
お申し込みは： アークヒルズクラブへお電話 (℡ 03-5562-8201)、又は 

上記用紙をファックス (Fax 03-5562-0896) にてご送付下さい。E-メールの場合は： ahcmsp@mori.co.jp     

For reservation:  Please call us at 03-5562-8201, send a fax (03-5562-0896) or e-mail :ahcmsp@mori.co.jp 

 

会員の皆様へ：  
 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、皆様の秘書・スタッフ各位をお招きし、感謝の夕

べを2日間にわたり開催いたします。恐れ入りますが、この招待状を、皆様の秘書・スタッフの方々にお手渡し

下さいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 
 

秘書・スタッフの皆様へ： 
 

日頃は、会員各位のご予約手配など、格別のご支援を頂戴し、心より御礼申し上げます。 

つきましては、秘書・スタッフの皆様に対する感謝の夕べを下記の通り開催致したくご案内申し上げます。 

同フロアーにございます宴会場「クラブルーム（the club room)」にて、シェフたちが腕をふるった、立食パー

ティ料理をご用意させて頂きます。また、初めてご来館される皆様に於かれましては、クラブ施設のご案内も予

定しております。クラブの食事でのサービス内容を皆様によりご理解頂ける機会として、また秘書・スタッフ各

位の交流の機会となれば幸甚でございます。 
 

ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご参加頂きたく、ご予約を心よりお待ち申し上げております。

ご都合を良い日をお選びの上、7月3日（月）までにご連絡下さいますようお願い申し上げます。 
 

記 
 

     日時： 2017年7月6日(木）又は 7月7日(金）午後7時～午後9時  

  場所： アークヒルズクラブ the club room 
               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 

     参加費： 無料  会員お1人につき、2名様をご招待（会員のご参加はご遠慮下さい） 

      ＊会員の秘書・スタッフの方に限らせていただきます。（ご友人同伴不可） 

            ＊当日はお名刺をお持ち下さいますようお願い申し上げます。 

ARK HILLS CLUB Fax 03-5562-0896  

参加日に✔チェック下さい：Please choose the date.    □ 7月6日 July 6  又/or  □ 7月7日 July 7 
 

Name(s) of Secretaries/staff  

参加者ご芳名： 1.                      2.                      連絡先Tel. 
 

 

Member Name:                    Company Name:. 

会員氏名：                            会社名：                                                            
 

Invitation to an Evening of  Appreciation (July 6 or July 7, 2017) for  
Members’ Secretaries and Administrative Staff 

 

Dear members:   
We will hold Evenings of Appreciation for your secretaries and/or administrative staff on July 6th and 7th.   
We appreciate your forwarding this invitation to them. 
 

Dear Members’ Secretaries and Administrative Staff: 
With the hope of showing our heartfelt appreciation to you for your continuing support in making reservations at the 
ARK HILLS CLUB for Members’ various functions, we are holding a special reception, ‘An Evening of Appreciation’, 
and we would very much like you to attend.  Our chefs will prepare a delicious buffet dinner for this special occasion 
at one of our facilities, the club room.  We hope this will be a good opportunity for you to come to know the quality 
of our food as well as our services.  Also, we hope you will enjoy deepening exchanges among other Members’ secre-
taries and administrative staff. 
 

We appreciate your informing us of your attendance of a party of either 6th or 7th by July 3 (Mon.).   
 

 Date & Time: July 6 (Thu.) or  July 7 (Fri.) from 7 p.m. to 9 p.m.  
   (You can come in and leave freely. ) 
 Place:  ARK HILLS CLUB the club room 
 Fee:  Gratis (Two persons per Member are invited.) Members’ secretary and staff only  
 

 


