
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9 - 1 0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￥2,040、土日祝￥2,290
〈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

武藏の料金のみサービス料・消費税を含みます。その他の料金はサービス料10％を含み、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）

￥3,780（￥2,730） ￥4,280（￥3,080）

アルコール飲み放題も含んだお得なプラン
のみほ

NOMIHO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

女性にオススメの口当たりの良いカクテルが飲み放題

武藏 さわやかカクテル飲み放題
9/11（月）～10/31（火）￥1,200

シャンパン飲み放題 ￥2,000

［ディナーブッフェ］ ＋

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9・10月のおすすめ料理］
豊穣の季節にふさわしく海の幸、山の幸をふんだんに使用し
た料理をご提供。だしが決め手の「鴨南蛮そば」をはじめ、
「フカヒレ餡かけそば」、「栗のリゾット」、「きのこのグリル」など
をはじめ、ディナータイムにはスペインが生んだ最高峰の豚肉
で柔らかな食感が特徴の「イベリコ豚のグリル」、鮭やいくら
などたっぷりのせた「海鮮丼」をご用意いたしました。
※フェアー料理は9/16（土）よりご提供させていただきます。 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。

ビール（中瓶）、ウイスキー、焼酎、ワイン、日本酒、
カクテルの120分間のフリードリンク

スパークリングカクテル（「ミモザ」「ベリーニ」「ロッシーニ」）の120分間のフリードリンク

世界三大珍味とフカヒレが織りなす、美食の饗宴。

Caviar

A feast for gourmands marrying the world’s best three delicacies with shark’s fin

Truffe

Foie gras

キャビア

フォアグラ

トリュフ

Shark’s fin
フカヒレ

月・火・水限定 ￥6,000

料金 ：  お一人様 ￥7,530  料理 ： 懐石弁当

平日＆ディナータイム限定！！
個室でお得に！！七五三プラン

～Celebrate セレブレイト ～シェフ＆シェフ
2017年レストラン七五三プラン
お子様の健やかな成長を願って・・・

10/1（日）～11/30（木）　

◎平日（ランチ＆ディナー）／土日祝（ディナー）

※土日祝（ランチ＆ディナー）は会席料理をご用意させていただくプランもご用意しております。 
　お一人様 ￥11,000

料金 ：  お一人様 ￥13,000 
料理 ： 特別会席料理（七五三専用特別メニュー）
 　鯛の姿造り・黒毛和牛しゃぶしゃぶ・
 　お祝いちらし寿司を含めた8品

個室でゆったり！！七五三プラン
◎土日祝（ランチ＆ディナー）

料金 ：  お一人様 ￥15,000 
料理 ： 特別会席料理（七五三専用特別メニュー）+揚げ物追加
 鯛の姿造り・黒毛和牛しゃぶしゃぶ・お祝いちらし寿司を含めた9品

料金 ：  お一人様 ￥13,000 
料理 ： シェフ＆シェフ シノワ＆鉄板フレンチ コース

個室でゆったり！！プレミアム七五三プラン
◎土日祝（ランチ＆ディナー）

ランチ＆ディナー

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）

ディナー限定【イベリコ豚のグリル】

ディナー限定【海鮮丼】

※10/1（月）よりランチ料金を改定させていただきます

※～9/30（土）まで￥3,480（￥2,430）

※～9/30（土）まで￥3,980（￥2,780）

〈歌留多〉各プラン共通特典 
●お子様料理（お膳）サービス　●千歳飴プレセント
●お子様お名前入り扇子プレゼント（1週間前までの予約受注のみ）
●個室料金無料　●ホテル内の写真室、美容室、衣装室　各20％割引

特典 
●選べるお子様料理（洋食または中華）サービス　
●千歳飴プレセント
●お子様の名前とレストランをご利用になった日付を彫刻した
　　ご記念お祝いボトルプレゼント（ノンアルコールスパークリング）

　
●絶景！ ホテル内20階眺望室観覧特典
●ホテル内の写真室、美容室、衣装室　各20％割引

＋
●ホテルメイドホールケーキ（5号）プレセント
●乾杯スパークリングワイン1本プレセント
●70歳以上のお客様は 20％割引　

各プラン
共通特典 

※「鯛の姿焼き」や「飲み放題」など、追加オプションも承っております。

※乾杯用スパークリングワインが付いた
　平日限定個室プラン（￥8,000）や、
　平日ランチ限定プラン（￥5,000）もご用意しております。

＊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。

さらにお得！！

※1週間前までのご予約にて承ります。 ※ご予約の際に、お子様のお名前をお伺いいたします。 
※七五三対象のお子様1名様の特典となります。 ※追加のボトルのオーダーも承れます。    

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。

※期間中は、ご予約・お問い合わせ18：00までとさせていただきます。

館内改修工事による休業のお知らせ

厳選されたシャンパンが、この価格で飲み放題！



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。

ランチメニュー 一例〈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 スダチ風味／〈スープ 
シノワ〉飛び子と豆腐のとろみスープ／〈シノワシェフおす
すめの一皿 シノワ〉剣先イカのバター炒め／〈お口直し 
フレンチ〉青りんごのグラニテ／〈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 ピクルス風味の
ソース／〈お食事 シノワ〉鮭と青葱のチャーハン／〈デザート 
フレンチ〉ヨーグルトのクレームダンジュ　ミックスベリーの
スープを注いで

　　　　　  　～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

エスコフィエ ディシプル
受賞記念コース

＊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： 千切り芋 素麺若布 南蛮漬け 白和え 秋野菜のお浸し
銀　 椀： 本日の一品
葉　 皿： 焼物素焼難波
緑　 皿： 海鮮ちらし 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： 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。

しゃぶしゃぶ食べ放題

ランチ

ランチ

9/16（土）～10/29（日）

男　性 ￥6,000
女　性 ￥4,950
小学生 ￥2,750
幼　児 ￥1,100

平日
20食
限定！！

秋の味覚 シェフ＆シェフ 

世界の三大珍味「トリュフ」「フォアグラ」「キャビア」と中国料理の銘品「フカヒレ」を使った、
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をご用意いたしました。シノワのスープには
「吉切鮫フカヒレの姿煮 牛、豚、老鶏の出汁スープ ポルチーニ茸のアクセント」、フレンチの
メインには「黒毛和牛フィレ肉とフォアグラのミルフィーユ トリュフソース ロッシーニ風」など、
贅を極めた美食のハーモニーをご堪能いただけます。

メニュー〈アミューズ フレンチ〉なめらかな人参のムースとトマトのジュレ キャビアのカクテル／〈前菜 シノワ〉秋の冷菜懐
石盛り／〈スープ シノワ〉吉切鮫フカヒレの姿煮 牛、豚、老鶏の出汁スープ ポルチーニ茸のアクセント／〈お口直し フレ
ンチ〉青りんごのグラニテ／〈メイン フレンチ〉金目鯛のうろこ焼きと国産キノコのパートフィロー包み アニス香る　ヴァルサミ
コソース／黒毛和牛フィレ肉とフォアグラのミルフィーユ トリュフソース ロッシーニ風〈お食事 シノワ〉秋野菜入り 福建式
あんかけ炒飯／〈デザート フレンチ〉紫芋のモンブラン バニラアイス添え

9/16（土）～10/31（火） 料金 ：  お一人様　￥11,000

ランチ

近代フランス料理の巨匠「オーギュスト・エスコ
フィエ」の弟子という意味を持つ「ディシプル」。
エスコフィエの代表的な料理を取り入れた、

クラシカルなコース。
シェフ入沢の感性が彩る美食と、
至福のひとときをお楽しみください。

※ホテル会員割引対象外商品です。

※ホテル各種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。

9/16（土）～10/31（火）

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

秋 のおすすめランチ
ディナーランチ

ディナーランチ

ディナーランチ

9/22（金）～9/30（土） 料金 ：  ￥13,200（サ込税別）料金 ：  ￥3,850 
ディナーメニュー 一例〈前菜 シノワ〉秋の冷菜六種 パレット
スタイル／〈スープ シノワ〉日向鶏、フカヒレ、木の子、具沢
山の壺蒸しスープ／〈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〉青りんごの
グラニテ／〈フレンチシェフおすすめの一皿 フレンチ〉リー・
ド・ヴォーと季節野菜の香草パン粉焼き／〈メイン フレンチ〉
カナダ産オマール海老のフリカッセ　さわやかなオレンジ風味
のアメリケーヌソース／〈お食事 シノワ〉栗入り五目セイロ
蒸しおこわ／〈デザート フレンチ〉洋梨の赤ワインコンポート
とバニラアイス

料金 ：  ￥7,700 

※平日限定  9/15（金）～10/31（火）

9/19（火）～10/31（火）

＋￥2,200でスープを「吉切鮫の姿焼、上海蟹味噌入り
の濃厚スープ」にご変更致します。（写真右）

＋￥2,200でメインを「カナダ産オマール海老のフリカッセ さわやか
なオレンジ風味のアメリケーヌソース」にご変更致します。（写真左）

フカヒレを香ばしく焼き上げ、旬の上海蟹の味噌の
濃厚な味わいをお楽しみいただけます 

オマール海老のダシでとった濃厚なスープで煮込んだ逸品

【オプション】
生ビール飲み放題 お一人様 ¥1,000

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。

～秋を彩る世界の三大珍味～

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

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）

9/15（金）～10/31（火） お一人様 ￥5,500

四季彩会席～秋～ ランチ

ランチ

ディナー

ディナー
ランチ

平日限定！秋の謝恩会席

【メニュー】［先付］彩り野菜 サラダ風 粟麩 沼田掛け 玉葱 茄子 茗荷 烏賊湯引
き ズッキーニ 鮪 叩き 蓮根 笹かまぼこ 山葵／［お椀］茸沢煮仕立て 鱧 三つ葉 
胡椒／［箱盛り］口取り 半熟玉子変わり焼き 細工寿司 焼物 カルパッチョ 唐揚げ
串打ち 柿麩／小鉢 湯葉 生姜 銀餡／菊葉小皿 彩り膾／選べる食事（お好みで
1品お選びください）①秋野菜天麩羅丼 ②ステーキ丼 ③ちらし寿司 ④天ぷら饂飩・
蕎麦 ⑤歌留多牛丼（プラス1,100円） ⑥鰻重（プラス1,650円）／［果物］ゼリーかけ　
※レディース割引は各種会員割引と併用はできません。

【メニュー】［小皿］粟麩 梨 胡桃 白和え 法蓮草 茸 冠雑魚 棒寿司／［お椀］茸沢煮
仕立て 鱧 三つ葉 胡椒／［造り］旬のお造り／［焼物］本日のおすすめ 菊蕪／［煮物］
無花果 穴子 煮おろし 振り柚子／［油物］本日の肉料理 和牛すき焼き小鍋 又は 三元
豚のしゃぶしゃぶ／［食事］本日の食事／［果物］冷やし小豆 白玉 杏 コーヒー

9/15（金）～10/31（火）　お一人様 ￥6,600

国産野菜にこだわり、鱧や旬の茸を取り入れたこの時期限定の会席です。
お肉料理は「和牛すきやき小鍋」又は「三元豚のしゃぶしゃぶ」よりお選び
いただけます。

本場香港で修業した点心師がつくるこだわり点心の数 ・々・・ 
数種類の中国茶からお好みの一つをお選びいただきお楽しみください。 

国産秋野菜を使用し、一品一品丁寧に秋の彩りを盛り込みました。
お食事は、ステーキ丼など、6種類の中からお選びいただけます。

レディース割引 ￥4,500（平日ランチタイムのみ）

平日限定！選べる麺セット

秋 のおすすめランチ

9/16（土）～10/31（火）　料金 ：  ￥3,300 

ランチセット「飲茶爛漫」
～こだわり点心と選べる中国茶～

単品にて人気の麺メニューがランチタイム限定でセットに！

9/19（火）～10/31（火）　料金 ：  ￥2,200
〈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

＜チョイス＞
●五目入りやきそば・つゆそば　●季節野菜たっぷりあんかけやきそば・つゆそば
●海鮮入りやきそば・つゆそば　●広東式チャーシュー麺
●四川風ゴマ味噌麺　●鶏白湯土鍋煮込み麺　●カレー風味の坦々麺

【メニュー】〈シノワ〉
●米沢豚の釜焼きチャーシュー、塩蒸し鶏、野菜の酢漬け
●焼売、海老蒸し餃子、小龍包
●大根もち、スティック春巻、香港式焼き餃子
●季節野菜のクリームソース
●干し貝柱がゆ
●モンゴル岩塩の塩風味杏仁豆腐
●ゴマ揚げ団子

【選べる中国茶】
●凍頂ウーロン茶
●プーアル茶
●黒豆茶
●シナモンジャスミン茶

世界の三大珍味のうち2種類使用した、
作曲家「ロッシーニ」が愛した 
伝統的なフレンチの逸品 

厳選した吉切鮫の厚
みのある尾ビレを長時
間かけて味を含ませ、
上品な味わいとなる
「牛」、味に甘味のでる
「豚」、香り高い仕上
がりになる「鶏」のダシ
をブレンドし、2日間か
けてじっくり煮込んだ
スープにポルチーニ
茸の香りをつけました

鱗をカリカリに仕上げ、身は柔らかく仕上げた
金目鯛の食感の違いをお楽しみください

料理長が
厳選した旬の
食材の数 ・々・・

牛フィレ肉のブロシェット ピクルス風味のソース

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 スダチ風味

カナダ産オマール海老のフリカッセ さわやかなオレンジ風味のアメリケーヌソース

秋の冷菜六種パレットスタイル

富士の溶岩石を使用したグリルで
焼き上げる熱々の牛フィレ肉

オマール海老のダシでとった
濃厚なスープで煮込んだ逸品

旬の素材を
少しずつ
お楽しみ
いただけます

料理長が趣向をこらした前菜
真鯛の刺身をサラダ仕立てで！ 
野菜やナッツなどと混ぜ合わせて食感にこだわった一品 

※ご予約がおすすめです

限定
5組

土日祝ディナー開催！

日本エスコフィエ協会が認定する称号。
協会による厳しい審査を経て、卓越した技術と経験、
功績が認められた料理人に贈られる名誉称号です。
フランス料理人の世界では名誉の一つとされています。
赤いタスキはエスコフィエの弟子の称号であり、
また仕事の継承者の証でもあります。

フランス料理人会の名誉称号
～「ディシプル」～

1組4名様まで


