
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

【４月トピックス】【４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

◇フリーフロープラン & 女子会プラン◇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◇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

◇カリフォルニアワイン バイザグラス◇カリフォルニアワイン バイザグラス

◇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

発信しています。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

【April.】
NEWS

2020.42020.4
グラヒル料/ サービス料料サ税 /税 /消費税料＋＋消＋消＋料＋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 （お料理＋ ードリンク＋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 お料内容 （お料理＋ ）プ 費税ププラ 内容 （お料理 ドリ 室料料理 ドリ 室料 料料リ容 （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）

california wine by the glasscalifornia wine by the glasscalifornia wine by the glasscalifornia wine by the glass

界へ。界へ。界へ界界さぁ、 カリフォルニアワインの世界世界界界界さぁ、 カリフォルニアワインの世界へ。。ぁ、 カリフォルニアワインの世界界さぁ、 カリフォルニアワインの世界界界界界界界界さぁ カリフォルニアワインの世界界界界

年　今年のテーマ産地は ナパ ・ヴァレー年　２０２０年　今年のテーマ産地は ナパ ・ヴァレ年年 今年のテーマ産地は ナパ ・ヴァレー年２０２０年 今年のテーマ産地は ナパ

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。

２０２０年　今年のテーマ産地は ナパ ・ヴァレー
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開開催催

４月１３日 ( 月 ) ～５月３１日 ( 日 )

開催

※状況により内容や期間等を変更する場合がございます



【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

ff preeree lowlow lanlan

ワイン & 生ビールワイン & 生ビール　６０分６０分　飲み放題飲み放題

お一人様 2,000 円2,000 円 （税　込）

【ドリンク内容】【ドリンク内容】

スパークリングワイン、 赤ワイン２種、 白ワイン２種、スパークリングワイン、 赤ワイン２種、 白ワイン２種、

おすすめワイン （月替わり）、 生ビールおすすめワイン （月替わり）、 生ビール

ワインに合ったお料理もご用意しております。 是非ご一緒にお楽しみください

女子会
女子会

プランプラン

Women’ss Association

Women’ss Association
がんばる女性のご褒美プラン

◇お料理 ４品＋フリ ーフ ロー（飲み放 題）

・ メイン料理は、 肉または魚をお選びいただけます

・ お料理はシェアタイプ （大皿） でのご用意になります

4,000円お一人 様 （税 込）

分制１２０１２０ ラストオーダー お時間３０分前

◇利用人数 ： ２名様～２０名様

生ビール ・ ウーロン茶が追加

健康志向のお料理を季節ごとにメニューチェンジ

※ドリンクはセルフサービスでお願いいたします

ご予約受付中 （ご予約制）

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

B

ハハハイ

ソ

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

“陽春の宴”


	プラン、イベント等のご案内、表紙
	パック、プランのご案内、4月のディナー、会席

