
無料メールマガジン配信中 !!　イベントやお得な情報を配信しています。 
詳しくは https://www.ghi.gr.jp Facebook

いいね！！

facebook.com/Hotel.Grandhill.Ichigaya 

情報配信中

〒１６２-０８４５　　東京都新宿区市谷本村町４-1　TEL ０３-３２６８-０１１１ （代表）４-1　TEL ０３-３２６８-０

営業時間　昼１１：３０～１４：３０（ラストオーダー １４：００）

　　　　　夜１７：００～２３：００（ラストオーダー ２２：００）

　土曜日　　１１：３０～２２：３０（ラストオーダー ２２：００）

　　　　　　　　　
　　　　　　　　定休日　日・祝日　　　TEL　03-3235-2923　

東京閣
中国料理

営業時間　昼１１：３０～１４：３０

　　　　　夜１７：００～２２：３０（ラストオーダー ２２：００）

　土曜日　昼１１：３０～１４：３０

　　　　　夜１７：００～２１：００（ラストオーダー ２０：３０）

　
　　　　　　　　定休日　日・祝日　　　TEL　03-3235-5110

ホテルグランドヒル市ヶ谷　西館   店舗ご案内

営業時間　９：００～１８：００

定休日　火曜日　　　 　TEL　03-3268-8787

営業時間　　１７：００～２３：００

　　　　　　　　（ラストオーダー２２：００）

定休日　日・祝日　　 　TEL　03-3235-2923

営業時間　 １７：００～２３：３０

　　　　　　　　　（ラストオーダー　料理２２：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　飲物２３：００）

定休日　土・日・祝日　TEL　03-5261-2770

３２名様まで利用可４８名様まで利用可 桂の間 萩の間葵の間

【御献立】   先付　前菜　御椀　造里　焼物　
               揚物　口替り　炊合せ　食事　果物

【お飲み物】　　　ヱビスビール 　久保田 （千寿）　　　焼酎 【芋・麦】 
　　　　　　    　  ウイスキー　ワイン( 赤･白 )　 ソフトドリンク

和室会席パック和室会席パック
大切な方のおもてなしに。 ご親族やお友達との会合に。 優雅な時が流れるお席をご用意しております。大切な方のおもてなしに。 ご親族やお友達との会合に。 優雅な時が流れるお席をご用意しております。

お一人様【2時間フリードリンク付】

ＴＥＬ　０３-３２６８-０１１６ 【直通】■ご予約 ・ お問い合わせは　宴集会担当まで

さらに内容が充実した和室特選会席パック （15,000 円） もご用意しております。

【Jan.】
NEWS

【【【【【【【【【【2019.12019.1
グラヒル

◇酒蔵を囲む会

◇鍋特集◇鍋特集

◇サルビアディナー＆ふじ会席◇サルビアディナー＆ふじ会席

◇春のパーティーパック

蔵をを囲むむ会会囲む会会蔵を 会会会会会むむむむ囲囲囲囲囲囲囲囲ををををを蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵蔵◇酒◇酒酒蔵酒蔵蔵◇◇酒◇酒酒蔵酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒◇◇◇◇◇◇◇酒蔵蔵酒酒蔵酒 囲囲 会会会会会会酒酒酒酒 会会会会会蔵酒酒酒酒酒

【１月トピックス】【１月トピックス】

新春

ティ春 ック春 ッ◇春春◇春◇

東館 1 階ロビー館 1 階ロビー
お正月気分を満喫していただけるよう、 箱庭をご用意して皆様をお正月気分を満喫していただけるよう、 箱庭をご用意して皆様を

お迎えしておりますお迎えしております。また松の内後も四季折々の装花で色鮮やかにロビーを演出。また松の内後も四季折々の装花で色鮮やかにロビーを演出。

ぜひ親しい方などと写真スポットにご利用ください。ぜひ親しい方などと写真スポットにご利用ください。

春のパーティーパック
２０１９２０１９

２０１９.２.１ （金） ２０１９.５.３１ （金）

フリードリンク （２時間制） ２０名様より

6,000 円6,000 円
【全１２種類】 【全１５種類】

7,000 円7,000 円
【全１７種類】【全１７種類】

10,000 円10,000 円8,000 円8,000 円

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

ビール、 ウィスキー、 焼酎 【芋 / 麦】、

ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク

ビール、 ウィスキー、 カクテル各種、

ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク

■ 7,000 円以上のコースには

    ワイン （赤 ・ 白） が含まれます。

■ 8,000 円のコースは日本酒、

    またはワインのグレードアップ。

　  10,000 円のコースは日本酒、

    及びワインのグレードアップ。

お料理＋フリードリンク＋会場費＋消費税 / サービス料お料理＋フリードリンク＋会場費＋消費税 / サービス料パック内容

※画像はイメージです

Ａコースコース

B コースコース

１２名様まで利用可

室料 ・飲食 ・ サービス料込

１０,０００円



お一人様 6,000円

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

魚もしくは肉料理コース   　 　￥5 ,0００

フルコース 【魚＆肉料理】　　 ￥6 ,0００

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９
※入荷状況により献立内容に変更がある場合がございます。

※土･日･祝日はご予約にて承ります。

DINING SALVIA

■朝食　　　　７：００ ～１０：００　　

■ランチ　　 １１：３０ ～１４：３０ （Ｌ．O １４：００）

■ディナー　 １７：００ ～２２：００ （Ｌ．O ２１：３０）
1 月のディナー東館１Ｆ

■  昼　  　１１：３０～ １４：３０ （Ｌ．O　１４：００）

■  夜　　　 １７：００～２２：００ （Ｌ．O　２１：３０）

　　　　　  　　　※土・日・祝日　 （１７：００～２１：００）

東館地下１Ｆ 1 月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

００

ディナー

期間：1月７日（月）～1月３１日（木）

寒い冬に ・ ・ ・ あつあつの鍋はいかがですか東館地下１Ｆ

JAPANESE CUISINE FUJI

白湯旨塩仕立て白湯旨塩仕立て

2,000円 雑炊雑炊またはまたはうどんセット＋５００円うどんセット＋５００円2 000円

甲州健味鶏の水炊き鍋 甲州健味鶏の水炊き鍋 【2名様より】【2名様より】
料理長

イチオシ １
人
前

うどんセット＋５００円うどんセット＋５

寄せ鍋 【2名様より】【2名様より】
１
人
前1,500円1,500円

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９※画像はイメージです

季節限定季節限定 鍋料理鍋料理 旨出汁仕立て

新年会のお集まりにもご利用ください。

期間： １月７日（月） ～ １月３１日（木）期間： １月７日（月） ～ １月３１日（木）

【前  菜】　白子ポン酢　蟹爪霞揚げ

                 子持昆布西京漬   燻鮭絹田巻

                 金柑蜜煮　黒豆松葉

【造  り】  料理長おまかせ鮮魚　妻彩々

【椀  物】　霙仕立て

　　　        冬鴨吉野煮　焼餅　聖護院蕪　梅人参

【鉢  肴】　和風ローストビーフ　冬大根ステーキ

　　　　　  海老芋和蘭煮　菜の花　梅人参

【デザート＆コーヒー】

クレームダンジュ

【オードブル】

【オードブル】

お一人様 6,000

【揚　物】    公魚　蕗の薹　レモン　藻塩

【お食事】　　焼おむすび茶漬け　自家製唐墨　

　　　　　　  三つ葉　香の物　

【水菓子】　　季節のもの

　

【肉料理】

仔牛フィレのコトレッタ
マルサラとホースラディッシュ ２種のソースで

黒ムツのポワレ 下仁田葱のグリル
ムール貝のブールブランソース

【魚料理】

フォアグラテリーヌのキャラメリゼ
バナナのクーリと季節のフルーツ

キングサーモンのマリネ
トマトと赤ワインヴィネガーのソース

御　　献　　立御　　献　　立

“初春月の一献”

水と雪と大地がつくる魚沼の天地

そのなかで蔵人は長年培った技術をもとに

高のお酒を皆様に贈ります

日本酒は 「八海山　あわ」　の他に、 ５銘柄をご用意しております。

日本料理ふじの料理長より、 八海山を、 よりお愉しみ頂く

厳選した酒肴とお食事をご用意いたしました。

ご自宅でも美味しく飲めるお燗の付け方など、

日本酒のプロが伝授いたします。

日

さらに！

、

さらに！さらに！

【会　　　費】　お一人様　７,０００ （お食事 ・ 日本酒　税込）

【定　　　員】　２０名

【場　　　所】　ホテルグランドヒル市ヶ谷　　東館地下１階　葵の間

【予約受付】　日本料理ふじ　０３－３２６８－０１１９ （１４ ： ００～２２ ： ００）

概要・お申込み概要・お申込み

八海山を飲みつくす！八海山を飲みつくす！

酒蔵を囲む会酒蔵を囲む会
お
す
す
め

季
節
限
定

限
定
販
売２０１９年２０１９年 ２月１５日 （金）２月１５日 （金）

開始　１９ ： ００　閉会　２１ ： ００


