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

おすすめパックのご案内

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

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。

お一人様【2時間フリードリンク付】1０,０００円

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

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 2018.3【Mar.】
NEWSNEWS

【３月トピックス】
◇日本酒飲みくらべセット ～北陸 ・ 甲信越編～

◇サルビアディナー＆ふじ会席

◇春のパーティーパック　

◇和室会席パック

◇テナント店舗紹介

西館スタンダードシングルＡタイプ
靴を脱いでご自宅のようにリラックスしていただけます。

ベッドは最高の眠りを追求したシモンズ社製をご用意。

快適な空間で、 ゆったりとお過ごしください。



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 3 月の会席
JAPANESE CUISINE FUJI

  料理長 & ソムリエ　首藤 英樹　

ChiefChef /Sommelier

甘海老のマリネ、 新玉葱のヴルーテな
ど華やかに春の訪れをイメージしたコー
スに仕立てました。 ぜひ、 サルビアで
素敵な時間をお過ごし下さい。

Hideki Shudou

今月は、私が一番好きな美しく可愛ら
しい桜をテーマにした会席をご用意致
しました。春の訪れを十分満喫してい
ただける自信のお料理を是非ご賞味
ください。

Menu

新玉葱のヴルーテとプロシュート

【魚料理】

メカジキのグリル 春菊のブールブラン

【肉料理】

国産牛ロースの炙り
トマト風味のマデラソース

イチゴのレアチーズ

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

甘海老の昆布締めと野菜のジュレ

【温製オードブル】

自家製パン

■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）

3 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。

【前　菜】【前　菜】　飯蛸桜煮　姫栄螺酒煮　菜の花飯蛸桜煮　姫栄螺酒煮　菜の花

　　　　　    桜花長芋　南瓜桜花長芋　南瓜

【椀　物　物】　蛤糝薯　桜花大根　鉤蕨　姫皮  彩人参薯　桜花大根　鉤蕨　姫皮  彩人参

　　　　　   口取り　木の芽　豌豆擂り流し仕立 口取り　木の芽　豌豆擂り流し仕立

【造　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

【焼八寸】　桜鯛筍桜鯛筍山椒焼　海老山椒焼　海老糝薯　薯　楤の芽霞焼の芽霞焼

　　　　　　　 天豆　花弁百合根　はじかみ天豆　花弁百合根　はじかみ

【煮　物煮　物】　牛タン旨煮　新馬鈴薯　新玉葱　牛タン旨煮　新馬鈴薯　新玉葱　

　　　　　　　 スナップエンドウスナップエンドウ　桜人参桜人参

【食　食　事】　 筍御飯　香の物　赤出汁筍御飯　香の物　赤出汁

【水菓子】　季節のもの季節のもの

　

“ “ 観桜の観桜の宴”

お一人様 ６,０００円

　

　

　

　

旅気分で地酒と郷土料理をお愉しみください

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

料理と奏でるハーモニー。料理の合間に飲む
お酒は料理の味をさらに引き立て、食事をより
一層楽しいものにしてくれます。

提供時間 夜席 １7:００～22:00 / 土日祝 １7:００～2１:00提供時間 夜席 １7:００～22:00 / 土日祝 １7:００～2１:00 　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９

東館地下１Ｆ

JAPANESE CUISINE FUJI

日本酒飲みくらべセット ～北陸・甲信越編～～北陸・甲信越編～

真名鶴　真名鶴　氷点囲い純米酒氷点囲い純米酒  【福井】  【福井】

一合一合    ９００円　四合瓶  ３,５００円９００円　四合瓶  ３,５００円

まろやかな甘味と旨味、キレイな喉越し

七賢 風凛美山　純米酒七賢 風凛美山　純米酒  【山梨】  【山梨】

一合一合    ８５０円　四合瓶  ３,３００円８５０円　四合瓶  ３,３００円

名水甲斐駒ケ岳の伏流水で醸した一本

とろりとしたモロミの甘さと香りが心地よい

宗玄　本醸造 にごり酒宗玄　本醸造 にごり酒  【石川】  【石川】

一合一合    １,０００円　四合瓶  ３,９００円１,０００円　四合瓶  ３,９００円

辛口ながら柔らかさも兼ねそなえた味わい

真澄　真澄　純米吟醸辛口生一本純米吟醸辛口生一本  【長野】  【長野】

一合一合    １,１５０円　四合瓶  ４,４００円１,１５０円　四合瓶  ４,４００円

一合一合    １,２００円　四合瓶  ４,７００円１,２００円　四合瓶  ４,７００円

柔らかな口当たりと淡麗な味わい

八海山　特別本醸造八海山　特別本醸造  【新潟】  【新潟】
一合一合    １,１５０円　四合瓶  ４,４００円１,１５０円　四合瓶  ４,４００円

フルーティな香り、軽快でキレイな味わい

立山　吟醸立山　吟醸  【富山】  【富山】


