
   

DINNER  
 

アミューズ 
 

 夏野菜とアジのエスカベッシュ グリーンサラダ添え 
 

 ヴィシソワーズスープ じゅんさいを浮かべて 
 

 ニュージーランド産牛サーロインのロースト 

ポテトのボロネーズ添え グリーンマスタードソース  

  

 本日のデザート 
 

コーヒー 又は 紅茶 
  

ARK HILLS CLUB  P.O.Box 593. 37th Floor, East  Wing, ARK Mori Bldg. 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6090 
アークヒルズクラブ 〒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 私書箱593号 

Reservations or Further information ご予約・お問い合わせ03-5562-8201 

July Special Menus for Cooling Summer   

夏の集い特別プラン 7月のメニュー   

http://www.arkhillsclub.com/ 

 

Please note that menu items are subject to change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.  
ﾒﾆｭｰ内容は入荷状況により変更になる場合がございます。 

        コンチネンタルダイニング Continental Dining  

7月1日～8月29日 秘書やスタッフの方だけでもご利用いただけます 

4名様ごとに、お一人様分ランチ又はディナー無料!  
 

    ランチ+ ソフトドリンク \3,300 （お一人様  税･サ込み） 

         トマト酢・黒ウーロン茶などもご用意しております 

ディナー + グラススパークリングワイン \7,800 （お一人様 税･サ込み） 

  

LUNCH 
 

  オードブルヴァリエ（5種類の前菜取り合わせ） 
 

ヴィシソワーズスープ じゅんさいを浮かべて 
 

お選びください   

スズキのポワレ 枝豆とパンチェッタのブレゼ ペルノーソース  

又は 

 ニュージーランド産牛サーロインのロースト  

ポテトのボロネーズ添え グリーンマスタードソース 
 

 本日のデザート 
 

コーヒー 又は 紅茶 
 
 



ARK HILLS CLUB  P.O.Box 593. 37th Floor, East  Wing, ARK Mori Bldg. 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6090 
アークヒルズクラブ 〒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 私書箱593号 

Reservations or Further information ご予約・お問い合わせ03-5562-8201 

July Special Menus for Cooling Summer  

夏の集い特別プラン 7月のメニュー   

http://www.arkhillsclub.com/ 

 

Please note that menu items are subject to change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.  
ﾒﾆｭｰ内容は入荷状況により変更になる場合がございます。 

  鉄板焼カウンター Teppan-yaki Counter  

7月1日～8月29日 秘書やスタッフの方だけでもご利用いただけます 

  

LUNCH 
 

  季節の小鉢 

 

  新鮮夏野菜のブーケサラダ レモンドレッシング  

 

   オーストラリア産ドライエイジビーフサーロイン 100g 
 季節野菜添え トリュフ塩と3種のソースにて 

 

ガーリックライス 又は 白御飯 トムヤンクン 香の物 

 

コーヒー 又は 紅茶 
   
 

 DINNER 
 

  季節の小鉢 
 

  新鮮野菜のブーケサラダ レモンドレッシング  
 

真鯛のソテー 島人参とオレンジのソース 
 

お口休めのグラパラリーフ はちみつ添え 

 

   オーストラリア産ドライエイジビーフサーロイン 100g  
季節野菜添え トリュフ塩と３種のソースにて 

 

  ガーリックライス 又は 白御飯 味噌椀 香の物 
 

コーヒー  又は 紅茶 
 

4名様ごとに、お一人様分ランチ又はディナー無料!  
 

    ランチ+ ソフトドリンク \3,300 （お一人様  税･サ込み） 

         トマト酢・黒ウーロン茶などもご用意しております 

ディナー + グラススパークリングワイン \7,800 （お一人様 税･サ込み） 



夜咄し      

 

前 菜 ： つるむらさきの山葵浸し、滝川豆腐 
  

造 り  ：   間八、青利烏賊 
 

煮 物 ： 野菜炊き合わせ 

         茄子、小芋、南瓜、絹さや、 

         ヤングコーン、木の芽   
 

 鍋  ：  もち豚しゃぶしゃぶ 

         もち豚ロース、白菜、水菜、打ち葱 

         椎茸、黄韮、輪人参、豆腐、葛切り 

 

食 事 ： 雑炊 又は うどん   
 

水 物 ： 白玉あんみつ  

ARK HILLS CLUB  P.O.Box 593. 37th Floor, East  Wing, ARK Mori Bldg. 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6090 
アークヒルズクラブ 〒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 私書箱593号 

Reservations or Further information ご予約・お問い合わせ03-5562-8201 

July Special Menus for Cooling Summer  

夏の集い特別プラン 7月のメニュー  

http://www.arkhillsclub.com/ 

                                             昼宴      
 

先 付 ： つるむらさきの山葵浸し 
 

造 り    ： 間八、青利烏賊 
 

蒸 物 ： 夏野菜と蒸し鶏 

 

         赤・黄パプリカ、レタス、茄子 

         ヤングコーン、万願寺唐辛子 

              紅卸し、浅葱、ぽん酢 
 

酢の物 ： 海素麺酢 

         海素麺、白だつ、ミニトマト、生姜酢 
 

食 事 ： 五穀米、大和芋、あおのり 

       留椀、香の物 
 

水 物 ： マンゴーシャーベット 

Please note that menu items are subject to change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.  
ﾒﾆｭｰ内容は入荷状況により変更になる場合がございます。 

                日本料理ダイニング Japanese Dining  

7月1日～8月29日 秘書やスタッフの方だけでもご利用いただけます 

4名様ごとに、お一人様分ランチ又はディナー無料!  
 

    ランチ+ ソフトドリンク \3,300 （お一人様  税･サ込み） 

         トマト酢・黒ウーロン茶などもご用意しております 

ディナー + グラススパークリングワイン \7,800 （お一人様 税･サ込み） 
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Reservations or Further information ご予約・お問い合わせ03-5562-8201 

July Special Menus for Summer  
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Please note that menu items are subject to change without notice, due to the availability of seasonal ingredients.  
ﾒﾆｭｰ内容は入荷状況により変更になる場合がございます。 

                      寿司カウンター Sushi Counter  

   

           昼宴      

 

前 菜 ： 真鯛と夏野菜のカルパッチョ風サラダ 
  

寿 司 ：   にぎり寿司七貫、小丼 

         中トロ、赤身、縞鯵、アオリイカ、鯵 

         帆立貝、ずわい蟹、いくらの小丼 
 

留 椀 ： 生海苔と茗荷のあら出し汁 など 
 

水菓子 ： ライチシャーベット 

 

7月1日～8月29日 秘書やスタッフの方だけでもご利用いただけます 

   

           夜咄し      

 

先 付 ： やわらぎ豆腐 青柚子風味 

 

酒 肴 ： 炙り明太子、白瓜の昆布〆 
  

寿 司 ： 鮪、縞鯵、アオリイカ、ずわい蟹、いくら 

            

中 皿 ： 水茄子浅漬け 
 

小 丼 ： 葱とろたく丼 特製出し醤油  
        ＊予約のみ 

留 椀 ： 生海苔と茗荷のあら出し汁 など 
 

水菓子 ：  白桃シャーベット 

4名様ごとに、お一人様分ランチ又はディナー無料!  
 

    ランチ+ ソフトドリンク \3,300 （お一人様  税･サ込み） 

         トマト酢・黒ウーロン茶などもご用意しております 

ディナー + グラススパークリングワイン \7,800 （お一人様 税･サ込み） 


