
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）

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）

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 - 1 8  年末年始号

●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

＊上記料金はサービス料10％を含みます。別途消費税8％を頂戴いたします。

クリスマス会席
期間 ： 12月1日（金）～25日（月）　お一人様 ￥11,000

ディナー

日本料理ならではの繊細で美しいクリスマス会席を、存分にお楽しみください。

【メニュー】
ツリーにて 酒肴 変わり豆腐 鼈甲餡 雲丹 季節のお浸し 海老芝煮 唐墨青味大根
温　物 蕪蒸し 銀餡 青味
造　り 鮮魚 活魚 盛り合わせ 冬野菜 芽物一式
焼　物 魚介のもみの木焼 菊かぶ 生姜
強　肴 本日の揚げ物
煮　物 選べるお肉料理
 　国産牛 ●しゃぶしゃぶ ●すき焼き ●ステーキ
食　事 ばらちらし 又は 玉〆饂飩
果　物 フルーツゼリーかけ
　

煮込みビーフやズワイ蟹などの西洋料理と、にぎり寿司も含まれる豪華ブッフェ。
最上階28階からの眺望もお楽しみのひとつ。東京スカイツリーⓇや晴れた日なら遠く富士山までをも望む
開放感あふれる景色の中で美味しい時間をお過ごしください。

28F ベルヴェデールパノラマブッフェ
※写真はイメージです。

●ご予約・お問い合わせ（10：00～18：00） 

03-3842-2127

●ご予約・お問い合わせ（レストラン予約課 10：00～19：00） 03-3842-3751
●ご予約・お問い合わせ（10：00～18：00） 03-3842-2127

料金：大人￥3,800  小学生￥1,800  幼児（4～6歳）￥1,000

お正月はスイーツブッフェで食べ初め！！
人気のスイーツをはじめ、グラタン・パスタ等の軽食も食べ放題！
ホテル最上階からの景色と共に楽しいひとときを。

1月1日●～3日● 月 水

1月1日●～3日● 月 水

写真はイメージとなっております。

楽天ポイントカード お買いものパンダグッズ プレゼントキャンペーン｠

12/1（金）～3（日）お買いものパンダデザインのオリジナルグッズが当たる抽選会を実施します。
（11/22（水）以降の楽天ポイントカード対象企業のお買上レシート（500円以上）1枚につき1回）　●場所 ： 浅草ビューホテル 1階 正面ロビー

◆グランドＯＰＥＮ記念、楽天ポイントカード入会またはご提示で1日限定100名様にホテルオリジナル菓子プレゼント

1F

和モダンな空間へと生まれ変わるメインエントランスに
目で、音で、香りで味わう、炎のエンターテインメントレストランが新たにオープン！

浅草に、再デ・ビュー。
1985年開業

浅草エリアの高層ホテル、浅草ビューホテルが
「NEW VIEW PROJECT」の始まりとともに、再デ・ビューします。

※アルコール類は別料金となります。
※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。 
※3歳以下は無料となります。

料金： 大　人￥6,500 
 小学生￥3,000 
 幼　児￥1,700

時間：［1部］ 11：00～12：30（1時間30分入替制）
［2部］ 13：00～14：30（1時間30分入替制）
［3部］ 14：45～16：15（1時間30分入替制）
［4部］ 17：15～19：15（2時間入替制）
［5部］ 19：30～21：30（2時間入替制）

（4～6歳）

2018年

～1月1日月 3日水

￥5,500 ￥6,300 ￥2,500
料金

料理内容 和食・中国料理バイキング

時間

会場 4階 大宴会場「飛翔の間」

当日大人前売

第一部 11：30～13：00

第三部 15：30～17：00

※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。
※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。 
※3歳以下は無料となります。

［1時間30分入替制］

［1時間30分入替制］

第二部 13：30～15：00

第四部 17：30～19：30
［1時間30分入替制］

［2時間入替制］

お子様（小学生）

￥700
幼児（4～6歳）

ニューイヤー
スイーツブッフェ

28F アイスハウス

【メニュー】ショートケーキ・ムース・ゼリーなど１０種類以上、パスタ、グラタン、サンドイッチもご用意致しております。

11月27日（月）
先行予約
開始

11月27日（月）
先行予約
開始

時間：［1部］13：30～15：00（1時間30分入替制） 
      ［2部］15：30～17：00（1時間30分入替制）

（各サ込税別）



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

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.03-3842-2116

27F

1F

ディナー

ディナー

ディナー

＊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。

＊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。

メニュー
〈シノワ〉聖夜のオードブル シノワスタイル／〈シノワ〉焼きホタテと上海蟹味噌のスープ
〈シノワ〉釜焼き北京ダック／シャンパンとライムのグラニテ
〈フレンチ〉フォアグラのポアレ 紫人参のラペとクーリ／〈フレンチ〉黒毛和牛サーロインの鉄板焼き マスタード風味のジュ・ド・ブッフ
〈シノワ〉アワビの細切りとフカヒレのあんかけご飯／〈フレンチ〉アシェット・デセール＜ホワイトクリスマス＞

メニュー
真鯛の薪火炙り カルパッチョ仕立て／国産野菜の熾火焼き／ソーセージと厚切りベーコンのグリル／
本日のタリアテッレ（パスタ）／US牛プライム肩ロースステーキ 山葵マスタードで／アシェット・デセール／
穂乃華のパン／コーヒー

お飲物（2時間飲み放題）
瓶ビール／ワイン（赤・白）／焼酎（芋・麦・米）／ウィスキー （ハイボール含む ）／
カクテル各種（ジントニック等）／ ソフトドリンク（ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャーエール）
※このプランは、ランチ・ディナーの時間で対応させていただきます。　※5～8名様で承らせていただきます。

旬の食材を厳選した聖夜を彩るシェフ＆シェフの特別コース。
絶景とともにヌーベルシノワと鉄板フレンチの共演をお楽しみいただけます。。

グランドオープンを記念して、限定プランをご用意いたしました。
素材の旨味を最大限に活かした「薪火料理」とともに、楽しいひとときをお過ごしください。

料金 ：  お一人様 ￥16,500

～シェフ＆シェフ～クリスマスディナーコース

～シノワ～ チャイニーズクリスマスディナーコース
お一人様 ￥14,300

～鉄板フレンチ～ クリスマスディナーコース
お一人様 ￥17,600・￥19,800

期間 ： 12月22日（金）～25日（月） 

※記載のメニューはディナータイムでのご用意となります。大変込み合うことが予想されますので、ご予約をおすすめさせていただきます。

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～）

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

薪火パーティープラン
期間 ： 12月1日（金）～2018年2月28日（水） 

大人 ￥9,500 小学生 ￥6,000 幼児無料 

コンチネンタルブッフェ・クリスマスヴァージョンの注目メニューは、国産ひな鶏のローストチキン。
やわらかなひな鶏をまるごと一羽、“皮はカリカリ、中はジューシー”にこんがりと焼き上げて切り
分けます。この他にも、アワビのグリルやフカヒレ餡かけそば、クリスマス限定のスイーツ・ブッシュ
ド ノエルなどご用意申し上げます。

ディナー

プレミアムシートは期間内￥3,000にて承ります。

シャンパン フリーフロー付きプラン ￥11,000
期間限定  12月22日（金）～12月25日（月） 聖なる夜はシャンパンで乾杯 

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。

ランチ ランチ ディナー

※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）

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

ランチ 5部制ディナー
ランチ 5部制ディナー

カウントダウンブッフェ　
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

1/4（木）～ 5（金） 土・日・祝料金となります。

浅草の粋と遊び心があふれる、「魅せる＆味せる」おもてなしをさせていただきます。
本格薪火窯で焼き上げる肉料理、厳選された国産野菜の味をご堪能ください

Lunch

チョップドサラダ

Lunch & Dinner

浅草ビューホテルのクリスマスケーキ
ホームパーティーの主役に！

US100％純血ブラックアンガスリブアイ
薪窯ステーキランチコース

120ｇ ￥2,600
160ｇ ￥3,400
200ｇ ￥4,200

US産サーロイン肉の
ステーキ熾火焼きランチコース

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120ｇ ￥2,300　200ｇ ￥3,700
160ｇ ￥3,000

+

セットメニュー

+

+

ポタージュスープ

チョイスデザート

すべてのランチコースには、下記のセットメニューが含まれております。

●チョップドサラダ 又は 国産野菜薪窯焼き
●季節野菜の味噌風味のポタージュスープ
●パン（選べるバター2種） 又は 釜ごはん
●チョイスデザート

パクチーのソルベ
木の芽のソルベ
日本茶のソルベ

マカロン
チーズケーキ
クラシックショコラ

チョイス 1 チョイス 2

アップルパイ
濃厚焼きプリン

マンゴーのソルベ
洋ナシのソルベ

料金 ：  お一人様 　2時間飲み放題付　￥7,000 （税・サービス料込み）

＊料理写真はイメージです。

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.03-3842-3378

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。

26F

厳選素材を使ったメニューをライブクッキングで。和洋中約150種のお料理とともに楽しいクリスマスを!

クリスマスディナーブッフェ
期間 ： 12月22日（金）～25日（月） 
◆2部制で開催 ［1部］17:30～ ［2部］19:45～

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 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） ファミリー割引のご案内

新しい年の始まりにふさわしいお料理をご用意いたします。

12/26（火）～31（日） 土・日・祝料金となります。
1/1（月・祝）～3（水） 大人 ￥7,000 小学生 ￥5,000

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）
ストロベリーショート 
4号（12cm）￥3,200 限定80個 / 6号（18cm）￥5,500 限定30個

★ご予約受付期間 ： 12月18日（月）15時まで
★お引渡し期間 ： 12月20日（水）～25日（月）
★お引渡し場所 ： 「穂乃華」特設コーナー
※12/23（土・祝）・24（日）・25（月）はご予約のないお客様でも店頭販売いたします。
※クリスマスケーキの配達は行っておりません。　※ケーキの装飾は一部変更になる場合がございます。
※材料の仕入れ上、品切れの場合もございます。　※価格は全て税込です。

ここでしか味わえない


