２０１９

春 の パーティーパック
２０１９.２.１ （金）

２０１９.５.３１ （金）

フリードリンク （２時間制） ２０名様より
パック内容

2019.4 【AApr.】
グラヒル NEWS

お料理＋フリードリンク＋会場費＋消費税 / サービス料

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

7,000 円

6,000 円
【全１２種類】

【全１５種類】

8,000 円

10,000 円

【全１７種類】

【全１７種類】

Ａ コース

■ 7,000 円以上のコースには

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

ワイン （赤 ・ 白） が含まれます。
■ 8,000 円のコースは日本酒、

B コース

またはワインのグレードアップ。

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

10,000 円のコースは日本酒、
及びワインのグレードアップ。

※画像はイメージです
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ԧܴ˟ࠗȑȃǯ
【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】
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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

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。

ᔅỉ᧓

ỉ᧓

４８名様まで利用可

ᓬỉ᧓

３２名様まで利用可

■ご予約 ・ お問い合わせは 宴集会担当まで

ＴＥＬ

１２名様まで利用可

０３-３２６８-０１１６ 【直通】
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営業時間

１７：００～２３：３０
（ラストオーダー

営業時間

１１：３０～２２：３０（ラストオーダー ２２：００）
定休日

ɶ૰ྸ

ڝނ

営業時間

飲物２３：００）

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

料理２２：３０

日・祝日

TEL

定休日 土・日・祝日
営業時間

03-5261-2770

１７：００～２３：００

03-3235-2923

（ラストオーダー２２：００）
定休日 日・祝日

昼１１：３０～１４：３０

TEL

TEL

03-3235-2923

夜１７：００～２２：３０（ラストオーダー ２２：００）
土曜日

昼１１：３０～１４：３０

営業時間

夜１７：００～２１：００（ラストオーダー ２０：３０）
定休日

日・祝日

TEL

グラヒルフォトギャラリー

９：００～１８：００

定休日 火曜日

TEL

03-3268-8787

四季折々の自然を感じながら撮影できる

03-3235-5110

〒１６２-０８４５ 東京都新宿区市谷本村町４-1
４-1 TEL ０３-３２６８-０１１１
０３-３２６８-０
（代表）
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
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ŇŢŤŦţŰŰŬऴإᣐ̮ɶ
facebook.com/Hotel.Grandhill.Ichigaya

多彩なフォトスポットをご紹介します。

【４月トピックス】
【４月
【
４月ト
４月ト
トピック
トピックス】
ピッ
ック
クス】
◇ランチデザート
◇オリジナルポイントカード開始のご案内
◇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

１日２０食限定

L unch

ランチデザート始めます

■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）

ĵ ͈ΟͻȜ
ΟͻȜ

東館１Ｆ
DINING SALVIA

お昼から、 ちょっと贅沢なひととき

ŔłŌŖœł

dessert

ȺȜΡήσȻ

κΛΜτρ͈θȜΑ
έσȜΜΠζΠ͂ίυΏνȜΠ

ランチデザート

ȺأୋȜΡήσȻ

ุ͂ͺΑΩρ΄Α͈ςΖΛΠ

１３時以降にランチをご注文のお客様へ
ȺݿၳၑȻ

各 ￥２００
૯మ͈εχτġ૽४͈άντ

・ ムース類
ȺරၳၑȻ

・ アイスクリーム
ॾݱέͻτර͈υȜΑΠ
ࡳᕻ͈ࣝͤ

・ ブリュレ

ȺΟΎȜΠȻ

毎日いずれか１種類を、

ୄτϋΐ͂έυζȜΐνήρϋ͈Εσα

２０食限定でご提供いたします。
͉̩̱͜ݿරၳၑȜΑġġġȁȁɏĶĭıˌˌ

※写真はイメージです

έσȜΑġȺݿɕරၳၑȻȁȁ ɏķĭıˌˌ

Ⱥ̮ထȆ̤࿚̵ࣣ͉Ȼġġġ܁Ĳٴȁ؎໓ΘͼΣϋΈġσΫͺġġŕņōȇıĴĮĴĳķĹĮıĲĲĹȁȁުאশۼġġˍˌĻˌˌȡĳĳĻııȁɃōŐġˎˍȇˏˌɄȁ

【ご予約 ・ お問合せ先】

グランドヒル市ヶ谷 オリジナルポイントカード
お申込

ĵ ͈ٛ

東館地下１Ｆ
JAPANESE CUISINE FUJI

■ 昼
■ 夜

ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

１１：３０ ～ １４：３０ （Ｌ．O １ ４：００）
１７：００ ～２２：００ （Ｌ．O ２１：３０）
※土・日・祝日 （１７：００～２１：００）

Çෟ߹ƞΟÈ

平成３１年４月１日より
平成３１年４月１
１

御

献

立

「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。

ẔЭẅᓔẕẅ ẅ ஙỉᑻԧảẅẅẅݱෙᎊẅ
ẅẅẅẅẅẅẅᴾᆰᝃᗆ༃ẅலỉܱẅ

※イメージです
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特典として４００ポイントゲット
ご入会特典として

２００ポイント進呈 !

貯める
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。

ẅẅẅẅẅẅẅẅᒉሄᩏɻẅᑶࡰႊӳఌẅẅẅẅẅẅẅ
Ẕ ᡯ ẅ ụ ẕ ẅᴾᴾᮔẅጊᮮẅࢢڸẉ
Ẕẅཋẕẅ ẅ ᮱ط麴ᓔᆔẨẅᕆỉᠲ༃ẅᣖӕӸᒵ
Ẕ໑ӳẶẕẅ ẅ ᬔ ᤠ ᕦ ѼỚᔕẲẅӳᯨẅἧỻỴἂἻẅᔨఌ
ẅẅẅẅẅẅẅᴾ᩷యᓔẅעẅఞᰴẅႉ᭟ᔄẅ᱙ဍ

さらに

４月１日～５日 にご入会いただくと
プラス

２００ポイント

Ẕ੬ẅཋẕẅ ẅ ᮊɳᢊଢݢ੬ẅᕆỉᕨ

使う

ẅẅẅẅẅẅẅẅẮắỚẅἾἴὅẅఞط

貯まったポイントでグラヒル利用券

入会費 ・ 年会費無料

（1,000 ポイントで 1,000 円） をゲット！

Ẕࣂʙẕẅẅข߷ỜẲẅហЈ൬ẅᬐỉཋ
Ẕ൦ᓑ܇ẕẅẅܓራỉ൦ᓑ܇
ẅ

ź͊ࢭෑΛ
オリジナルポイントカード事務局
TEL：０３-３２６８-０４１５

メールでのお問い合わせは HP お問い合わせフォームよりお問い合わせください

https://www.ghi.gr.jp
営業時間：１０：００〜１８：００（土日祝除く）

ҕওЋƚƙƞźߜƮƺƛƲƄſƐƅŴ¢

※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。【ご予約 ・ お問合せ先】 ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９

