
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

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）

期 ２ ０ １ ８．１．３１ （水） まで

B コース

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。

FR E E
DR INK
I T EM

ＡＡＡコース

期 ２ ０ １ ８．１．３１ （水） まで００

室　料無　料 フリードリンク （２時間制） /２０名様より

 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

FR E E
DR IN
I T EM

洋洋洋洋洋洋食食

ビール、 ウィスキー、 ソフトドリンク、 カクテル各種

ビール、 ウィスキー、 ソフトドリンク、 焼酎 【芋 / 麦】

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

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。

2018.1【Jan.】】【Jan.
NEWS

【１月トピックス】【１月トピックス】

東館 1 階ロビー館 1 階ロビー
今月７日までは今月７日までは、正月気分を満喫していただけるよう箱庭をご用意して正月気分を満喫していただけるよう箱庭をご用意して

皆様をお迎えしております皆様をお迎えしております。また四季折々の装花も色鮮やかにロビーを演出。また四季折々の装花も色鮮やかにロビーを演出。

ぜひ親しい方などと写真スポットにご利用ください。ぜひ親しい方などと写真スポットにご利用ください。

おすすめパックのご案内

お一人様【2時間フリードリンク付】1０,０００円

本紙に記載されている価格は税サ込みになります。

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

◇究の逸品 ◇究の逸品 ～シーフー～シーフード ドリア～　　　ドリア～　　　◇大人の隠れ家　◇大人の隠れ家　～ウランジバー アイリス～～ウランジバー アイリス～

◇サルビアディナー＆ふじ会席　◇新年会パーティーパック◇サルビアディナー＆ふじ会席　◇新年会パーティーパック
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＆和室会席パック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ＆和室会席パック◇テナント店舗紹介◇テナント店舗紹介 新春



週末の夜。上質な時間を過ごせる週末の夜。上質な時間を過ごせる
           ＢＡＲはいかがでしょうか？           ＢＡＲはいかがでしょうか？

お一人様 6,000円

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

■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）
1 月のディナー東館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 1 月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

００

ディナー

Menu

新年最初の会席は 「縁起を担ぐ」 を
テーマに皆様が今年一年福に恵まれる
願いを込めて、ご用意致しました。
盛りを迎えた寒の味覚の数々を是非
ご賞味ください。

DINING SALVIA 究の逸品　～ホテルの技を込めた自慢のシーフードドリア～　

鱈 白子のフリットとヤマトイモ

【魚料理】

平目のグリル
スープ・ド・ポワソン

【肉料理】

仔羊のポワレ
クルミ味噌とジュ

イチゴとバニラのムース

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

紅玉のテリーヌと白レバーのムース

【オードブル】

自家製パン

Lounge Bar

 ラウンジバー　アイリス

“初春月の一献”
期間： １月 ９日（火） ～ １月 ３１日（水）新年会のお集まりにもご利用ください。

生食でも召し上がれる厳選食材を使用

濃厚でまろやかなベシャメルソースで

コクと旨味を閉じ込める。

欧風ダイニング　サルビア【ご予約・ お問合せは】 ＴＥＬ.０３-３２６８-０１１８

営業日 　水 ・ 木 ・ 金 ・ 土

【メニュー例】【メニュー例】

■オリジナルカクテ■オリジナルカクテル “アイリス”アイリス”　　　　　　　 　　　　　　   　　　１,５００円         ０円         

■オリジナルカクテル “レアビューティーレアビューティー”　 １,５００円　　円　　

■オリジナルカクテ■オリジナルカクテル “クーガー”　　　　　　 ”　　　　　　 　 　　　１,５００円　　　０円　　　

◇２周年記念オリジナルカクテル　◇２周年記念オリジナルカクテル　

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 “ウエディングブーウエディングブーケ”　　”　　　  　　　１,５００円　他　０円　他　

絵画に囲まれた大人の隠れ家的なラウンジバーでおくつろぎのひとときを

 気品あるヨーロッパの邸宅のような落ち着いた雰囲気の中でごゆっくりと優雅に一杯

営業日 　水 ・ 木 ・ 金 ・ 土

大人の隠れ家　～ラウンジバー アイリス～

シェフが奏でる贅沢なハーモニーをお愉しみください。 期間：1月６日（土）～1月３１日（水）

  料理長 & ソムリエ　首藤 英樹　

ChiefChef /Sommelier

今月のディナーは、素材の持ち味を引き出し、

シンプルに美味しさを追求しました。

シックな大人のフレンチを是非お愉しみくだ

さい。皆様のお越しをお待ちしております。

Hideki Shudou

が奏 る贅

ドリアだけのために
　　炊き上げたライス

ラングスティーヌのフォンで炊いたライス。帆立のジュで風味をつけたベシャメルソース。

そしてタラバガニ・帆立貝・ブラックタイガーなどの具材と奏でるハーモーニーをご堪能ください。

《特別営業 １月１日、　通常営業 １月３日～》

※ご宿泊の方にはチャームをサービスしております。※ご宿泊※ご宿泊※ご宿泊※ご宿泊の方にの方にの方にの方にはチャームをサービサ ビビビスしておスしておスしておスしておりますりますります。ります
期間： １月９日（火） ～ １月３１日（水）期間： １月９日（火） ～ １月３１日（水）

【祝　【祝　肴】　白子ポン酢　数の子西京漬　白子ポン酢　数の子西京漬

　　　　　　　　　　 燻鮭絹田巻　唐墨大根　合鴨ロース煮燻鮭絹田巻　唐墨大根　合鴨ロース煮

　　　　　　　　　　 お多福豆　 お多福豆

【お造お造り】　料理長おまかせ鮮魚　妻彩々】　料理長おまかせ鮮魚　妻彩々

【焼　物】　鰆みりん粕焼　金柑蜜煮　黒豆　鰆みりん粕焼　金柑蜜煮　黒豆　

　　　　　　　　　　 曙蓮根　百合根茶巾曙蓮根　百合根茶巾

【小【小　鍋】鍋】　鰤しゃ　鰤しゃぶ　白菜　春　春菊　水菜　しゃっきり茸　しゃっきり茸

　　　　　　　　　　 梅人参　酢橘　赤卸し　ポン酢　 梅人参　酢橘　赤卸し　ポン酢

【揚　物】　公魚　海老磯辺揚海老磯辺揚　姫慈姑姫慈姑　青唐　レモン　　レモン　

　　　　 　　　　  　藻塩　藻塩　

【お食事】　鯛ご飯　赤出汁　香の物　鯛ご飯　赤出汁　香の物

【水菓子】　季節のもの　季節のもの


