
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）

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

旬の白身魚、帆立貝、海老

自家製鶏つみれ、野菜盛り合わせ

甲州健味鶏骨付きもも肉

自家製鶏つみれ、野菜盛り合わせ

旬の魚介や美味しさ溢れる冬野菜など

様々な素材の旨味が楽しめる具沢山鍋です。

コクと旨味が凝縮された出汁にご飯と溶き卵を

加えた〆の雑炊はお薦めです。 

旨出汁仕立て

１人前 2,000円2,000円甲州健味鶏の水炊き鍋 甲州健味鶏の水炊き鍋 【2名様より】【2名様より】
料理長

イチオシ

JAPANESE CUISINE FUJI

季節限定季節限定 鍋料理鍋料理

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

2018.2【Feb.】】【 eb.F
NEWS

独立型チャペル ２階立型チャペル ２階

ステンドグラスに差し込む陽射しは毎日変わり、ステンドグラスに差し込む陽射しは毎日変わり、

その輝きが素晴らしい感動と思い出になります。その輝きが素晴らしい感動と思い出になります。

ぜひ 、皆様も美しい光を体験してみてください。皆様も美しい光を体験してみてください。

【２月トピックス】【２月トピックス】
◇Ｓｔ.Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ’ｓ Ｄａｙ 2018◇Ｓｔ.Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ’ｓ Ｄａｙ 2018

◇春のパーティーパック◇春のパーティーパック

◇サルビアディナー＆ふじ会席　◇サルビアディナー＆ふじ会席　

◇季節限定 鍋料理◇季節限定 鍋料理

◇テナント店舗紹介◇テナント店舗紹介

※いずれも雑炊※いずれも雑炊またはまたはうどんセット　＋５００円うどんセット　＋５００円

白湯旨塩仕立て

厳選した鶏ガラと冬野菜を丸一日煮込んで

とった白湯スープ。美肌効果抜群のコラーゲンも

沢山含まれています。

程よい歯ごたえと豊かな風味の骨付きもも肉と

ふんわり食感の鶏つみれ、そしてスープの染みた

冬野菜をお楽しみください。

１人前

予約 ・ お問合せ先】 ＴＥＬ

寄せ鍋 寄せ鍋 【2名様より】【2名様より】 1,500円1,500円

■  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）



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）
２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 ２月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

００

のディナー

  料理長 & ソムリエ　首藤 英樹　

ChiefChef /Sommelier

それぞれの素材の旨味を最大限に引き
出し、 シンプルに仕上げたコース。
なかでもメインの国産合鴨のポワレは、
是非味わっていただきたい一皿です。

Hideki Shudou

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

０３-３２６８-０１１６ 【直通】

歓送迎会 ・ 謝恩会 ・ 同期会などに
　　　　春の息吹を込めたメニューでお楽しみください。

期間：２ ０ １ ８．２．１ （木） － ２ ０ １ ８．．５.１９ （土）

春のパーティーパック

2018.2 .1（Thu） ～ 2.14（Wed）バレンタインデー限定商品バレンタインデー限定商品

■ご予約承っております。お渡し日時をお知らせください。　　

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

お渡し場所：ティーラウンジ内キャッシャー【１１：３０～２１：３０】 限定100セット ６ Pieces【化粧箱付】　\１,8００

【先 付】　 盛りこぼし
　　　　　　 ずわい蟹　蛍烏賊　帆立貝  うるい
　　　　　   菜の花　紅芯大根　黄味酒盗餡

【お造り】  料理長おまかせ鮮魚　あしらい色々

【焼 物】　鰆　甲州健味鶏　里芋　占地
　　　　　　九条葱　京人参　和風白ソース焼

【煮 物】  海老芋　聖護院大根　飛龍頭　梅人参
　　　         菜の花　柚子　鶏スープ仕立て

【揚 物】  小柱磯部揚　たらの芽　蕗の薹　

　　　　　　  梅麩　藻塩　　

【お食事】　鰤釜炊き御飯　香の物　赤出汁

【水菓子】  季節のもの

“梅見月の宴”

和の素材を取り入れた４種の生チョコレートと

２種の限定フレーバーのアソートです。

大人の上質な時間をお愉しみください。

今月の会席は、観梅をテーマにした
献立をご用意しました。
一足早い春の訪れを真心込めた
お料理で是非お愉しみください。
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香り貴き銘酒マール・ド・シャンパーニュをきかせた
ガナッシュで作るお酒にも合う芳醇なチョコレート。

上品な甘さの高知県産和三盆をフローラルな香りの
チョコレートと合わせ独特の風味を持たせました。

　高貴な香り、まろやかな味わい、京都矢野園の石臼
　引き抹茶「瑞鳳」を使った濃厚なチョコレート。

ふんわり薫る柚子の爽やかな香り・ほのかな苦味と
バニラ風味のミルクチョコレートのマリアージュ。

　ビスケット風味のブロンドチョコレートときなこのコラボ
　レーション。どこか懐かしさを思い出させます。

【シャンパン】

【和三盆】

【抹茶】

【柚子】

【きなこ】
H
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　最高級ほうじ茶を黒糖の入ったチョコレートに合わせ
  ました。ほうじ茶特有の芳ばしさがふわっと広がります。

【ほうじ茶】

ha

St. Valentine’s Day 2018St. Valentine’s Day 2018 ～Grand Hill Selection～

お料理 フリードリンク
（２時間制）

会場費 消費税
サービス料＋ ＋ ＋

パ ッ ク 内 容

フリードリンクアイテム

B コース

Ａコース

ビール、 ウィスキー、 カクテル、 ソフトドリンク

※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。

ビール、 ウィスキー、 焼酎 【芋 / 麦】、 ソフトドリンク

Menu

フォアグラのソテーとリゾット

【魚料理】

真鱈と白子のムニエル

【肉料理】

国産合鴨のポワレ メイプルソース

カカオ６６％チョコレートのアイス

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

帆立とアカイカのミキュイ

【温製オードブル】

自家製パン

￥5,0０
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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

お料理

ご宿泊プランに素敵なディナーがセットに！！詳しくはＨＰをご覧ください。


