
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 http://www.ghi.gr.jp Facebook

いいね！！

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

東京閣
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。

お一人様【2時間フリードリンク付】１０,０００円

受付時間　９：００～１９：００ＴＥＬ　０３-３２６８-０１１６■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。

■ご予約 ・ お問い合わせは　宿泊担当まで ０３-３２６８-０１１７ 【直通】【直通】０ＴＥＬ：
※画像はイメージです

【大晦日】

１２／３１

日本一のプロけん玉師による圧倒的な

パフォーマンス

＆三味線・尺八のセッション

京 を 食 ら う東

【元日】

１／１

残りわずか！
残りわずか！

ご予約はご予約はお早めに！！
お早めに！！

和 音 和 技
ロ

解
体
シ
ョ
ー

マ
新春 グ

今年もやります！！　

迫力の解体パフォーマンス＆

　　　　　　　　　　食べ放題

地産地消地産地消

ライブキッチン！

牛肉 （秋川牛）　

豚肉 （ＴＯＫＹＯ　Ｘ）　

鶏肉 （東京しゃも） 食べ放題

【Nov.】
NEWS

2018.11

【１１月トピックス】

グラヒル

ホテルグランドヒル市ヶ谷東館はリニューアルを終え、

グランドオープンいたしました。グランドオープンいたしました。

新しく生まれ変わったホテルグランドヒル市ヶ谷を是非新しく生まれ変わったホテルグランドヒル市ヶ谷を是非

ご利用ください。ご利用ください。

ホテルグランドヒル市ヶ谷東館はリニュ

東館１Ｆ　ラウンジ東館１Ｆ　ラウンジ【１１月トピックス】
◇忘新年会プラン◇忘新年会プラン

◇日本酒飲みくらべ◇日本酒飲みくらべ

◇サルビアディナー＆ふじ会席◇サルビアディナー＆ふじ会席

◇年末年始宿泊プラン◇年末年始宿泊プラン

サルビア ■ランチメインメニューをご注文でサラダバー、 スープバー、 ドリンクバー付

■ランチご利用でコーヒーまたはソフトドリンク１杯サービス

欧風ダイニング

ふじ
日本料理

ご好評につき、 今月も継続いたします。 是非ご利用ください。



受付時間　９：００～１９：００

期期間 ： ２ ０ １ ８．１２１２．１ （土） － ２ ０ １ ９．１．３１ （木）３１ （木）

室料
無料
室料料
無料無料料料料料

お料理プラン
【お一人様料金】

＋＋

フリードリンク
メニュー

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

6,000 円6,000 円
【全１２種類】 【全１５種類】

7,000 円7,000 円

【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

Ａ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

B コースコース

■ 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

■ご予約 ・ お問い合わせは　宴集会担当まで ０３-３２６８-０１１６０３-３２６８-０１１６ 【直通】【直通】ＴＥＬ：

※画像はイメージです

御　　献　　立御　　献　　立

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

魚もしくは肉料理コース   　 　￥5 ,0００

フルコース 【魚＆肉料理】　　 ￥6 ,0００

　【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。

　料理長　萩原 章よりコメント　

DINING SALVIA

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 11 月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

  料理長 & ソムリエ　首藤 英樹

ChiefChef /Sommelier Hideki Shudou

Menu

■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）

11 月のディナー
営業
時間

営業
時間

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。

お一人様 ６,０００円

素 材 の 持 ち 味 を し っ か り と し た

ソ ー ス で 味 わ っ て い た だ く 、

晩 秋 の フ レ ン チ コ ー ス で す 。

【先　付】【先　付】　　　　秋鯖卯の花和え秋鯖卯の花和え

　　　　　　　 帆立貝焼霜　イクラ　水菜　紅芯大根　　　　　　　 帆立貝焼霜　イクラ　水菜　紅芯大根

　　　　　　　 菊花　土佐酢ドレッシング　　　　　　　　　　　　　　　 菊花　土佐酢ドレッシング　　　　　　　　

【椀　物】　  丸仕立て　鼈【椀　物】　  丸仕立て　鼈糝薯　薯　松茸　粟麩　紅葉人参松茸　粟麩　紅葉人参

【造　り造　り】　　】　　料理長おすすめ鮮魚　あしらい彩々料理長おすすめ鮮魚　あしらい彩々

【焼八寸焼八寸】　  金目鯛柚庵焼　松茸　菊花丸十檸檬煮　  金目鯛柚庵焼　松茸　菊花丸十檸檬煮

　　　　　　   銀杏　零余子　　　　　　   銀杏　零余子

【温　物温　物】　　豚柔らか煮　栗　モロッコ隠元　　豚柔らか煮　栗　モロッコ隠元

　　　　　　   姫トマト　ズッキーニ　菠薐草のソース　　　　　　   姫トマト　ズッキーニ　菠薐草のソース

【お食事お食事】　　　　蟹と生湯葉の御飯　蟹と生湯葉の御飯　

【水菓子水菓子】　】　　季節のもの季節のもの

　

“晩秋の恵み”

鴨のローストフォアグラ　巨峰のソース

ワタリガニのビスク
サツマイモとチーズのクロケット

イトヨリのポワレ　ポワローのクリーム

ショコラパルフェ 柚子風味

パルマ産プロシュート　柿と蕪のサラダ

鴨のローストフォアグラ　巨峰のソース鴨のローストフォアグラ　巨

ワタリガニガニのビスク
サツマイモとチ ズのクロ トモとチーズのクロケット

イトヨリの ーのクリームリのポワレ ポワローのクリ

パルマ産プロシュート 柿柿と蕪のサラダ

【魚料理】

【肉料理】

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

【オードブル】

自家製パン

秋の名残と、食材の持ち味を活かし、

彩り豊かに調理いたします。

どうぞご賞味ください。

東館地下１Ｆ

JAPANESE CUISINE FUJI

日本酒飲みくらべセット日本酒飲みくらべセット 東館グランドオープン東館グランドオープン
　　　　　　記念サービス　　　　　　記念サービス

千歳鶴　吟醸酒　氷をうかべて千歳鶴　吟醸酒　氷をうかべて  【北海道】  【北海道】

八海山　発泡にごり酒  【新潟】八海山　発泡にごり酒  【新潟】

東薫　ひやおろし純米吟醸　【千葉】東薫　ひやおろし純米吟醸　【千葉】

月の輪　純米酒秋あがり月の輪　純米酒秋あがり  【岩手】  【岩手】

あら玉　あら玉　特別純米原酒　出羽の里ひやおろし特別純米原酒　出羽の里ひやおろし　【山形】　【山形】

国稀　特別純米酒  【北海道】国稀　特別純米酒  【北海道】

お薦め

お薦め

１種類：６０ｍｌお好みの日本酒3種類をお選びください　お好みの日本酒3種類をお選びください　１，５００円１，５００円

氷をひと粒、ふた粒加えて味わう、新しい飲み

方をご提案するお酒。爽やかで味わい深い。

月の輪一番の人気商品純米酒を半年間熟成

させたお酒です。燗酒としてお薦め。

山形県オリジナルの酒米を使用。特徴である

雑味のない綺麗ですっきりした味わい。

爽やかな酸味と華やかな香り。 炭酸の泡が

口の中で心地よくはじける、発泡にごり酒です。

千葉県産総の舞100%使用。無濾過一度火入

れで氷温貯蔵し、夏の間蔵内でじっくり熟成。

日本二百名山のひとつ、厳寒の北海道暑寒

別岳を源とする超軟水の仕込水を使用。

一合  ９５０円　四合瓶  ３,５００円

一合  １,５００円　四合瓶  ５,５００円

一合  １,２００円　四合瓶  ４,２００円

一合  １,０００円　四合瓶  ３,７００円

一合  １,０５０円　四合瓶  ４,０００円

一合  １,４００円　四合瓶  ５,２００円


