
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7 - 8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。

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（￥3,480） ￥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夏の定番！

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。

生ビール飲み放題 
￥1,800
1～10名様まで承ります。
120分間となります 

ディナー ディナー

［ディナーブッフェ］ ＋

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 

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）

ハンバーグ
ステーキ 
目玉焼き添え
シェフズセット ￥2,500  
単品 ￥1,800

サーモンのムニエル バターソース 
シェフズセット ￥2,100  単品 ￥1,400

夏満載プレート
シェフズセット ￥2,700  
単品 ￥2,000

ランチ ディナー

7/1（土）～7/30（日）   シェフズ・メインのLastOrderは 20：00

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7・8月のおすすめ料理］
磯の香りと旨みがあふれる「サザエのグリル」やスタミナ満点の「うな丼」
をディナー限定でご用意。グリルのお供に「黒トリュフ塩」、シンガポール
式焼きビーフン、ゴーヤチャンプル、夏野菜の天ぷらなど武藏ならではの
贅沢な味わいが勢揃い。ひんやり・さっぱりの冷製スープや冷製麺など
涼やかなメニューもご用意しております。

やわらか牛スジ入りオムレツ
デミソース仕上げ 
 シェフズセット ￥2,200  単品 ￥1,500

ご予約・お問い合わせ
TEL.03-3842-2127（予約課/10：00～18：00）

プレミアムペアシート 
￥1,500

ふたりだけの特別な空間

プライベートシティビュールーム 
￥3,000 4名様まで

窓に囲まれ落ち着いた空間の半個室

※ツリー側ではありませんので予めご了承ください。

涼やかな夏の味わいを眺望とともに愉しむ。

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

7/30（日）をもちまして
リニューアルの為クローズいたします。

〈単品価格〉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

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

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・・・。

18:00～23:30（LastOrder 23：00）

ジョニーウォーカー
香る。この世界のように、美しく複雑に。

28F1F

レッド グラス     ￥900  ※グラスのみの販売となります。
ダブルブラック グラス ￥1,000  ボトル ￥20,000
グリーン グラス ￥1,200  ボトル ￥24,000
ゴールドリザーブ グラス ￥1,300  ボトル ￥26,000
プラチナム グラス ￥1,500  ボトル ￥30,000

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
館内改修工事を行う為、全館休業とさせていただきます。

●期間 ： 2017年8/20（日）12：00～ 9/10（日）12：00  ※予定

※レストランは9/11（月）のランチよりご利用頂けます。 ※メニューが一部変更になる場合がございます。

ご利用のお客様にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

浅草ビューホテルのオリジナルライブバイキング
洋食 中華 和食 菓子から、シェフ実演演出の熱々料理をお楽しみください.。

お一人様 大人前売 ￥5,500（大人当日 ￥6,300）  
小学生　　 ￥2,600
幼　児　　        ￥700

料金

※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。

時間 12:00～14:00／17:00～19:00／19:30～21:30
※いずれも2時間制

※前売りは、８月７日までの
　販売となります。

●アルコールフリードリンクプラン（お一人様 ￥2,000）もご用意しております。

フラ＆バンドショーは
全日程開催

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

館内改修工事による休業のお知らせ

シェフ
おすすめ

シェフ
おすすめ

7/29（土）隅田川花火大会開催日、ディナータイムのレストラン営業は、特別営業とさせていただきます。 ※一般営業は行っておりません。

ディナー限定  サザエのグリル／うな丼

お盆休みスペシャルウィーク

※8/10・14・15の3部は開催致しません
8/10（木）～8/15（火） 

ご予約受付は
7/3（月）より



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。

五感で涼を感じる、和のおもてなし。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.03-3842-33756F

ランチ 11:30～15:00（Last Order 14:00）
ディナー 17:30～21:30（Last Order 20:30）
※8/15（火）からホール営業のみとさせていただきます。

ランチメニュー 一例〈前菜 シノワ〉真鯛の刺身サラダ仕立てシノワスタイル 昆布醤油のドレッシング レモ
ン風味／〈スープ シノワ〉ふくろ茸とズッキーニ入りドライトマト風味スープ／〈シノワシェフおすすめの一皿 
シノワ〉ハモのチャイニーズフリッターと香港餃子／〈お口直し フレンチ〉葡萄のグラニテ／〈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 パイナップルのポートワインソース／〈お食事 シノワ〉
焼き豚と青葱のチャーハン／〈デザート フレンチ〉蒔絵自家製パンナコッタ

〈セットメニュー〉 香港点心二種盛り合わせ／モンゴル岩塩の塩風味杏仁豆腐

メニュー 本日のマリネと彩野菜のサラダ仕立て／季節のお薦めポタージュ／本日の魚料理をシェフのイマー
ジュで／お口直しのグラニテ／牛フィレ肉の鉄板焼き 旬の野菜を添えて コニャック風味ソース／本日のデザート
／コーヒー／ホテルメイドのパン／（選べる自家製バター）お一人につきお一つお選びいただけます 
●無花果 ●桃 ●パクチー ●黒糖 ●和三盆 ●タプナード（食べるオリーヴオイル） 

　　　　　  　～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

シェフ入沢のこだわりランチ
～フレンチフルコースと選べる自家製バター～

＊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】
丸　皿：温玉 素麺若布 南蛮漬け 白和え トマト浸し
銀　椀：本日の一品
葉　皿：焼物素焼難波
緑　皿：鰻ちらし 錦糸 いくら 鰻
小吸い物：朱止め椀にて 岩海苔 豆腐 三つ葉
果　物：西瓜のゼリーかけ

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

7/1（土）～8/19（土）  お一人様 ￥3,800

平日20食限定！！

7/1（土）～8/19（土） 

お一人様 ￥6,600

手籠風鈴飾り
「夏の限定小会席」

【メニュー】口取り酒肴五品：変わり豆腐 いくら、茄子揚げ
浸し 糸がき、南蛮漬け 蓮根、向付 本日の二品、順才酢、
細工寿し 子持ち若布 鬼灯麩／お椀：雁も 青海苔 三つ
葉／焼物：鮎塩焼き はじかみ／鍋物：しゃぶしゃぶ プラチ
ナポーク 夏野菜 美味出汁／食事：本日の炊き込みご飯
／果物：ケーキとフルーツゼリーかけ コーヒー付き

一品一品丁寧に盛り込まれた、見た目にも涼
しげな旬の味覚をお楽しみいただけます。

ランチ ディナー

彩り夏の会席弁当

【メニュー】漱ぎ：小吸い物 海苔 小梅 三つ葉 サラダ風ちらし
寿し 湯葉 蒟蒻／〈弁当〉煮物：茄子 鰈 煮おろし、油物：黒
毛和牛冷牛ロースト、口取り：小皿 玉子焼き 小串 変わり揚
げ つぶ貝 鬼灯釜／造り：鮪 湯葉 巻き物 和え物／食事：天
麩羅と麺類（蕎麦・饂飩・素麺）／果物

厳選された季節の味わいを贅沢に詰め込んだ
会席弁当です。

ランチ ディナー

夏の味覚 シェフ＆シェフ 

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「二種海鮮と夏野
菜のマレーシアソース炒め」、フレンチのメインには「黒毛和牛フィレ肉のグリル モロヘイヤのコンソメソース」など、
夏の食材を厳選し彩りあふれる夏の味わいをご用意いたしました。また、デザートは夏を感じていただける美味な
デザートを2種からお選びいただけます。

メニュー〈アミューズ フレンチ〉冷たいトウモロコシのスープと自家製ピクルス／〈前菜 シノワ〉夏の冷菜七種のアントレシノワー
ズ／〈スープ シノワ〉鱧とフカヒレ、冬瓜の壺蒸しスープ 香港スタイル／〈メイン シノワ〉二種海鮮と夏野菜のマレーシアソース
炒め／〈お口直し フレンチ〉葡萄のグラニテ／〈メイン フレンチ〉黒毛和牛フィレ肉のグリル モロヘイヤのコンソメソース季節国
産野菜を添えて／〈お食事 フレンチ〉紅ズワイガニの冷たいカッペリーニ／〈デザート〉フレンチ桃の自家製コンポートと濃厚
バニラアイスのフレッシュピーチメルバ または シノワ プレミアムかき氷 シンガポールアイスカチャン 　
◆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

7/1（土）～8/19（土） 料金 ：  お一人様　￥11,000

ディナーランチ

シェフ入沢の渾身のフレンチフルコースを平日限定でリーズナブルにご用意致します。
鉄板で仕上げる熱 メ々インディッシュと季節のフルーツや旬の素材を使用した、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お楽しみいただけます。

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。

7/1（土）～8/19（土）

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。

ランチ

ディナー

夏のおすすめランチ

ディナーランチ 7/1（土）～8/13（日） ランチ

7/1（土）～8/10（木） 　　　　料金 ：  ￥3,850 ランチ

料金 ：  ￥3,850 

ディナーメニュー 一例〈前菜 シノワ〉天
使海老の湯引き、クラゲの和えもの、釜焼き
チャーシュー、塩蒸し鶏／〈スープ シノワ〉
ズワイガニ入りフカヒレスープ／〈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〉葡萄のグ
ラニテ／〈フレンチシェフおすすめの一皿 
フレンチ〉夏野菜とトリップの煮込み 壺焼
き風／〈メイン フレンチ〉カナダ産活オマー
ル海老（１／２カット）鉄板焼きチェリートマト
のソース／〈お食事 シノワ〉チリメンジャコ
と高菜のチャーハン スープ添え／〈デザ
ート フレンチ〉蒔絵自家製パンナコッタ

料金 ：  ￥7,700 

 ￥4,500
平日ランチ女性限定

※平日限定  7/3（月）～8/18（金）

7/3（月）～8/14（月）

＋￥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。

桃の自家製コンポートと濃厚バニラアイスのフレッシュピーチメルバ   プレミアムかき氷シンガポールアイスカチャン 
フレンチ シノワシノワ

夏の美食ウィーク

ランチ 11:30～15:00 / ディナー17:30～21:30 

料金 ：  お一人様　￥16,500

7/1（土）～9（日） 

料理長 葉阪豊史

※ご都合のよい時間にご予約ください。 
※ご都合の悪い方は他のお日にちのご予約も承ります。

冷やし麺フェア～選べる麺セット～

山海の幸入り 具だくさん冷麺
ランチ限定セット ￥3,300

〈セットメニュー〉　
季節のポタージュスープ／本日のデザート

高い技術と長年の功績が認められ、
2017年6月に日本エスコフィエ協会より
ディシプル章授与となりました。

たっぷり雲丹のせ
季節野菜の冷製カッペリーニ
ランチ限定セット ￥3,300

海鮮と夏野菜のあえそば
ランチ限定セット ￥3,300

※ディナーは単品のみ

◆ シノワ

◆ フレンチ

※全館休業前 8/14（月）からメニュー内容の一部を変更させていただきます。

～盛夏を彩る食材と選べるデザート～

デザートは2種の中から1品お選びいただけます。

中国料理 葉阪料理長が季節の食材と調理法を厳選した
至高の味わいをコース料理にてご堪能いただけます。

7/1（土）～8/19（土） 

お一人様 ￥5,500

シェフ＆シェフ ランチ

シェフ＆シェフ ディナー

シェフ 入沢雅美シェフ 入沢雅美

平日ランチタイム限定


