
【【JuJul.】

【７月トピックス】【７月トピックス】

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

◇ラウンジバーアイリス◇ラウンジバーアイリス
◇和洋レストラン　メニュー◇和洋レストラン　メニュー
◇デザートのご紹介◇デザートのご紹介
◇グランドオープン／婚礼紹介制度◇グランドオープン／婚礼紹介制度

ホテルグランドヒル市ヶ谷東館は、 リニューアル工事のため休館させていただいており、 平成３０年１０月１０日 （水） にグランドオープンいたします。

西館３F　和洋レストラン西館３F　和洋レストラン

2018.2018.7
NEWSNEWS
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白 樺 の 間

ホテルグランドヒル市ヶ谷公式ＨＰより
ご紹介いただいた方が挙式をお申し込み
された場合、下記の記念品（３万円相当）の

いずれかを進呈いたします。

①ご結婚予定者入力完了後の契約に限ります。
②ご紹介者は本人を除きます。
③お二人様（ご新郎・ご新婦）でお一人様の紹介とします。
④ご紹介者がお二人以上の場合は、先着を優先とします。
⑤婚礼エージェントご利用以外とさせていただきます。

【記念品進呈条件】

珊 瑚 の 間

htthttp://www.ghi.gr.jp
検索グラヒル

ブライダルサロン直通ブライダルサロン直通
　　   03-3268-0115　　   03-3268-0115

※画像は全てイメージです

ご婚礼を予定されている方を紹介してくださいご婚礼を予定されている方を紹介してください

　★ホテルグランドヒル市ヶ谷利用券
　★全国デパート共通商品券
　★結婚式当日サプライズプレゼント
　（花束 または 氷像 よりお選びいただけます。）

窓から望む移ろいゆく街の表情を眺めながら窓から望む移ろいゆく街の表情を眺めながら、

ホテルの味をカジュアルにお楽しみいただけます。ホテルの味をカジュアルにお楽しみいただけます。

ご友人同士のご歓談やお二人の大切なひと時まで、ご友人同士のご歓談やお二人の大切なひと時まで、

お気軽にお立ち寄りください。お気軽にお立ち寄りください。



■朝朝食　　　食　　　　７：００ ～１０：００　　０　　

■ラランチ　チ　　 １１：３０ ～１４：３０ （Ｌ０ （Ｌ．O １４ ：４ ： ００）０）

■喫茶　　　■喫茶　　　　９ ：００ ～２１：００ （Ｌ０ （Ｌ．O O ２０ ：０ ： ３０）０）

■ディナー　 １７：００ ～２１：００ （Ｌ０ （Ｌ．O O ２０ ：０ ： ３０）０）

営業
時間

【ご予約 ・ お問い合わせ先】【ご予約 ・ お問い合わせ先】

ＴＥＬ　03-3268-0118( 直通 )ＴＥＬ　03-3268-0118( 直通 )

Lounge Bar

 ラウンジバー　アイリス

ラウンジバー　アイリス
営業日 　水 ・ 木 ・ 金 ・ 土

１ｓｔ
Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

２ｎｄ
Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

絵画に囲まれ、 気品あるヨーロッパの邸宅のような雰囲気の中、 静かな時間を。

“大人の隠れ家” をコンプセントとしたラウンジバー。

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

■カミカゼ　　　　　　　　　　　　　　　　          １,５００円■カミカゼ　　　　　　　　　　　　　　　　          １,５００円

■ダーティーマティーニ　　　　　　　　　　　　　１,５００円　■ダーティーマティーニ　　　　　　　　　　　　　１,５００円　

※サービス料、 テーブルチャージはいただいておりません。

   ご宿泊の方にはチャームをサービスしております。

ラウンジバーアイリスは、 おかげさまでオープン３周年を迎えます。 感謝の気持ちを込めまして、
記念カクテルをご用意いたしました。 歴代のカクテルと合わせて是非ご賞味ください。

￥1,500

“ウエディングブーケ”

パインの甘酸っぱさと

ココナッツのトロピカルな

味わい、 ラムの風味が

一体となった南国を

イメージしたカクテル。

“カプリス”

ゴールドラムに

オレンジの香りを添えた、

爽快で飲み口が良く

パンチの効いたカクテル。

￥1,500

“レアビューティー”

魅惑のドリンク　美茶

（ビューティー） を

ベースとした華やかな

カクテル。

￥1,500

牛ロースステーキ
￥1,500

シーフードカレー
￥1,400

彩々マグロ丼

天ざるそば

￥1,500

￥1,200

本マグロなど４種類の生マグロの色々な部位を

贅沢に盛り付けた、 上質なマグロづくし丼です。

生のマグロならではの、 自然な甘みと

とろけるような旨さをご堪能ください。

◆クレープ

◆ドゥルセのアイス

◆マンゴーミルクアイス

◆バニラアイス

◆バナナシェイク

◆マンゴーシェイク

￥900

￥450

￥450

￥450

￥500

￥500

■コーヒー ・ 紅茶 （Hot or Ice）

＋￥200

デザート

和洋レストラン

◆ミニマンゴーパフェ

◆ミニ抹茶パフェ

￥500

￥500

洋
　　食

和
　　食

ランチメニューをお召し上がりいただいたお客様

Lunch Menu
■コロッケカレー

■アメリカンクラブサンドウィッチ

■ポークカツサンド

■カニクリームとメイクイーンのクロケット

■海老フライ　タルタルソース

￥1,000

￥1,200

￥1,200

￥1,300

￥1,300

●ざるそば

●ざるそばセット 【ミニ海鮮丼付き】

●ロースかつ御膳

●海の恵み丼

●上天重 （海老 ・ きす ・ 季節野菜 3 種）

  ￥900

￥1,200

￥1,200

￥1,350

￥1,400

●トロ穴子丼

●刺身御膳

●天麩羅御膳

●ふじ御膳

■究の一品　ビーフカレー

■オムライス　国産牛ビーフシチューソース

■牛タンのブレゼ

■国産牛ビーフシチュー

￥1,500

￥2,000

￥2,000

￥2,500

￥1,500

￥1,550

￥1,600

￥2,200

（サラダ ・ スープ ・ パン ライス付き）ｏｒ

◆マンゴーパフェ

◆抹茶パフェ

◆パンケーキ

◆ショートケーキ

◆メロンゼリー

￥900

￥900

￥800

￥600

￥450

◆ミニ夏イチゴパフェ ￥500

柔らかさの中に旨味のある厳選した

オーストラリア産のリブロースを使用。

和風仕立てのグレービーソースと

ワサビでお召し上がりください。

栃木の契約農家石川ファーム

より届く “夏おとめ” という

品種の夏イチゴで作るパフェ。

紅色に輝く、 愛らしい一品です。

夏イチゴパフェ

￥900

バーボンウイスキーをベースに、

コアントローとオレンジをシェイク、 黒蜜を

層にした飲みやすいカクテル。 最初は

オレンジ風味を、 その後黒蜜をステアして

味の変化をお楽しみください。

￥1,500

“キス ・ イン ・ ザ ・ チャペル”

KissKiss In The ChapelIn The Chapel


