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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 

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　

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。

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

sssssssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeerrr pppppaaaaaapppppp rssssssssssssssssssssssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmemmmmeeeerrrr ppppaappppaaaaappppppppp rraaarrrr
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

２０１９

２０１９.８.３１ （土）

のの

２０１９ ８ ３１ （土）

ののの 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

【Jul.】【JJJJ
NEWS

2019.7
グラヒルグラヒル

写真提供写真提供

東館２階　写真室東館２階　写真室

【７月トピックス】月トピックス】ック月月トピ クスス】【７月【７月月月月 】】【【【 トト ッックク７月トピ７ ススス月ト ク月
◇ナイトスイーツバイキング

◇フリーフロープラン

◇女子会プラン

◇サルビアディナー＆ふじ会席　

◇夏のパーティーパック

グラヒルフォトギャラリーラリラャラャラギャャラヒルフォトギヒル ォトグラグ ャャラヒルフォトギャラトグラヒルフォトギャラリグ ォォフォォルルヒヒルル ギ
やわらかな自然光が差し込むチャペル

「素敵な場所」 をご紹介します。



お一人様 6,000円

　【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

< 前菜＋フリードリンク >

お一人様 2,000 円2,000 円

6060 分制

※延長 30 分毎　1,000 円

【ドリンク内容】

スパークリングワイン、

赤ワイン、 白ワイン

【場所】 Café&Bar　「カトレア」 ティーラウンジ

※ドリンクはセルフサービスでお願いいたします

4,000円お一人 様 （税込）

分制１２０１２０
お料理４品

ラストオーダー

お時間３０分前

（シェアタイプ）

フリーフロー

■フリーフロー内容
・ スパークリングワイン　 ・ 赤ワイン　 ・ 白ワイン

・ 女子会限定カクテル （ミモザ / キティ / シンデレラ）　

■利用人数 ： ２名様～２０名様

■時間 ： １７ ： ００～２２ ： ００ （LO　２１ ： ３０）

ご予約受付中 （ご予約制）

がんばる女性のご褒美プラン
がんばる女性のご褒美プラン

女子会
プラン

一新した一新した

＋

※女性グループのみご利用いただけます。

※ご予約は３日前まで承ります（それ以降の場合でも、お気軽にご相談ください）

“七夕月の出会いもの”

re You Ready?

「 ち ょ っ と 軽 く 」

お 好 き な だ け

フリーフロープランfree フリーフロ
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２０１９.８.２３ Fri
１８ ： ３０～２０ ： ３０

豪華ミールバイキング、 パティシエオリジナルスウィーツと合わせて２５種２５種をラインナップ

東館１F ティーラウンジ ・ カトレア

お一人様 3,980 円
ビュッフェ

+1,480 円で飲み放題付き
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スウィーツ　１２種
ライトミール　１３種
ソフトドリンク　６種

アルコール　９種

Night   Sweets

Viking
２０１９.７.1 Mon 予約受付開始


