
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

■  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
１０月の会席

JAPANESE CUISINE FUJI

営業
時間

DINING SALVIA

東館１Ｆ
■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）

１０月のディナー
営業
時間

Menu

カマスのポーピエット　キノコのリゾット

至福のコンソメ　ハモと松茸

【魚料理】

【肉料理】

国産牛うちモモのロースト　茄子のクリーム

ポワールキャラメル

【デザート＆コーヒー】

【オードブル】

秋鯖とジャガイモのテリーヌ

【スープ】

自家製パン

魚もしくは肉料理コース

フルコース 【魚＆肉料理】

￥５,０００￥５,０００

￥６,０００￥６,０００

【前　菜】【前　菜】　　　　松茸　菊菜　柚子　旨味出汁松茸　菊菜　柚子　旨味出汁

　　　　　　　 　　　　　　　 秋刀魚有馬煮　温燻鮭手毬寿司　秋刀魚有馬煮　温燻鮭手毬寿司　

　　　　　　　 甲州チーズ巻き　松葉銀杏　菊花丸十　　　　　　　 甲州チーズ巻き　松葉銀杏　菊花丸十　　　　　　　　

【碗　物】　  土瓶蒸し【碗　物】　  土瓶蒸し

【造　り造　り】　　】　　料理長おすすめ鮮魚　あしらい彩々料理長おすすめ鮮魚　あしらい彩々

【焼　物【焼　物】　  　  鯧西京焼き　菊菜蕪　酢取り茗荷西京焼き　菊菜蕪　酢取り茗荷

【温　物温　物】　　海老芋けしの実揚げ　秋茄子和蘭煮　　海老芋けしの実揚げ　秋茄子和蘭煮

　　　　　　   菠薐草　大黒湿地　紅葉人参　生姜鼈甲餡　　　　　　   菠薐草　大黒湿地　紅葉人参　生姜鼈甲餡

【お食事お食事】　　　　松茸御飯　香の物　松茸御飯　香の物　

【水菓子水菓子】　】　　季節のもの季節のもの

　

“錦秋のおもてなし”

お一人様 ６,０００円

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１８

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。

※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。

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。

　【ご予約 ・ お問合せ先】　ＴＥＬ ０３-３２６８-０１１９ ※土・日・祝日はご予約にて承ります。

グランドオープン会席

御　　献　　立御　　献　　立

グランドオープン会席をご注文のお客様には、グランドオープン会席をご注文のお客様には、

「地酒」 一合または 「生ビール」 いずれか 1 杯をサービスいたします。「地酒」 一合または 「生ビール」 いずれか 1 杯をサービスいたします。

【Oct.】
NEWS

2018.10

【10 月トピックス】【10 月トピックス】
◇グランドオープンプラン◇グランドオープンプラン

◇忘新年会パック◇忘新年会パック

◇年末年始宿泊プラン◇年末年始宿泊プラン

◇サルビアディナー＆ふじ会席◇サルビアディナー＆ふじ会席

2018 年 10 月 10 日 （水）、 ホテルグランドヒル市ヶ谷東館は2018 年 10 月 10 日 （水）、 ホテルグランドヒル市ヶ谷東館は

いよいよグランドオープンいたします。いよいよグランドオープンいたします。

GRAND OPENGRAND OPEN

※画像はイメージです

東館 １階ロビー

珊 瑚 の 間珊珊３階



レストランレストラン 期間 ： １０月１０日 （水） ～１０月３１日 （水） TEL:０３-３２６８-０１１８ （直通）Restaurants
【ご予約 ・ お問い合わせ】

サルビア
■メインメニューをご注文でサラダバー、 スープバー、 ドリンクバー付【ランチ】

■牛ロースステーキをご注文でセレクトワイン、 生ビールまたはソフトドリンクの

　 いずれか１杯サービス

【ディナー】

150ｇ　1,200 円　　300ｇ　2,000 円

■ランチのご利用でコーヒーまたはソフトドリンク１杯サービス【ランチ】

               ■秋の味覚の鱧や松茸等の高級食材を使用した

　　　　　　　　　グランドオープン会席を特別価格 6,000 円でご用意

　　　　　　　　　（「地酒」 一合または 「生ビール」 いずれか１杯サービス）

■　ケーキセットご注文のお客様に

　　　お持ち帰り用、 当ホテルオリジナルマドレーヌ （非売品） を２個サービス

宴会宴会
期間 ： １０月１０日 （水） ～１１月３0 日 （金）

Banquets
TEL:０３-３２６８-０１１６ （直通）　【ご予約 ・ お問い合わせ】

■料理 ・ ドリンクが充実したパーティーパックに

　　　　　　　　　　　乾杯用スパークリングワインをサービス

宿泊宿泊 期間 ： １０月１０日 （水） ～１０月３１日 （水）Guest
Rooms

TEL:０３-３２６８-０１１７ （直通）　【ご予約 ・ お問い合わせ】

■　朝食無料特典 （１日２０室の限定販売）

TEL:０３-３２６８-０１１５ （直通）　【ご予約 ・ お問い合わせ】

【ディナー】

■　１０大特典をご用意

①挙式用新郎新婦衣裳各５０％割引

②お色直し用新郎新婦衣裳

　 各１００％サービス （上限あり）

③料理 ・ 飲み物５％割引

④ウェディングケーキ５０％割引

⑤司会者料５％割引　　　　　　　他

感謝の気持ちを込めまして、 様々な特典やサービスをご用意いたしました。 是非、 ご来館のうえご利用ください。 TEL ０３-３２６８-０１１１ （代表）

婚礼婚礼 Bridal ～平成３１年３月３１日 （日） までご婚礼の方限定

欧風ダイニング

ふじ
日本料理

受付時間　９：００～１９：００

ライブキッチン！

京 を 食 ら う東

地産地消地産地消

和音和技

牛肉 （秋川牛）　

豚肉 （ＴＯＫＹＯ　Ｘ）　

鶏肉 （東京しゃも） 食べ放題

日本一の

プロけん玉師による

圧倒的なパフォーマンス＆

三味線・尺八のセッション

今年もやります！！　

迫力の解体パフォーマンス＆

　　　　　　　　　　食べ放題

ロ
解

体
シ
ョ
ー

マ
新春 グ

■ご予約 ・ お問い合わせは　宿泊担当まで ０３-３２６８-０１１７ 【直通】【直通】０ＴＥＬ：

ご予約はご予約は

お早めに！！
お早めに！！

期間 ： ２ ０ １ ８．１２１２．１ （土） － ２ ０ １ ９．１．３１ （木）３１ （木）

室料
無料
室料料室室室料室室料
無料無料無料料無無料

お料理プラン
【お一人様料金】

＋＋＋＋＋＋

フリードリンク
メニュー

フリードリンク （２時間制） ２０名様より

■洋食ビュッフェ／和 ・ 洋ビュッフェ

6,000 円6,000 円
【全１２種類】 【全１５種類】

7,000 円7,000 円

【全１７種類】【全１７種類】

10,000 円10,000 円8,000 円8,000 円

ビール、 ウィスキー、 焼酎 【芋 / 麦】、

ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク

Ａコースコース

ビール、 ウィスキー、 カクテル各種、

ハイボール、 日本酒、 ソフトドリンク

B コースコース

■ 7,000 円以上のコースにはワイン （赤 ・ 白） が含まれます。

■ 8,000 円のコースは日本酒、 またはワインのグレードアップ

　 10,000 円のコースは日本酒、 及びワインのグレードアップ

■ご予約 ・ お問い合わせは　宴集会担当まで ０３-３２６８-０１１６０３-３２６８-０１１６ 【直通】【直通】ＴＥＬ：

※画像はイメージです

【大晦日】

１２／３１
【元日】

１／１

ラウンジ

※画像はイメージです

※画像はイメージです

東館 １階ラウンジ


