
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

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）

春のパーティーパック
２０２０２０２０

２０２０.２.１ ２０２０.５.３１

フリードリンク （２時間制） ２０名様より

■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

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

※画像はイメージです

Ａコースコース B コースBB

ビービー

ハハイ

像像ははイ

ソ

メーージで

イボボー

ソソ

6,000 円6,000 円 10,000 円10,000 円7,000 円7,000 円 8,000 円8,000 円 12,000 円12,000 円 15,000 円15,000 円
【全１２種類】 【全１５種類】 【全１７種類】 【全１７種類】 【全１７種類】【全１７種類】 【全１７種類】

 7,000 円以上のコースには ワイン （赤 ・ 白） の追加 7,000 円以上のコースには ワイン （赤 ・ 白） の追加

 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 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 10,000 円のコースは日本酒　及びワインのグレードアップ

 12,000 円以上のコースにはスパークリングワインも追加 12,000 円以上のコースにはスパークリングワインも追加

10,000 円以上のコースには、 洋食料理カッティングサービスの追加10,000 円以上のコースには、 洋食料理カッティングサービスの追加

15,000 円以上のコースには、 和洋食のみ寿司屋台または、15,000 円以上のコースには、 和洋食のみ寿司屋台または、

　天麩羅屋台 及び チョコレートファウンテンの追加　天麩羅屋台 及び チョコレートファウンテンの追加

立食スタイル

１１Sat １１Sun

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

対象期間対象期間 ２０２０年７月１１日 （土） ～８月１６日 （日）

東京２０２０オリンピックが開催される

２０２０年夏季のご宿泊は混雑が予想されます。

ご予約はお早めに！

２０２０年１月１日より、

　　　お電話 ・ インターネットにてご予約承ります。

朝食は東京の地産地消メニューを取り入れたバイキングをご用意！

夕食は当ホテル自慢の洋食フルコースまたは和食会席をご堪能ください。

※ご料金はお電話にてお問合せください

２０２０年　夏季　宿泊予約のお知らせ２０２０年　夏季　宿泊予約のお知らせ

＞＜ 電　　　話 TEL （直   通）０３－３２６８－０１１７

＞＜インターネット https://www.ghi.gr.jp/



東館地下１Ｆ
JAPANESE CUISINE FUJI

ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９　 (14:00 ～ 22:00)

+1,500 円で飲み放題付き

MenuMenu
豪華ミール豪華ミール

ご予 はお早めにごご予 はおお早めににご予約はお早めに

２０２０.２.２８ Fri
１８ ： ３０～２０ ： ３０

■スウィーツ　  １２種 

■豪華ミール　 １３種

■ソフトドリンク　 ６種4,000 円

お一人様

１３種

１２種

アンジュ ・ 苺ショート ・ 苺タルト ・ クレープ

ブリュレ ・ 抹茶ロール ・ 苺パンナコッタ ・ ガトーショコラ

ゼリーシャンパン ・ チェリージュビレ ・ チョコシュー ・ フォレ

エスカベージュ （真鯛 ・ サーモン） ・ チキン　サンド ・ フィッシュ＆チップス

烏賊のトマト煮 ・ チキンの香味焼き ・ フォアグラ　フラン

ポークと豆のシチュー ・ ロースト　ビーフ （カッティングサービス）

キーマカレー ・ ペンネ　グラタン ・ ポタージュ ・ 彩サラダ

パティシエオリジナルスウィーツパティシエオリジナルスウィーツ

酒蔵を酒蔵を
囲む会

第三回 開催日開催日 令和２年 ２月１４日 （金）令和２年 ２月１４日 （金）
開会 ： １９時 閉会 ： ２１時

会　費 お一人様 7,000 円 （お食事 ・ 日本酒　税込）

定　員 ２０　名

ご好評をいただきました第１回 ・ ２回に引き続き、 今回も八海山の６銘柄をご用意しております。 日本料理ふじの料理長が腕を振るう、

八海山をよりお愉しみ頂く厳選した酒肴とお食事、 ご自宅でも美味しく飲めるお燗の付け方など、 日本酒のプロが伝授いたします。

会会会会会会

場　所  東館地下１階葵の間

 予約受付 　日本料理ふじ　０３－３２６８－０１１９ （１４ ： ００～２２ ： ００）

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

１０：００

期間：1月６日（月）～1月３１日（金）

新年のお集まりなどにもご利用ください。

御　　献　　立御　　献　　立

（税　込）

税　込

期間： １月６日（月） ～ １月３１日（金）期間： １月６日（月） ～ １月３１日（金）

ご予約

お問い合せ

プププ

“端月の宴”

※画像はイメージです

※画像はイメージです


