
ＴＥＬ　０３-３２６８-０１１６ 受付時間　９：００～１９：００■ご予約 ・ お問い合わせは　宴集会担当まで

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

お一人様【2時間フリードリンク付】
室料・飲食・サービス料込和室会席パック

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。

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

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

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

写真は全てイメージです

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

リニューアル工事のお知らせ
ホテルグランドヒル市ヶ谷東館は

平成３０年５月２０日～
同年１０月上旬までの間、

リニューアル工事を予定しています。

2017.11【Nov.】
NEWS

◇Ｃｈｒｉｓｔｍａｓケーキ 2017

◇Ｃｈｒｉｓｔｍａｓディナー

◇日本酒飲みくらべセット

◇忘新年会パーティーパック

　　　　　　   ＆和室会席パック

◇テナント店舗紹介

【１１月トピックス】【１１月トピックス】
◇Ｃｈｒｉｓｔｍａｓケーキ 2017

◇Ｃｈｒｉｓｔｍａｓディナー

◇日本酒飲みくらべセット

◇忘新年会パーティーパック

　　　　　　　 ＆和室会席パック

◇テナント店舗紹介

忘年会・新年会をお考えの方へ

期間 ： ２ ０ １ ７ ．１２．１ （金 ） － ２ ０ １ ８．１．３１ （水）

B コース
ビール、 ウィスキー、 ソフトドリンク、 焼酎 【芋 / 麦】

Ａコース

※パーティーパック７,０００円・８,０００円コースにはワイン（赤・白） が含まれます。

F R E E
D R I N K
I T E M

室　料無　料 フリードリンク （２時間制） /２０名様より

 忘新年会パーティーパック

※２０名様未満でもどうぞお気軽にご相談ください。

お一人様 ６,０００円 ／ ７,０００円 ／ ８,０００円
【全１２種類】 【全１５種類】 【全１７種類】

洋食ビュッフェ / 和・洋ビュッフェ

ビール、 ウィスキー、 ソフトドリンク、 カクテル各種

降り注ぐ光のシャワーが皆様をお迎えいたします。

心落ち着く空間でオリジナルコーヒーを是非ご堪能ください。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東館 １ 階 「ティーラウンジ」

降り注ぐ光のシャワーが皆様をお迎えいたします。

心落ち着く空間でオリジナルコーヒーを是非ご堪能ください。 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東館 １ 階 「ティーラウンジ」

１,００００円



活オマール×そば粉のガレット国産牛フィレ × 雲丹甘鯛 × フォワグラ

DINING SALVIA

東館１Ｆ

お好きな日本酒3種類をお選びください
東北地方郷土料理と共にお愉しみください

１，５００円

営業時間 夜席 １7:００～22:00 / 土日祝 １7:００～2１:00

東館地下１Ｆ

JAPANESE CUISINE FUJI

日本酒飲みくらべセット

津軽じょっぱり 　本醸造  　【青森】

辛口で淡麗ながらも力強い
味わい。

一合      ７００円
四合瓶 ２,５００円

一合      ９５０円
四合瓶 ３,６００円

柔らかな口当たりでありながら、
すっきりとしたキレの良い後味。

 　

月の輪　純米酒　 【岩手】

一合    1,３００円
四合瓶 ５,１００円

出羽桜　桜花吟醸　本生  【山形】

フルーティーな吟醸香とふくよか
な味わい。

一合    １,０００円
四合瓶 ３,８００円

雪の茅舎　山廃純米生酒  【秋田】

一合     １,１００円
四合瓶 ４,０００円

月あかり　純米にごり酒  【福島】

飲んだ瞬間から奇麗な甘さが
広がり、喉にスッと抜けていく。

一合    １,０００円
四合瓶 ３,８００円

米の旨味が存分に生きた、
すっきりとバランスの良い味わい。
 　

浦霞　純米酒　 【宮城】

柔らかい口あたりと程よいコク、
飲み飽きしない酸味と旨味。

旨い日本酒６選

※表示価格は全て税込です

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９

猪ラグー × カラスミ 牡蠣 × ビーフコンソメ

Surf &Turf
with

大地と海の融合をテーマにしたクリスマスメニューです。
ピアノの生演奏と共にお楽しみください。

Christmas Dinner

ノエル ヴァ！！

4,300 円

【直径約 15cm】  

仏ヴァローナの最高級チョコレート “マカエ”

のムース、 バナナムース、 ブロンドチョコレート

“ドゥルセ” のクリーム、 バナナソテー、

コーヒー生地の６層からなるケーキ。 チョコレート

好きにはたまらない味わいとなっています。

ご予約受付

お渡し期間

※お引き渡し日の 2 日前までにご予約ください。

１２月２０日（水 ) ～１２月２５日（月）

１ １月  １日（木 ) ～１２月２３日（土）

～東北地方編～

１st ステージ １８ ： ３０～、 2nd ステージ １９ ： ３０～
3rd ステージ ２０ ： ３０～ 【各 30 分】

最愛の人がほほえんでくれることを願って ・ ・ ・ そんな想いを込めました

お一人様　\１０,０００円

Menu

【ご予約・お問合せ】　　受付時間 １０：００～２１：３０ 　 東館1階 ティーラウンジ内キャッシャー  　TEL ０３-３２６８-０１１８

ノエル フレーズ 4,300 円【直径約 15cm】  

契約農家より直送される “とちおとめ” をふんだんに使い、 ふわふわ

で口当たりの良いスポンジにサンドし、 コクと風味が豊かな北海道産

生乳からつくられる生クリームで包み込んだ不動の人気を誇るケーキ。

ノエル　thé 4,000 円【直径約 15cm】  

上品なアールグレイのムース、 さっぱりとしたマスカル
ポーネチーズのムース、 甘酸っぱい杏のコンフィチュ
ール、 スポンジ、 紅茶のビスキィを層にしました。
上品な紅茶の香りを楽しめるケーキ。

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓデザート

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８営業時間 ディナー １7:００～22:00 ※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。

★活オマールと帆立、 そば粉のガレット

★ビーフコンソメと牡蠣

★猪のラグーパスタとカラスミ

★甘鯛とフォアグラ

★国産牛フィレと雲丹

★クリスマスデザートプレート

★ホテルメイドパン　コーヒーまたは紅茶

期間 ： １２／２２ （金）～ ２５日（月）

ピアノ生演奏

お好きな日本酒3種類をお選びください
東北地方郷土料理と共にお愉しみください

１，５００円


