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【３月トピックス】お客様の最高の笑顔のために

私たちホテルグランドヒル市ヶ谷スタッフ全員の願い・・・

それは、ゲストの最高の笑顔です。

スタッフ全員心を込めてお手伝いいたします。
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）

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
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。

春のパーティーパック
２０１９

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
【全１２種類】 【全１５種類】

7,000 円
【全１７種類】【全１７種類】

10,000 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 / サービス料パック内容

※画像はイメージです

Ａコース

B コース

１２名様まで利用可

室料 ・飲食 ・ サービス料込

１０,０００円

◇オリジナルポイントカード開始のご案内

◇White Day 2019

◇サルビアディナー＆ふじ会席　

◇春のパーティーパック

◇和室会席パック



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）
3 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 3 月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

謝恩会などのお集まりにもご利用ください。

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

【オードブル】

【肉料理】

【魚料理】

御　　献　　立

【アプリコット】
まろやかなミルクチョコレートが香り高い杏のペースト
を引き立て、
爽やかな香りと酸味が口の中に広がります。

Apricot

発芽コーヒーを生クリームに抽出し、ビスケット風味の
チョコレートとのコラボ。
ビターな大人の味わい。

【抹茶】

【カフェ】

Green Tea

Cafe

【フランボワーズ】

【ヘーゼルナッツ】

【塩キャラメル】

Framboise

Salt Caramel

Hazelnuts

ご予約・お問合せ先

TEL　03-3268-0118 

ティーラウンジ内
キャッシャー

東館1F

３.１ （Fri） ～ ３.１４ （Thu）

【１１：３０～２１：３０】　

ホワイトマカロン ６個入り

    \1,500 【化粧箱付】

ホワイトデー限定商品 ～もらっていても、 そうでなくても～

“桜月の宴”

【先　  付】　蛍烏賊　帆立　いくら　蕨　菜の花

　　　　　　  花びら百合根　ラディッシュ　酢味噌

【造   り】   桜鯛　塩昆布巻

                     鮪　甘海老　烏賊素麺

【温　  物】　白魚茶碗蒸し　小角筍　蚕豆　銀餡

【焼  八  寸】　 鴨ロース

                    フォアグラテリーヌ西京味噌風味

　　　　　　 オレンジ　揚蕪　クレソン

                    彩トマト   鱈味醂粕漬焼　はじかみ

                    飯蛸桜煮　桜大根

【揚　  物】　竹の子　こごみ

                    うるい　季節麩　藻塩

【お  食  事】　桜海老土鍋御飯　筍　蕨

                    菜の花　木の芽　

【水  菓  子】　揚白黒胡麻団子

　　　　　　 苺　キウイ　桜豆乳チーズフォンデュ

　

桜海老のテリーヌとソデイカ
～サクラの香り～

オニオンヌーボーのロースト
新玉葱とマスカルポーネ

ホウボウのポワレ
グリンピースのピュレ ヴァンブランソース

SAKURA

SAKURA

天草ポークフィレ肉のグリル 
アンチョビバルサミコ

※イメージです

ご入会特典として

２００ポイント進呈 !
「ポイントカード入会申込書」 にご記入を

いただき、 カードを発行いたします。

貯まったポイントでグラヒル利用券

（1,000 ポイントで 1,000 円） をゲット！

お申込

平成３１年４月１日より

◇オリジナルポイントカード開始のご案内

◇White Day 2019

◇サルビアディナー＆ふじ会席　

◇春のパーティーパック

◇和室会席パック

グランドヒル市ヶ谷　オリジナルポイントカード

さらに

プラス ２００ポイント

入会費 ・ 年会費無料

特典として４００ポイントゲット

使う

レストラン ・ ふじ ・ アイリス ・ 宿泊をご利用

の際、 会計時にカードをご提示いただくと

100 円ごとに １ ポイントを進呈いたします。

貯める

厳選した抹茶を使用し、甘さを控えめにする為
スイートチョコと合わせました。
口どけの良さと抹茶の風味が引き立ちます。

フランボワーズの酸味を最大限に感じていただける
よう、最高級ヴァローナ社のショコラを２種類ブレンド。
酸味と甘みのマリアージュをお楽しみください。

フランス産のゲランド塩を使用した
キャラメル風味のガナッシュ。
ヴァローナ社のスイートチョコと合わせました。

ヘーゼルナッツの香ばしい香りが
口いっぱいに広がり、
ミルクチョコの優しい甘さと相性抜群です。

４月１日～５日 にご入会いただくと


