
A s a k u s a  V i e w  H o t e l おもてなしの味 覚とくつろぎを、浅 草ビューホテルから。

浅草ビューホテル フロムビュー  2 0 1 7年5 - 6月号

浅草ビューホテルは
東京スカイツリー®

フレンドシップホテルです。TEL.03-3847-1111
ご予約・お問い合わせ

〒111-8765 東京都台東区西浅草3-17-1
http：//www.viewhotels.co.jp/asakusa

（代）
※10名を超えた場合、〈ランチ〉・・・シニアは大人料金、幼児3～5才は平日￥1,740、土日祝￥1,990
〈ディナー〉・・・シニアは大人料金、幼児3～5才は平日￥2,490、土日祝￥2,740となります。

ご家族単位でのご利用のお客様に限り、
シニア（75歳以上）は30％割引、幼児は無料 となります（10名様まで）

ファミリー
割 引 の
ご 案 内

＊武藏の料金はサービス料・消費税を含みます。その他の料金はサービス料10％を含みます。別途消費税8％を頂戴いたします。 ＊料理写真はイメージです。

ゴールデンウィークスペシャルブッフェ 
4/29（土）、30（日）、5/3（水・祝）～5/7（日）

1部 11:30～13:00  

2部 13:15～14:45

3部 15:15～16:45

1部 17:30～19:30  

2部 19:45～21:45

ランチ

ディナー

平　日 

お一人様料金 ＊（　）内は小学生料金です
時　間 土・日・祝  

￥4,980（￥3,430） ￥5,480（￥3,830）

￥3,480（￥2,430）
￥3,980（￥2,780）

アルコール飲み放題も含んだお得なプラン
ディナーブッフェパーティープラン 
平日 ￥7,000土・日・祝 ￥7,500 2名様より承ります。 

ディナー

［ディナーブッフェ］ ＋ビール（中瓶）、ウイスキー、焼酎、ワイン、カクテルの120分間のフリードリンク

プライベート
シティビュールーム 
￥3,000 4名様まで
※ツリー側ではありませんので予めご了承ください。

窓に囲まれ落ち着いた空間の半個室

大人￥5,300 小人￥3,700 　　 
大人￥5,800 小人￥4,000

ランチ

ディナー

ゴールデンウィーク限定のスペシャルメニューをご用意！ 

★ふたりだけの特別な空間 「プレミアムペアシート」 ￥1,500

生ハム・テリーヌ

アワビ
〈ディナー限定〉

初鰹のタタキ

1F
ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉

 TEL.03-3842-3751（10：00～19：00）  当日のご予約はTEL.03-3842-2116

シェフズ・メイン ～北海道 麺フェア～

ランチ 11:30～15:00（LastOrder 14：30） 
ディナー［平日］18:00～23:00（LastOrder 22：30） 
［土・日・祝］16:00～23:00（LastOrder 22：30）

北海道産蟹とトビッコの
林檎エスプーマ冷製カッペリーニ
  シェフズセット ￥2,000  単品 ￥1,300

阿寒ポークロースカツ乗せ、
鉄板焼きボロネーゼ  
シェフズセット ￥2,000  単品 ￥1,300

北海道産豚肉の麻辣麺
シェフズセット ￥2,300  単品 ￥1,600

北海道産ホタテ・
あさり・わかめ・季節野菜のあえそば  
シェフズセット ￥2,500  
単品 ￥1,800

北海道産ホタテ・
あさり・わかめ・季節野菜のあえそば  
シェフズセット ￥2,500  
単品 ￥1,800

北海道産仔羊とトマト、
ケッパーのカチャトラ風スパゲティ 
 シェフズセット ￥2,500  単品 ￥1,800

ランチ ディナー 5/1（月）～6/30（金）   シェフズ・メインのLastOrderは 20：00

東京パノラマとともに、初夏の味わいを
こころゆくまでご堪能ください

都
内
を
一
望
。

26F
ランチ 11:30～15:00（Last In 14:00）
ディナー 17:30～21:45（Last In 20:30）

ご予約・お問い合わせ〈武藏予約専用〉

TEL.03-3842-6341（10：00～19：00）
当日のご予約はTEL.03-3842-3376（10：00～）

［武藏5-6月のおすすめ料理］
5～6月のおすすめは、初鰹のたたき、生ハム、テリーヌ三種、そして
〈ディナー限定〉アワビのグリルです。初鰹は、たっぷりの香味野菜
とガーリックチップとともに。生ハムは、彩りも艶やかな国産季節野菜
とのサラダ仕立てがおすすめです。デザートコーナーには、くず粉の
抹茶ロールケーキをはじめ初夏の薫りがいっぱいです。

くず粉の抹茶ロールケーキPUBタイム 全日18:00～開催 気軽にリーズナブルな価格で楽しめるPubタイム。バラエティーに富んだドリンクとおつまみメニューも充実。

生ビール キリン一番搾り（生） または スタウト ￥580
スパークリングワイン ￥580
カクテル ￥650～
グラスワイン ￥480～

ニシンのマリネ ￥580
小海老とアボカド ￥850
豚肉のパテ ￥800
ミックスピッツァ ￥850

焼きカマンベール カルヴァドスのフランベ ￥1,300サバ竜田バーガー ￥1,150 ふわふわ玉子と野菜サンド ￥1,050

北海道産雲丹とミント、
シブレット冷製カッペリーニ 
 シェフズセット ￥2,500  単品 ￥1,800

北海道
　味めぐり
ビューホテルで楽しむ、北海道の味わい。

新たなホテル開業を記念して、北海道の食材を使った麺フェアを開催いたします。

サラダバー ￥450  スープバー ￥450  
ドリンクバー ￥550  パン・ライス 各￥250

国産サラダ・3種のスープ・デザート・ソフトドリンクを
お好きなだけ！！ パン または ライス付き

パン または ライス付き

シェフズセット

単　品

〈単品価格〉

●北海道ケルナー 辛口 グラス ￥750  

●北海道ツヴァイゲルトレーベ グラス ￥750

グランポレール プレミアムシリーズ

柑橘類の香りがひろがりをみせる洗練されたフルーティな白ワイン

赤い果実と穏やかなスパイス香が調和したミディアムボディな赤ワイン

●ご予約・お問い合わせ（10：00～18：00） 03-3842-2127

［昼の部・2時間制］12：00～14：00
［夜の部・2時間制］18：00～20：00

料金： 大人前売￥5,300（当日￥5,700） 
 小学生 ￥2,500 
 幼児（4～6歳）￥700
※料金には料理、ソフトドリンク飲み放題、税金・サービス料が含まれます

5月限定

5月限定

5月限定

6月限定6月限定 6月限定



初 夏のおすすめランチ
ランチ 11:30～15:00（Last Order 14：00）
ディナー 17:30～21:30（Last Order 20：30）

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉TEL.03-3842-3751（10：00～19：00）
当日のご予約はTEL.03-3842-337827F

広東料理をベースとしたヌーベルシノワと鉄板フレンチを、地上約100ｍからの眺望とともに堪能。
ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉 

TEL.03-3842-3751（10：00～19：00）  当日のご予約はTEL.03-3842-3375

6F ランチ 11:30～15:00（Last Order 14:00）
ディナー 17:30～21:30（Last Order 20:30）

初夏の味覚コースに合わせて
シニアソムリエがセレクトワインを
ご用意しております。

北海道ワイン
「山崎ワイナリー」
●山崎 シャルドネ 樽発酵
清涼感のある柑橘類の香りを中心に
構成されており穏やかな酸味が調和した
ドライな白ワイン

グラス ￥1,500  
●山崎 メルロ
柔らかな果実味と上質でふくよかな渋味が
きれいにバランスをとるアッパーミディアムな赤ワイン

グラス ￥1,500  

ディナーメニュー〈前菜 シノワ〉むき海老のレモンマヨソース、米沢豚のチャーシュー、クラ
ゲの和えもの入り 初夏の冷製六種入りパレットスタイル／〈スープ シノワ〉牛肉と冬瓜のす
りおろしフカヒレスープ／〈シノワシェフおすすめの一皿 シノワ〉北京ダックシノワスタイル／
〈お口直し フレンチ〉メロンのグラニテ／〈フレンチシェフおすすめの一皿 フレンチ〉季節の
国産野菜のラタトゥイユ 温玉のせパルメザン焼き／〈メイン フレンチ〉カナダ産活オマール
海老（１／２カット）の鉄板焼き 二色ソース サラダ仕立て／〈お食事 シノワ〉蓮の葉包み
蒸し五目ごはん／〈デザート フレンチ〉グラニータ・カフェ　ココナッツアイス添え

ランチメニュー〈前菜 シノワ〉真鯛の刺身サラダシノワスタイル 昆布醤油のドレッシング／
〈スープ シノワ〉和牛テールスープ 生湯葉の豆乳クリーム添え／〈シノワシェフおすすめ
の一皿 シノワ〉香港式焼き餃子と塩味の胡麻団子／〈お口直し フレンチ〉メロンのグ
ラニテ／〈フレンチシェフおすすめの一皿 フレンチ〉牛フィレ肉のブロシェット ポルチーニバ
ターソース／〈お食事 シノワ〉浅利と青葱のチャーハン／〈デザート フレンチ〉グラニータ・
カフェ ココナッツアイス添え

メニュー〈前菜 シノワ〉カツオのタタキ サラダ仕立
てシノワスタイル／〈スープ シノワ〉吉切鮫フカヒレ
の姿煮 牛、豚、老鶏の出汁ブラウンスープ／〈お
口直し フレンチ〉メロンのグラニテ／〈メイン フレ
ンチ〉黒毛和牛肉のブロシェット トリュフソース／〈
デザート フレンチ〉グラニータ・カフェ／ホテルメイ
ドのパン

メニュー オードブル・バリエ／季節のお薦めポタージュ／
本日のお魚料理とお肉料理のデュオをシェフのイマージュで／
本日のデザート／コーヒー／ホテルメイドのパン

　（選べるバター）お一人につきお一つお選びいただけます
　●パクチー ●黒糖 ●和三盆 
　●タプナード（食べるオリーヴオイル） ●マーマレード ●ブルーベリー

～シェフ＆シェフ～
シノワ＆鉄板フレンチ プリフィックスコース

料金 ：  ￥4,400 

シェフ入沢のこだわりランチ
～ホテルメイドのパンと選べる自家製バター～

シェフ＆シェフ
贅沢ランチ

5/1（月）～6/30（金）

料金 ：  お一人様￥5,500 平日限定
特別価格

＊各料金はサービス料10％を含みます。別途消費税8％を頂戴いたします。　＊料理写真はイメージです。

レディースランチ

【メニュー】箱 三部 〈一の箱〉浸し、豆腐、おろし和え
 〈二の箱〉焼物、玉子焼き、新馬鈴薯焼き
 〈三の箱〉和え物、千切り芋掛け、叩き魚介、酢味噌掛け
鉢盛り サラダ、湯葉／長手小器に 十六黒米ご飯カレー、いくら寿司　
小吸い物 小梅、海苔、木の芽／果物 ケーキセットをセレクト　
●冷やし小豆 白玉 または ●フルーツゼリーかけ または ●本日のフルーツ
+330円にてコーヒーも御用意できます。　

お一人様 ￥3,000 

お一人様 ￥3,800 ※事前予約制  2名～8名様 

ご友人同士の優雅なランチタイムに。趣向を凝らした彩り
鮮やかなメニューをご用意いたしました。

平日限定！！
個室でゆったりレディースランチ
ママ友会や女子会にお薦めの、平日限定のお得なプラン。
庭園に面した陽光が差し込む個室でのんびりお過ごしください。

【メニュー】小鉢／お造り／八寸（焼き魚、玉子焼きほか）
／味御飯／お吸い物／季節のデザート

旬の彩り 玉手箱 ランチ

ランチ

5/1（月）～6/30（金） お一人様 ￥3,800

平日20食限定！！

5/8（月）～6/30（金）  お一人様 ￥5,500

四季彩会席 ランチ
ディナー

【メニュー】先付／お椀（豌豆擦り流し仕立て）／造り（刺身湯葉）／
焼物／食事（お好みで1品お選びください）①野菜天丼 ②大海老天
麩羅・蕎麦・饂飩 ③和風ステーキ丼 ④ちらし寿司 ⑤鰻の柳川風浅
草オムライス（プラス￥１,１００）／甘味
※レディース割引は各種会員割引と併用はできません。

一品一品丁寧に盛り込まれた旬の味覚と、選べる5種
のお食事が人気の四季彩会席です。

レディース割引（ランチタイムのみ） ￥4,500

5/1（月）～6/30（金）  お一人様 ￥7,700
【メニュー】先付／椀盛／造り／焼物／煮物／揚物／食事／果物

ランチ
ディナー会席「霞」

歌留多のスタンダードな会席です。選びぬいた旬の素材を
ふんだんに使い、ご納得頂ける商品をご用意いたしました。

※プラス￥1,650にて揚物を「国産黒毛和牛料理」に変更ができます。
※他にも￥9,350/￥11,000/￥13,750/￥16,500の会席コースも
ご用意しております。

初夏の味覚 シェフ＆シェフ 
～大地の恵み～

旬の食材を使用したヌーベルシノワと鉄板フレンチのコラボレーションコース。シノワのメインには「銀鱈の揚げものと丸茄子の
ミルフィーユ 油淋ソース」、フレンチのメインには「黒毛和牛フィレ肉のグリル 山葵コンソメソース 季節の国産野菜を添えて」
など、料理長が初夏の食材を厳選し、初夏の訪れを感じていただけるお料理をお楽しみいただけます。

メニュー〈アミューズ フレンチ〉ヴィシソワーズと白トリュフ風味のオリーブオイル／〈前菜 シノ
ワ〉初夏の冷菜七種パレット盛り／〈スープ シノワ〉冬瓜、ズワイガニ、フカヒレ入りとろみス
ープ／〈メイン シノワ〉銀鱈の揚げものと丸茄子のミルフィーユ 油淋ソース〈お口直し フレン
チ〉フレッシュパイナップルのグラニテ／〈メイン フレンチ〉黒毛和牛フィレ肉のグリル 山葵コン
ソメソース 季節の国産野菜を添えて／〈お食事 フレンチ〉雲丹とルッコラの冷たいカッペリ
ーニ／〈デザート フレンチ〉キウイのとろけるババロアと濃厚ジュレ キウイのドライフルーツ添え
◆黒毛和牛フィレ肉のグラムアップも承ります。+10ｇ→¥660／+20ｇ→¥1,320／+50ｇ→¥3,300

料金 ：  お一人様￥6,600

5/1（月）～6/30（金）料金 ：  お一人様　￥11,000

5/3（水）～5/7（日） 5日間限定

ディナーランチ

ランチ

ランチ

シェフ入沢の渾身のコースを平日限定でリーズナブルにご用意致します。シェフオリジナルの数
種類のバターでホテルメイドのパンをご満足いくまでお楽しみいただけます。鉄板で仕上げる日
替わりの熱 メ々インディッシュをご堪能ください。

人気のフカヒレの姿煮、黒毛和牛をゴー
ルデンウィーク限定でリーズナブルにお楽
しみいただける特別ランチコースをご用意
致しました。

「シェフ＆シェフ贅沢ランチ」をお召し
上がりいただいた方に、

平日ディナータイム限定でご利用いた
だける

10％OFFご優待券をプレゼント！
有効期限 ： 2017年5月8日（月

）～6月30日（金）まで

ホテル会員割引対象外商品です。

ホテル会員割引対象外商品です。

広東料理の伝統を活かしつつ、創作シノワと、素材本来の美味しさを引き出し華麗な手さばきで仕上げる鉄板フレンチの数 ・々・・
ここでしか味わえないこだわりのプリフィックスコースをお楽しみください。

5/1（月）～6/30（金）
※シェフ＆シェフランチは
　5/3（水・祝）～5/7（日）は除く

料金 ：  ￥7,700

￥3,850

～ゴールデンウィークスペシャル～

お食事アフター、二次会に。
２８階最上階からスカイツリー®・浅草寺など新旧が織り成す、
すばらしい夜景とともに素敵なひとときを・・・。
1ドリンクとおつまみをセットにした
リーズナブルなメニューをご用意
いたしました。お気軽にご利用ください。

当日のご予約はTEL.03-3842-3367
TEL.03-3842-3751

至高の味わい。食材を厳選したシェフ＆シェフの特別コース。

北海道
　味めぐり
ビューホテルで楽しむ、北海道の味わい。

ランチ ディナー

初夏のおすすめランチ

18:00～23:30（LastOrder 23：00）

ディナーランチ

平日限定特別価格　 ￥3,850 平日限定特別価格　 ￥6,880

　※5/3（水・祝）～5/7（日）は除く

かすみ

※平日限定  5/8（月）～6/30（金） 

5/8（月）～6/30（金） 

＋￥3,300でスープを「吉切鮫フカ
ヒレの姿煮 牛、豚、老鶏の出汁ブラ
ウンスープ」にご変更致します。

●余市
日本のウイスキーの父 竹鶴政孝が
理想の地として選んだ北海道余市で育まれ
世界でも希有な石炭直火蒸溜によって生まれた
ウイスキー

グラス ￥900  ボトル ￥18,000  

※28F「ICE HOUSE」でも同様にワインをお楽しみいただけます。


