
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￥1,890、土日祝￥2,140
〈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　※12/22（金）～25（月）、1/1（月・祝）～3（水）を除く
時　間 土・日・祝及び12/26（火）～31（日）、

1/4（木）、5（金）

￥4,980（￥3,480） ￥5,480（￥3,830）

￥3,780（￥2,640） ￥4,280（￥2,990）

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～）

11月・12月の武藏では、これからの季節にぴったりの【洋風鍋料理】
の数々や【ロールキャベツ】をはじめ、パティシエがその場で切り分ける
【季節のショートケーキ】など季節感あふれるデザートも充実！！ また、
ディナーブッフェ限定で【モッツァレラチーズのカービングサービス】、
【ズワイガニ】が登場！ 本場イタリア産のモッツァレラ、人気のズワイガニ
をご賞味ください。

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

月・火・水限定 ￥6,000さらにお得！！

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11 - 1 2月号

11/1（水）デ・ビュー
Debut

12/1（金）NEW OPEN!

武藏11・12月のおすすめ料理

個性豊かな素材を使ったこだわりのスイーツとともに優雅なひとときを。

1F
10：00～21：30（Ｌast Order 20：30） 【土・日・祝 9：00 ＯＰＥＮ】

Treat yourself to an elegant moment
with the prestigious sweets which we have made, using unique materials.

ご予約承り中

ディナー限定【ズワイガニ・モッツァレラチーズ】

和モダンな空間へと生まれ変わる1階に、
薪窯調理で魅せるレストラン「GRILL DINING 薪火」

GRILL DINING 薪火
オープン記念
スタンプラリー

対象レストランのご利用料金￥1,000（税・サービス料込み）毎に
1スタンプ捺印いたします。20スタンプ貯まりますと、1Fレストラン
「GRILL DINING 薪火」にて、“レストランの一押し Tボーン
ステーキ500g”又は“ボトルシャンパン750ml 1本”をプレゼント
いたします。

〈スタンプ付与対象レストラン＆バー〉
 ●6F 日本料理 歌留多
 ●26F スカイグリルブッフェ 武藏
 ●27F THE DINING シノワ 唐紅花＆鉄板フレンチ 蒔絵
 ●28F トップバー アイスハウス

〈スタンプ付与期間〉～2017年11/30まで
〈プレゼントご利用期間〉2017年12/1～2018年2/28まで

スタンプを20個集めて
Tボーンステーキ500g または 
ボトルシャンパン750ml  をゲット！

※詳細につきましてはスタンプカード中面をご覧ください。

スタンプカード
配布中

※12/22（金）
　～31（日）を除く

※12/22（金）～25（月）
￥3,000

ランチ 5部制ディナー

ランチ 5部制ディナー

ディナー 2部制
クリスマスディナーブッフェ 12/22（金）～25（月） 大人 ￥9,500 小学生 ￥6,000

カウントダウンブッフェ　12/26（火）～31（日） 土・日・祝料金となります。

NEWYEARブッフェ
※第3部の営業はございません

※12/26（月）～12/29（金）の第3部の営業はございません

1/1（月・祝）～3（水） 大人 ￥7,000 小学生 ￥5,000
1/4（木）～ 5（金） 土・日・祝料金となります。

●つくばエクスプレス「浅草」駅直結

●東京メトロ銀座線「田原町」駅より徒歩約7分

●東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩約10分

●東武スカイツリーライン・
　都営浅草線「浅草」駅より徒歩約10分

●JR「上野」駅より車で約5分

◯上野▶浅草ビューホテル▶東京スカイツリータウン®を
　結ぶスカイツリーシャトル®も運行しています。

ACCE S S



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。

～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

＊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。

ランチ

ランチ

11/3（祝）～12/17（日）

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

平日
20食
限定！

冬の味覚 
シェフ＆シェフ 

ヌーベルシノワではこだわりの旬の海鮮料理を、鉄板フレンチで
は秋から冬にかけて旨みを増す肉料理を、旬の山海の幸の共
演をコースにてお楽しみいただけます。

＋￥2,750で「猪バラ肉の煮込み ベリー
ソース」を富士の溶岩石を使用したグリル
で焼き上げる「黒毛和牛ヒレ肉の鉄板
焼き シェリービネガーソース」にご変更
致します。

メニュー〈シノワ〉近海産金目鯛の炙り 刺身サラダ、柚子と白醤油の
ドレッシング／〈シノワ〉吉切鮫フカヒレの姿煮 真鱈の白子の湯引き添え
／〈シノワ〉特大ボタン海老の紹興酒漬け〈フレンチ〉ペンネのスープ
パスタ／〈フレンチ〉ウズラ（1羽）のロースト 赤ワインソース／〈フレンチ〉
猪バラ肉の煮込み ベリーソース／〈フレンチ〉チョコレートのクレーム
ブリュレ ヨーグルトのアイス添え

11/1（水）～12/31（日）  お一人様 ￥11,000

※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。

11/1（水）～12/31（日） 
※12月22日（金）～12月25日（月）、12月31日（日）のディナータイムを除く

ランチ ディナー

冬のおすすめランチ

ディナーランチ

ディナーランチ

ディナーランチ

※平日限定  11/1（水）～12/29（金）

11/1（水）～12/29（金）

【オプション】
生ビール飲み放題 お一人様 ¥1,500

～冬の美味 海の幸と山の恵み～

シェフ＆シェフ ランチ お一人様 ￥3,850
シェフ＆シェフ ディナー お一人様 ￥7,700  

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）

11/1（水）～12/30（土） お一人様 ￥5,500

四季彩会席～冬～
ランチ ディナー

ディナー

ランチ ディナー小会席

【メニュー】［先付］茸 法蓮草 とんぶり浸し／［選べる進肴］①国
産牛ステーキ 50ｇ ②造り 三品盛り ③天麩羅 天使海老 秋野
菜／［煮物］根菜 白身魚 吉野餡掛け／［口取り］小串 才巻き 
玉子焼き 他／［ご飯］白飯 珍味セット お椀 季節のお吸い物／
［果物］フルーツゼリーかけ
＊ステーキ・造り・天麩羅の三品付けは￥3,000プラスで承ります。　
※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】［先附］法蓮草 茸 とんぶり浸し 本日の棒寿司 栗白
和え／［お椀］清汁仕立て 魚介霞大根被せ 黄菊 貝割 木の芽
／［造り］本日の造り 湯葉 蒟蒻 他三品／［焼物］鰆椎茸挟み
焼 新いくら 輪切り柚子／［進肴］雲酢 叩き芋 海老／［煮物］
揚げ芋蟹餡掛け 青味 柚子／［食事］本日の食事／［果物］季
節のデザート
※11月メニュー　12月は仕入れの状況により内容が変更となります。

11/1（水）～12/30（土） お一人様 ￥6,600
国産野菜にこだわり、旬の食材を取り入れた
この時期限定の会席です。

季節の味わいを一品一品丁寧に盛り込んだ四季彩会席。
進肴はステーキ、造り、天麩羅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）

限定
5組

土日祝ディナーは「しゃぶしゃぶ食べ放題」の日！！

1組4名様まで

晩秋の美食ウィーク

ランチ 11:30～15:00 / ディナー17:30～21:30 

料金 ：  お一人様　￥16,500

11/18（土）～26（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。

中国料理 料理長 葉阪が季節の食材と
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。

旬の彩り玉手箱
11/1（水）～12/30（土）

お一人様 ￥3,800 
【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

ランチ

日一日と移りゆく季節を、目にも鮮やかな会席料理とともに楽しむ。

料理長渾身の出汁を使って清汁仕立てに・・・
繊細で上品な風味をご堪能いただけます。

味わい豊かな旬の食材を使った会席です。

【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／パン

シェフのこだわり
フレンチフルコース

　　　　　　　　  絶景とともにお楽しみいただく

ヌーベルシノワと鉄板フレンチの共演

鉄板で仕上げる熱 メ々インディッシュなどシェフ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お楽しみいただけます。

11/1（水）～12/29（金）  お一人様  ￥3,850 

ランチ

ランチ

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。 

11/1（水）～12/31（日）　お一人様  ￥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～

【メニュー】●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

特大のボタン海老とホタテ貝を氷砂糖と蜂蜜で甘味をつけた紹興酒に
じっくり漬け込んだ「ビューホテル唐紅花」伝統の紹興酒漬け

富士の溶岩石を使用したグリルで焼き
上げる熱 の々牛フィレ肉

アメリケーヌソースをほのかに香るカレー風味に
仕上げ、パッションフルーツの酸味を合わせた
オマール海老の鉄板焼き

真鯛の食感と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 国産のフレッシュな野菜を豚バラ肉とともに

猪バラ肉を赤ワインと香味野菜とともに、低温で時間をかけてじっくり煮込み、
甘酸っぱいベリーソースを使用し、あっさりとお召し上がりいただけます

ウズラ1羽を鉄板で皮目にしっかりと焼き色を付け、身はジューシーに仕上げ、
赤ワインと生クリームを使った2色のソースでお楽しみいただける逸品

厚みのある吉切鮫の尾ビレを長時間かけて味を含ませ、厳選した真鱈の白子をサッと湯
引きし、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」で
とった2日間かけてじっくり煮込んだ上品なスープを注ぐ和風チャイニーズの逸品

ご予約制
平日
限定

冬のおすすめランチ

◆12月22日（金）～12月25日（月）のディナータイムはクリスマスディナーコースのみとなります。 ◆12月31日（日）のディナータイムの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）

※12月22日（金）～12月25日（月）、12月31日（日）のディナータイムを除く

シノワ

フレンチ


