え
Deep-fried white �sh, tartar sauce

豚バラ肉、ポテト、黒オリーブのトマトソース煮込み
Braised pork, tomato sauce, potatoes, black olives

春巻きと海老スティックの盛り合わせ
Assorted deep-fried spring rolls and shrimp sticks 

チキンカレー　バターライスと共に
Chicken curr y, buttered rice

《Dessert》

各種スウィーツの盛り合わせ
Assorted French pastries

《Drink》

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、
焼酎（麦、芋）、ウイスキー、オレンジジュース、ウーロン茶
Sparkling Wine, White & Red Wine, Beer, Sho-chu, Whisky, Orange Juice, Oolong Tea

《Western Cold Selection》

鰹と帆立貝のマリネ ジンジャードレッシング　ピクルス添え
Marinated bonito and scallops, ginger dressing, pickled vegetables

ポークエスカベッシュと水菜のサラダ
Pork escabeche with mizuna salad

ハムとクリームチーズのメキシカントルティーヤ
Pork ham and cream cheese Mexican tortilla

シーフードとグリーンベジタブルのパスタサラダ　トマトソース
Chilled pasta salad, seafood and green vegetables, tomato sauce

《Western Hot Selection》

鮮魚のポワレ　野菜のブレゼ　カレー風味バルサミコソース
Pan-fried daily �sh, curr y balsamic sauce, braised vegetable

白身魚のフライ　タルタルソース添え
Deep-fried white �sh, tartar sauce

豚バラ肉、ポテト、黒オリーブのトマトソース煮込み
Braised pork, tomato sauce, potatoes, black olives

チキンカレー　バターライスと共に
Chicken curr y, buttered rice

《Japanese Selection》

焼物盛合わせ
Grilled dish

《Dessert》

各種スウィーツの盛り合わせ
Assorted French pastries

《Drink》

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、
焼酎（麦、芋）、ウイスキー、オレンジジュース、ウーロン茶
Sparkling Wine, White & Red Wine, Beer, Sho-chu, Whisky, Orange Juice, Oolong Tea

コーヒー又は紅茶
Co�ee and Tea

冷蕎麦
Chilled soba noodle

おにぎり
R ice ball

コーヒー又は紅茶
Co�ee and Tea

和洋メニュー ¥8,800お一人様

（サービス料、税金込）
洋食メニュー ¥8,800お一人様

（サービス料、税金込）

sample sample

the club room by ARK HILLS CLUB

Party Plan
パーティープランのご案内

※各料金は、サービス料込、税金別となります。
※室料は別途頂戴いたします。
※着席ブッフェスタイルをご利用の場合は、追加料金お一人様1,100円（サービス料、税金込）
※ご出席人数分のオーダーをお願いします。

［お料理］ ブッフェ料理　［お飲物］ 2時間フリードリンク　［人　数］ 30名様より

［延長料］ フリードリンク30分延長 お一人様1,100円（サービス料、税金込）



和洋メニュー

（サービス料、税金込）
¥11,000お一人様

洋食メニュー

（サービス料、税金込）
¥6,600お一人様

カジュアルな立食メニュー

握り寿司大皿盛り（10人前）  ¥11,000~
Assorted Sushi 

冷そば（1人前、30名様より） ¥660~
Chilled Soba Noodle 

ローストビーフ　オーストラリア産（30名様より）  ¥59,400~
Roasted Australia Beef

ローストビーフ　国産牛（30名様より）  ¥148,500~
Roasted Japanese Beef

※上記には10％のサービス料を加算させていただきます。
     All price above are subjected to 10% ser vice charge.

オプションメニュー   Option Menu

《Cold Selection》

サワラのタタキ風マリネ　彩り野菜とマスタードソース
Marinated Spanish Mackerel, mustard sauce, seasonal vegetables

豚肩肉とポテトの和風サラダ
Roasted pork loin and potatoes with Japanese dressing

スモークサーモン　オニオンサラダとケッパー添え
Smoked salmon, onion salad and capers

シーザーサラダ　クルトン、パルメザンチーズ、ベーコン添え
Caesar salad, croutons, parmesan cheese, bacon

鶏胸肉と緑野菜のパスタサラダ カレー風味
Chilled pasta salad, chicken breast, caper, onion

サンドウィッチ
Assorted sandwiches

《Cold Selection》

真鯛とアボカドのタルタル　水菜サラダとトマトベルジュソース
Sea bream and avocado tartare, tomato verge sauce, mizuna salad

ノルウェー産サーモンマリネの炙り　柚子ソース
Marinated and broiled Nor wegian salmon, yuzu sauce

ローストビーフのカルパッチョ風　ポテトサラダとパルメザンソース
Roast beef carpaccio, potato salad, Parmesan dressing

パルマ産生ハムとコールドカッツ　オリーブマリネとグリッシーニ添え
Assorted Parma ham and cold cuts, marinated olives, grissini

シーザーサラダ　スモークチキン、パルメザンチーズ
Caesar salad, smoked chicken breast, parmesan cheese

白身魚のトマト煮とファルファッレのパスタサラダ
Tomato braised white �sh and farfallet pasta salad

サンドウィッチ
Assorted sandwiches

《Western Cold Selection》

真鯛とアボカドのタルタル　水菜サラダとトマトベルジュソース
Sea bream and avocado tartare, tomato verge sauce, mizuna salad

ノルウェー産サーモンマリネの炙り　柚子ソース
Marinated and broiled Nor wegian salmon, yuzu sauce

パルマ産生ハムとコールドカッツ　オリーブマリネとグリッシーニ添え
Assorted Parma ham and cold cuts, marinated olives, grissini

シーザーサラダ　スモークチキン、パルメザンチーズ
Caesar salad, smoked chicken breast, parmesan cheese

白身魚のトマト煮とファルファッレのパスタサラダ
Tomato braised white �sh and farfallet pasta salad

《Western Hot Selection》

本日の鮮魚のポワレ　ブルグアライス　サフランソース
Pan-fried daily �sh, sa�ron sauce, bulgur rice

海老と帆立貝のフリカッセとキャベツのブレゼ　岩海苔のバターソース
Shrimp and scallop fricassee, seaweed butter sauce, braised cabbage

オーストラリア産牛肉の網焼きと季節野菜　ベルシーソース
Grilled beef loin, bercy sauce, seasonal vegetables

春巻き、海老スティック、焼売の盛り合わせ
Assorted deep-fried spring rolls, shrimp sticks and pork dumplings 

ハッシュドビーフとバターライス
Hashed beef, buttered rice

《Hot Selection》

鮮魚のポワレ　野菜のブレゼとバジルソース
Pan-fried daily �sh, basil sauce, braised vegetable

若鶏と季節野菜のクリーム煮込み
Chicken cream stew, seasonal vegetables

ミートソースとベシャメルのラザニア
Baked lasagna

海老、烏賊、小柱の中華風チリソース焼きそば
Seafood fried noodles, sour sweet chili sauce

ベジタブルカレー　バターライスと共に
Vegetable curr y, buttered rice

《Hot Selection》

本日の鮮魚のポワレ　ブルグアライス　バジルソース
Pan-fried daily �sh, basil sauce, bulgur rice

海老と帆立貝のフリカッセ　マッシュルームとクラムのバターソース
Shrimp and scallop fricassee, mushrooms and clam butter sauce

若鶏のパンロースト　フライドポテト　バルサミコソース
Roasted chicken leg, balsamic sauce, fried potatoes

オーストラリア産牛肉の網焼き　季節野菜　ベルシーソース
Grilled beef loin, bercy sauce, seasonal vegetables

春巻き、海老スティック、焼売の盛り合わせ
Assorted deep-fried spring rolls, shrimp sticks and pork dumplings 

ミートソースとベシャメルのラザニア
Baked lasagna

ハッシュドビーフとバターライス
Hashed beef, buttered rice

《Japanese Selection》

造り（鮪山掛け）
Fresh sashimi

焼物盛合わせ
Grilled dish

揚物盛合わせ
Deep-fried dish

《Dessert》

各種スウィーツの盛り合わせ
Assorted French pastries

コーヒー又は紅茶
Co�ee and Tea

《Drink》

白ワイン、赤ワイン、ビール、オレンジジュース、ウーロン茶
White & Red Wine, Beer, Orange Juice, Oolong Tea

《Drink》

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、焼酎（麦、芋）、
ウイスキー、カクテル、ミネラルウオーター、オレンジジュース、ウーロン茶
Sparkling Wine, White & Red Wine, Beer, Sho-chu,
Whisky, Cocktail, Mineral Water, Orange Juice, Oolong Tea

《Drink》

スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、ビール、焼酎（麦、芋）、
ウイスキー、カクテル、ミネラルウオーター、オレンジジュース、ウーロン茶
Sparkling Wine, White & Red Wine, Beer, Sho-chu,
Whisky, Cocktail, Mineral Water, Orange Juice, Oolong Tea

《Dessert》

各種スウィーツの盛り合わせ
Assorted French pastries

コーヒー又は紅茶
Co�ee and Tea

《Dessert》

各種スウィーツの盛り合わせ
Assorted French pastries

コーヒー又は紅茶
Co�ee and Tea

¥11,000
（サービス料、税金込）

お一人様

sample

sample

sample

冷蕎麦
Chilled soba noodle

おにぎり
R ice ball


