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【May.】】【2019.5

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.com/Hotel.Grandhill.Ichigaya 

〒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　

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

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

【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

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。

■２０名様より

merrmmmmmemeerrrrrrr
【全１７種類】【全１７種類】

10,000 円10,000 円8,000 円8,000 円

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。
※画像はイメージです

sssssssuuuuuummmmmmeeerrr papp rssssssssuuuuumuummmmmmmmmemmmmeeeerrrr pppppaapppp raarr

Ａコースコース

B コースコース

１２名様まで利用可

【【

NEWSグラヒルグラヒル

【５月トピックス】グラヒル今昔物語語語語語語語語語物語物語ラ ル今昔物ラグラララララグ 昔物語語物語語語語語今ララララ 物昔物語語語

「昭和」 から 「平成」、 そして 「令和」 へ

昔と変わらず今も 「お客様の 高の笑顔」 のために努めてまいります。

２０１９.８.３１ （土）２０１９ ８ ３１ （土）

パーティーパックパーティーパックパーティーパック

■フリードリンク （２時間制）

6,000 円6,000 円
【全１２種類】

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

２０１９.６.１ （土）

夏

【全１５種類】

7,000 円7,000 円

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

【５月トピックス】５【５【【５月トピックス】【【５月トピック５月トピックス

す。す。す。す。す。す。すす

◇カリフォルニアワイン　バイザグラス

◇サルビアディナー＆ふじ会席　

◇夏のパーティーパック

◇和室会席パック



　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

　【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）

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

JAPANESE CUISINE FUJI

００

御　　献　　立御　　献　　立

california wine by the glasscalifornia wine by the glass

白ワイン

オールド ・ ソウル 　シャルドネオールド ・ ソウル 　シャルドネ

オーク樽熟成由来の高級感漂う香り
とエレガントな口当たりの辛口。

\950\950

赤ワイン

オールド ・ ソウルオールド ・ ソウル
 　カベルネ ・ ソーヴィニヨン 　カベルネ ・ ソーヴィニヨン

\950\950
完熟ブドウが感じられる果実味が
前に出たしっかりした骨格の赤。

イタリアをルーツに持つワイナリーが
造るワイン。 初の一杯はこの泡で。
イタリアをルーツに持つワイナリーが
造るワイン。 初の一杯はこの泡で。

カモミ ハートクラフトカモミ ハートクラフト
　　　　　　　　スパークリング　　　　　　　　スパークリング

\800\800

スパークリングワイン

東

古樹から造られる口の中に広がる
果実味と複雑味が魅力の赤。

マッジオ オールド ・ヴァインマッジオ オールド ・ヴァイン
　　　　ジンファンデル　　　　ジンファンデル

\850\850

赤ワイン

軽やかなフローラル感、
柔らかなチェリー ・ バニラ香。
心地良い味わい。

エンジェルズ・カットエンジェルズ・カット
オールド・ヴァイン ジンファンデルオールド・ヴァイン ジンファンデル

\850\850

赤ワイン

ホテルグランドヒル市ヶ谷は、 カリフォルニアワインを皆さまにお気軽に楽しんで頂くために、ホテルグランドヒル市ヶ谷は、 カリフォルニアワインを皆さまにお気軽に楽しんで頂くために、

カリフォルニアワイン協会が開催しているカリフォルニアワイン協会が開催している

「カリフォルニアワイン バイ ザ グラス プロモーション 2019」 に参加しています。「カリフォルニアワイン バイ ザ グラス プロモーション 2019」 に参加しています。

普段あまり目にすることのないカリフォルニアのワインをグラスでご提供。普段あまり目にすることのないカリフォルニアのワインをグラスでご提供。

相性の良いお料理もご用意いたしましたので、相性の良いお料理もご用意いたしましたので、

ぜひこの機会にカリフォルニアワインをお楽しみください。ぜひこの機会にカリフォルニアワインをお楽しみください。

期間 ： ２０１９年４月１２日 （金） ～５月３１日 （金）期間 ： ２０１９年４月１２日 （金） ～５月３１日 （金）

california wine by the glasscalifornia wine by the glass

さぁ、 カリフォルニアワインの世界へ。 お気に入りの一本を見つけよう。


