
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 １２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

室料 ・飲食 ・ サービス料込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。

受付時間　９：００～１９：００ＴＥＬ０３-３２６８-０１１６ 【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。

ノエル ・ ボンヌール
Noël de Bonheur

ノエル ・ ルミヌー
Noël de Lumineux

【ご予約 ・ お渡し】 東館１階　ティーラウンジ内キャッシャー

ご予約受付 ： １１月   １日 （金） ～１２月２３日 （月）

お渡し期間 ： １２月２０日 （金） ～１２月２５日 （水）

ノエル ・ グルマンディーズ
Noël de Gourmandise

【お渡し日の２日前まで】

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

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

栃木の契約農家から

直送されてくる苺と北海道産の

生乳から作られた生クリームを

使用したショートケーキ。

￥４,３００ （税込）

フランス産と北海道産の
クリームチーズのムースと
ベリーのジュレと南国の

フルーツを使用したジュレを
2 層にして組み合わせたムース。

￥４,２００ （税込）

コーヒー風味のスポンジ、
ラムレーズン、 バナナ、
ミルクチョコ、 酸味のある

ダークチョコレートがバランス良く
層になったチョコレートケーキ。

￥４,３００ （税込）

◇忘新年会プラン

◇クリスマスディナー◇クリスマスディナー

◇サルビアディナー＆ふじ会席◇サルビアディナー＆ふじ会席

◇特選 寄せ鍋コース◇特選 寄せ鍋コース

◇クリスマスケーキ　２０１９◇クリスマスケーキ　２０１９

◇忘新年会プラン

【１2 月トピックス】【１2 月トピックス】 東館 1Ｆ　クリスマスツリー

ホーリーレッド （鮮やかな赤） とエバーグリーン

（常緑樹）、 クリスマスカラーのコントラストに、

繁栄 ・ 豊穣の願いが込められています。

マスツリー

な赤） とエバーグリーン

“Holly Berries”“Holly Berries”
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with ジャズピアノ生演奏

■  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

営業
時間

DINING SALVIA

東館１Ｆ
■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）

営業
時間

￥５,０００￥５,０００

￥６,０００￥６,０００

お一人様 ６,０００円

【ご予約 ・ お問合せ先】 ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

ご宿泊プランとディナーをセットで！！詳しくはＨＰをご覧ください。

ご宿泊プランと会席をセットで！！詳しくはＨＰをご覧ください。

【ご予約 ・ お問合せ先】 ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９※土・日・祝日はご予約にて承ります。

御　　献　　立御　　献　　立

東館地下１Ｆ

JAPANESE CUISINE FUJI

１２／２０ （金）　   ２５日 （水） １７:３０１２／２０ （金）　   ２５日 （水） １７:３０～／～／１９:１９:３０３０～ 【２部制】～ 【２部制】

お一人様　\１０,０００円

Menu
★フォアグラのテリーヌとマンゴー

★帆立のミキュイとズワイガニのサラダ

★トラフグのリゾット

★スキャンピのポワレとラルド

★国産牛フィレ肉　塩釜焼き

★ガトー ・ ド ・ ノエル 2019

★ホテルメイドパン

★コーヒーまたは紅茶

【１日３ステージ】ジャズ演奏

※ご予約いただいたお客様にはスパークリングワインを一杯プレゼント。

１st ステージ １８ ： ３０～、 2nd ステージ １９ ： ４５～

3rd ステージ ２０ ： ４５～ 【各 30 分】

２０１９-２０２０

２０１９.１２.１～２０２０.１.３１

■２０名様より■フリードリンク （２時間制）

受付時間　９：００～１９：００ＴＥＬ０３-３２６８-０１１６■ご予約 ・ お問い合わせは　宴集会担当まで

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

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

6,000 円6,000 円
【全１２種類】

7,000 円7,000 円
【全１５種類】

8,000 円8,000 円
【全１７種類】

10,000 円10,000 円
【全１７種類】

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Ａコースコース

B コースコース 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■ 7,000 円以上のコースには

    ワイン （赤 ・ 白） が含まれます。    ワイン （赤 ・ 白） が含まれます。

■ 8,000 円のコースは日本酒、■ 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。    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、　  10,000 円のコースは日本酒、

    及びワインのグレードアップ。    及びワインのグレードアップ。

室料
無料

・ パエリア

・ 塩辛と醤油麹の

　　　ガーリックオイル炒め　等

・ リヨン風チキン

・ 鮮魚のお造り盛り合わせ

　　　　　　　（7 点盛り）　等

・ 仔羊のポワレ

　　　バルサミコソース

・ 海鮮串揚げ盛り合わせ　等

・ ローストビーフ

　　　（カッティングサービス）　

・ 目鯛のポワレ

　　　グルノーブル風　等

Menu

【前　菜】　  水菜　金時草　以て菊　蟹ほぐし身　お浸し

　　　　     　鱈白子ポン酢

　　　　　　　 烏賊葱味噌和え

　　　　　　　 胡桃豆富　鼈甲あん　山葵　　　　　　

【造　り】　　料理長おすすめ鮮魚　妻彩々

【焼八寸】　　鰤有馬山椒焼　カリフラワー　茗荷　花蓮根甘酢

　　　　　　　 鱈　鱈子素焼　芽キャベツ唐墨焼

【鉢　肴】　　豚角煮　南瓜あん　海老芋

　　　　　　　 青梗菜　舞茸　繊人参

【鍋　物】　　海鮮鍋　豆乳西京味噌仕立て

　　　　　　　  鮭　蟹　海老　帆立　椎茸　白菜　春菊

【食　事】　　辛味大根　そば

　　　　　　　 薬味　葱　山葵

【季節の水菓子】　

【ご予約 ・ お問合せ先】 ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９

※画像はイメージです

※食材の入荷状況などにより

    メニューを変更することがございます


