
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）区市谷本谷 村本 町４-1 TE町町

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

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

ホテルグランドヒル市ヶ谷　西館   店舗ご案内

【３月トピックス】【３月トピックス】
◇春のパーティーパック◇春のパーティーパック

◇White Day 2020◇White Day 2020

◇サルビアディナー & ふじ会席◇サルビアディナー & ふじ会席

◇謝恩会・退職記念・歓送迎会プラン◇謝恩会・退職記念・歓送迎会プラン

◇和室会席パック◇和室会席パック

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。

◇洋食ビュッフェ／和洋ビュッフェ

　8,000 円 （全 12 種類）　10,000 円 （全 16 種類）　12,000 円 （全 16 種類）　8,000 円 （全 12 種類）　10,000 円 （全 16 種類）　12,000 円 （全 16 種類）

◇フリードリンク （2 時間制）◇フリードリンク （2 時間制）

 A （ビール、 ウィスキー、 焼酎、 A （ビール、 ウィスキー、 焼酎、

               ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク）               ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク）

 B （ ビール、 ウィスキー、 カクテル各種、 B （ 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）               ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク）

【特典】【特典】

10,000 円プラン （日本酒のグレードアップ、 ワインの追加）10,000 円プラン （日本酒のグレードアップ、 ワインの追加）

12,000 円プラン （日本酒及びワインのグレードアップ）12,000 円プラン （日本酒及びワインのグレードアップ）

20 ～ 39 名利用の場合、 特典の中から 1 点サービス20 ～ 39 名利用の場合、 特典の中から 1 点サービス

40 名以上利用の場合、 特典の中から 2 点サービス40 名以上利用の場合、 特典の中から 2 点サービス

特典 7 品目特典 7 品目

（プロジェクター一式、 贈呈用花束 ×2、 カラオケ、 吊り看板、（プロジェクター一式、 贈呈用花束 ×2、 カラオケ、 吊り看板、

                       生ケーキ、 記念写真＆キャビネ版人数分、 金屏風）                       生ケーキ、 記念写真＆キャビネ版人数分、 金屏風）

２０名様

よ り

■食材の入荷状況などによりメニューを変更する場合がございます。　■写真はすべてイメージです。

旬の情報やスタッフのつぶやきなど旬の情報やスタッフのつぶやきなど

グランドヒル市ヶ谷の等身大をグランドヒル市ヶ谷の等身大を

日々発信しています。日々発信しています。

公式インスタグラム　公開中公式インスタグラム　公開中

【Mar.】
NEWS

2020.32020.3
グラヒル料）料/ サービス料料サ税 /税 /消費税料＋＋消＋消＋料＋＋消ク＋室料ク＋室室リンクク＋フリフリードリ理＋ リ（お料理お容 （容 （ラン内容ラプラ 費消費税プ ）容 室料 ビスお ス料料容 （お料理＋ リリードリ理 サ容 （お料理＋ ードリンク＋室 税内容 （お料理料内 サ ビサ ビ消ドリンク＋ サ容内容 クお料内 ）プ 費税ププラ 内容 （お料理 ドリ 室料 料料料理 ドリ 室料容 （お料理 ドリ 室 税ド 消費消内容 料プラン内容 （お料理＋フリードリンク＋室料＋消費税 / サービス料）プラン内容 （お料理＋フリードリンク＋室料＋消費税 / サービス料）



【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

歓送迎会などのお集まりにもご利用ください。

御　　献　　立御　　献　　立

２０２０

２０２０.５.３１
フリードリンク （２時間制） ２０名様より

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

■画像はイメージです■表示金額は全て税込です

Ａコースコース B コースコ

像像ははイメーージ

ソソフ

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、 洋食ビュッフェカッティングサービスの追加10,000 円以上のコースには、 洋食ビュッフェカッティングサービスの追加

15,000 円以上のコースには、 和洋ビュッフェのみ寿司屋台または、15,000 円以上のコースには、 和洋ビュッフェ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

Sat Sun

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

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

パック内容

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ■■洋洋食洋食

春の
２０２０ ５ ３１

立食スタイイル

Sat S

パーティーパックパーティーパック
２０２０.２.１

お一人様 6,000円ご予約・お問合せ先

TEL　03-3268-0118 

ティーラウンジ内
キャッシャー

東館1F

【１１：３０～２１：３０】

～もらっていても、 そうでなくても～

３.１ （Sun） ～ ３.１４ （Sat）

～もらっていても、 そうでなくても～

らららももももももももホワイトデー限定商品

ホワイトデー マカロン ６個入りホワイトデー マカロン ６個入り

税　込 【化粧箱付】\1,500

【ノワール】

バランスの取れたまろやかな甘味の

ビターチョコレートのガナッシュです。

【ラズベリー】

ラズベリーの甘酸っぱさが香る

マカロンです。

まろやかなミルクチョコレートが

レモンの酸味を引き立てます。

【レモン】

【杏】

杏の香りと酸味がチョコレートと絶妙にマッチし、

口の中に広がります。

宇治抹茶　瑞鳳を使用した

香り高い抹茶のガナッシュです。

【抹茶】

【カラメル】

苦みと甘みが程よいカラメルのガナッシュに

塩が程よいアクセントを与えています。

“観桜の宴”

（税　込）（税税 込込）（税　込）


	名称未設定

