
【【AugAug.】

【８月トピックス】【８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

◇秋のパーティーパック　　◇和食会席パック◇秋のパーティーパック　　◇和食会席パック

◇プレジールプラン　　　　◇レストランおすすめ◇プレジールプラン　　　　◇レストランおすすめ

◇ラウンジバーアイリス　　◇グランドオープン◇ラウンジバーアイリス　　◇グランドオープン

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、 ２０１８年１０月１０日 （水） にグランドオープンいたします。

NEWS

翡 翠 の 間

※画像は全てイメージです

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

ラウンジバーアイリスは、 おかげさまでオープン３周年を迎えました。 感謝の気持ちを込めまして、

記念カクテルをご用意しております。 歴代のカクテルと合わせて是非ご賞味ください。

【メニュー例】【メニュー例】

■１周年記念カクテル■１周年記念カクテル “レアビューティー”          　　  　レアビューティー”          　　  　　　１,５００円         ０円         

■２周年記念カクテル■２周年記念カクテル “ウエディングブーケ”　ウエディングブーケ”　   　　　　　  　　　　　　　１,５００円０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。

西館 1 階　ラウンジバー　アイリス　　ご予約 ・ お問合せ　TEL 03-3268-0118 （和洋レストラン）

  ご宿泊の方にはチャームをサービスしております。

西館 1 階　ラウンジバー　アイリス　　ご予約 ・ お問合せ

Grand
open
20182018 .1010 .1010

真 珠 の 間

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。 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。

“キス ・ イン ・ ザ ・ チャペル”

￥1,500￥1,500

“カプリス”　　　          　　　　　 １,５００円　“カプリス”　　　          　　　　　 １,５００円　

チャペル１階チャペル１階
１階チャペルのステンドグラスは、１階チャペルのステンドグラスは、

大空を伸び行く生命、親から子へ、大空を伸び行く生命、親から子へ、

子から孫へと受け継がれてゆく子から孫へと受け継がれてゆく

大樹を表現しています。大樹を表現しています。

2018.82018.8



〒１６２-０８４５　東京都新宿区市谷本村町４-１   
TEL　０３-３２６８-０１１１（代表）　
HP http://www.ghi.gr.jp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】 facebook

いいね！！

facebook.com/Hotel.Grandhill.Ichigaya 
情報配信中

f b

洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

■御料金には消費税、サービス料が含まれております。■利用時間延長の場合は 30 分につきお一人様 550 円別途頂戴いたします。■和室宴会場（葵・桂・萩）は適用外ですのでご了承ください。

■食材の入荷状況などによりメニューを変更する場合がございます。■お米はすべて国産米を使用しています。■写真はすべてイメージです。

■20 名様より／フリードリンク （2 時間制）

３２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 お一人様【2時間フリードリンク付】

おすすめサマーカクテル （シャンディガフ ・ カリモッチョ ・ オペレーター）、 生ビール、 赤白ワイン、 ハイボール、 焼酎、 日本酒

ウイスキー、 ソフトドリンク （ウーロン茶 ・ ジンジャエール ・ コーラ ・ オレンジジュース）

  オードブル （ハム ・ スモークサーモン ・ 自家製豆富）　 ・ 鮮魚のカルパッチョサラダ　 ・ フリット盛り合わせ　 ・ ミックスグリル

　（ビーフステーキ、 ポークグリル、 ソーセージ、 ポテト）

free
drink

food

■オードブルのみ一人一皿のご提供です。 　■食材の入荷状況によりメニュー内容を変更する場合がございます。

ビール・ウィスキー

焼酎【麦／芋】

ハイボール・日本酒ハイボール・日本酒

ソフトドリンク

Ａ コース

ビール・ウィスキー

カクテル各種

ハイボール・日本酒ハイボール・日本酒

ソフトドリンク

B コース

FREE  DRINK  ITEM

BBB コココ

Ａ コ

■フリードリンク

■お料理 12 品

・ 北海サーモンのポワレ　ミレイユ風　等

・ ポークグリル　ディジョンマスタードソース

6,000 円 7,000 円

■フリードリンク
（＋ ワイン赤 ・ 白）

■お料理 15 品

・ 国産牛ロース　ステーキ　等

・ チキンのリヨン風

8,000 円

■フリードリンク
（＋ ワイン赤 ・ 白）

日本酒 oror ワインのグレード UP

■お料理 17 品

・ 真鯛のポワレ　ポワロクリームソース　等

・ 牛タンシチュー

10,000 円

■フリードリンク
（＋ ワイン赤 ・ 白）

日本酒 andand ワインのグレード UP

・ メカジキのポワレ　グルノーブル風

・ 低温ローストポーク　等

■お料理 17 品

室料
無料

お一人様 お一人様

お一人様 お一人様

国産　うな重

国産鰻を秘伝のタレで

外はカリッと、中は

ふわっと、丁寧に

香ばしく焼き上げました。

御椀／香の物

国産うなぎのオムライス

スープ／サラダ付 ￥2,200

ふわとろのオムライスの上に

香ばしく仕上げた国産うなぎの

蒲焼をのせた、 食欲をそそる

夏の一皿です。 トリュフの香る

ソースでお召し上がりください。

　　　　■ラランンチ　チ　　　 １１１１：：３３００ ～～１１４４：：３３０ （Ｌ０ （Ｌ．．OO １１４ ：４ ： ０００）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 )

■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）

１２名様まで利用可

大切な方のおもてなしに。 ご親戚やご友人との会合に。 静かで落ち着いたお席をご用意しております。

土用丑の日、今年の夏は　8月 1日土用丑の日、今年の夏は　8月 1日

※写真は４名様の例です

plaisir plan

和洋レストラン和洋レストラン

※写真は４名様の例です

気の合う仲間と気の合う仲間と

至福のひとときをお楽しみください至福のひとときをお楽しみください

お一人様　￥4,000お一人様　￥4,000

１２０分飲み放題＆大皿料理４皿付１２０分飲み放題＆大皿料理４皿付

人数 ： 4 名～ 15 名様人数 ： 4 名～ 15 名様

1 日組数限定プラン／ 2 日前までの予約制1 日組数限定プラン／ 2 日前までの予約制

￥10,000

￥2,800

和洋レストラン限定　　期間 ： ２０１８.９.２９ （土） まで

和洋ランチメニュー

　のパーティーパック
期間 ： 2018.10.10 （水） ～ 2018.11.30 （金）期間 ： 2018.10.10 （水） ～ 2018.11.30 （金）

秋
期間 ： ２０１８.９.期間 ： ２０１８.９.期期期期期期間間期期間間期間間期期期間間 ....１１８８間間期間

プレジール プラン

さらに内容が充実した　和室特選会席パック(１５，０００円) もご用意しております。


