
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）

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 8年1 - 2月号

ディナー美食会席～河豚～

【メニュー】［酒肴］五品 季節の小鉢盛り ［造り］河豚薄造り ［焼物］
旬のお魚変わり焼 ［鍋物］河豚ちり鍋 野菜 薬味 ［油物］河豚の
唐揚げ又は黒毛和牛の肉料理 ［食事］河豚雑炊 ［果物］季節
のデザート

1/9（火）～2/28（水） お一人様 ￥14,000
国産とら河豚の薄造りやちり鍋、雑炊など、さまざまな調理法で
河豚の旨味を存分にご堪能いただけます。

27F28F

※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。　※仕入れにより食材が変更になる場合がございます。　

レディースランチ

【メニュー】［お膳にて］馬鈴薯焼き 大海老天ぷら 本日のお造り 旬
の沼田和え 胡麻棒寿司 奉書被せ お浸し 南蛮漬け 生玉子／
［小鍋］鶏丸 蟹蒲鉾 牛蒡 ねぎ 厚揚げ 饂飩／［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 

趣向を凝らした彩り鮮やかなメニュー。

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

※ホテル会員割引
対象外商品です。

平日限定  1/9（火）～2/28（水） 1/9（火）～2/28（水）

1/9（火）～2/28（水） 

お一人様 ￥5,500

四季彩会席～冬～
ランチ ディナー

ランチ ディナー小会席～ふぐ～

おかげさまで開業2周年

【メニュー】［前菜］変わり豆腐 叩き海老卸し ［お椀］清汁仕立て 揚げ豆腐真薯 青味 
柚子 ［造り替り］ 湯葉鼈甲餡 生姜 梅麹 ［煮物］煮おろし 芋 蟹蒲鉾 葱 ［選べる強
肴］①ステーキ②天麩羅③造り　白飯 味噌汁 香の物 ［果物］ゼリーかけ
＊ステーキ・天麩羅・造りの三品付けは￥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】［前菜］酒肴三品 ［お椀］清汁仕立て 揚げ豆腐真薯 青
味 柚子 ［造り］旬の鮮魚・活魚 盛り合わせ ［焼物］変わり焼 はじかみ 
［煮物］ふぐちり蒸し 薬味 ポン酢 ［油物］ふぐの唐揚げ ［食事］本日の
食事 ［果物］季節のデザート

1/9（火）～2/28（水）  お一人様 ￥6,600
ふぐ料理を含んだメニューを気軽に、そしてリーズナブルに
お楽しみいただける会席です。

両国に生まれたビューホテルより解放感あふれる
バンケット会場のお知らせ。

新年・同期同窓・歓送迎 各種ご宴会承ります。

季節の味わいを一品一品丁寧に盛り込んだ会席。

レディース割引 ￥4,500
（平日ランチタイムのみ）

早春のおすすめランチ

※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

※各料金はサービス料・消費税を含みます。  ※料理写真はイメージです。 ※仕入れにより食材が変更になる場合がございます。　

お一人様料金 ＊（　）内は小学生料金です

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 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 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～）

［武藏1・2月のおすすめ料理］
寒い季節にぴったりの「チゲ風鍋」や「豆乳鍋」をはじめとしたあったか
鍋や、人気の「北海道産ホタテのグリル」、さらに武藏がアレンジし
た「チーズタッカルビ」をご用意しました。そして、熟成した味わいとしっ
とりした食感が魅力の本場パルマ産の「生ハム」、ぷりっとした鯛の
身をご飯にのせ熱 の々昆布茶をかけてお楽しみいただく「鯛茶漬け」
がディナータイム限定で登場！！ また、旨味溢れる肉汁が楽しめる
「牛タンのグリル」を平日のディナータイム限定でご提供いたします。
平日のディナーがおすすめです。　※1/6（土）～のご提供となります。

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

2月の［月・火・水限定］￥6,000
NOMIHOプランは2月がお得！！

平日 ￥7,000土・日・祝 ￥7,500 
2名様より承ります。

当日のご予約はTEL.03-3842-3367

飲み放題付きパーティープラン 1/5（金）～2/28（水） 

平日
20食
限定！

早春を彩る贅沢な味わい。
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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

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

生ハム（ディナー限定）

鯛茶漬け（ディナー限定）

牛タンのグリル（平日ディナー限定）牛タンのグリル（平日ディナー限定）

早割お得プラン（18:00～20：00）
［プランA］￥5,000▶

［プランB］￥4,000▶

オードブル盛り合わせ、漬け物、
鶏のから揚げ＆フライドポテト、ピザ

乾き物3種

中瓶ビール／ウイスキー
焼酎／ソフトドリンク
【オプション】
ワイン・日本酒 各プラス￥500

〈飲み放題〉
￥4,000

￥3,000
※貸切は20万円より承ります。（40名様まで）　※料金はサービス料・消費税を含みます。 

1/9（火）～
 4/30（月・祝）

料金 ：  お一人様￥13,000 

￥7,000～（お食事・お飲物・室料付き） 
サービス料込・税金別

スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

ご卒業・ご入学など、ご家族の新たな門出に

新年会や賀詞交換会などのお集りに

お祝いプラン

詳しくはお問い合わせください〈レストラン予約課〉

TEL.03-3842-3751（10：00～19：00）

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）

ご予約・お問い合わせ〈両国ビューホテル 販売課直通〉

TEL.03-3631-8945（10：00～18：00）
〒130-0026  東京都墨田区両国2-19-1

ryogoku8945@viewhotels.co.jp  ＪＲ両国駅西口徒歩３０秒

※1月は左記料金となります。

平日のお祝いの御席にリーズナブルに個室をご利用
いただける「平日限定 個室プラン」お一人様 ￥8,000
もございます。  ※選べる特典は対象外となります。

  〈選べる特典〉
   ❶ご記念お祝いボトル  
   ❷メッセージカード付きブリザーブドフラワー 
   ❸お祝いケーキ
◆ホテル内の写真室、美容室、衣装室 各20％割引
◆乾杯スパークリングワイン



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
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薪火窯で焼き上げる肉料理と国産野菜を
心ゆくまでご堪能ください

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 160ｇ ￥3,000 200ｇ ￥3,700

チョップドサラダ ポタージュスープ チョイスデザート

※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。　※仕入れにより食材が変更になる場合がございます。　

+

上記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。

おきび

ディナーおすすめメニュー

●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

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

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

ランチ

レ・セゾン～魅せるフレンチ～
クラシカルな部分も取り入れ、シェフが現代風にアレンジしたフランス料理の数 ・々・・
一品一品の料理にこだわり、一皿一皿がまるで芸術作品の様なスタイリッシュな
盛り付けで食べてしまうのが勿体なくなるようなシェフ渾身のフレンチフルコース

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ご用意致します。
鉄板で仕上げる熱 の々メインディッシュ、美しい盛り付けとシェフこだわりの調理法を
お楽しみいただけます。

素材の持ち味を活かした
こだわりのコースで
おもてなしいたします。

メニュー アミューズ・ブーシュ／お米のバヴァロワに海の幸をあしらって／牛肉のタルタル仕立て  
ロブスター ビーツ／トリュフ風味のコンソメ／金目鯛のうろこ焼き緑茶の香りで／エゾ鹿背肉のロ
ースト みかんのチャツネとカカオ風味のポワヴラードソース または 黒毛和牛フィレ肉とフォワグラの“
ロッシーニ”トリュフソース（+￥3300）／リンゴの一皿／コーヒー又は紅茶／ホテルメイドのパン

1/9（火）～2/28（水） 　お一人様 ￥13,200

ディナー

ディナー

ディナー金目鯛の炙りタタキ 土佐酢のジュレで 宮崎齋藤牛腿肉炙り焼きステーキ
￥2,600 200ｇ ￥4,400 300ｇ ￥6,600 400ｇ ￥8,800

シェフのこだわりフレンチフルコース
お客様の目の前で次 と々焼き上げる、
窯出しのブレッドは40～50数種類。
焼き上げると甘味が感じられる北海道
小麦を使用した人気の「塩パン」は、
カリカリ＆モチモチの逸品です。メニュー アミューズ・ブーシュ／真鯛のカルパッチョ　スダチ風味　彩野菜とともに／季節野菜

のポタージュ／本日の白身魚のグリル ネギのエチュベと柚子／米沢豚肩ロースのロースト　クリ
ーミーなポテトのピュレとレモングラスを香らせた貝類のジュ 又は 牛フィレ肉の鉄板焼き オニオン
フォンデュと赤ワインソース（+￥880）／ガトーショコラ オレンジのクーリーで／ホテルメイドのパン

ランチ

初春の味覚 シェフ＆シェフ 

身体も心も温まるあったか料理と、シェフが厳選したこの時期ならではの調理法と食材を贅沢に
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。

厚みのある吉切鮫の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」でとった澄んだ上湯スープと
銘柄鶏でとった濃厚な白湯スープをブレンドし、
深みのあるオリジナルスープにとろみをつけ
身体の芯まであったまる土鍋に仕立てに仕上げご用意しました。

フランスでは平目に匹敵する高級魚と
されている真鱈。そのたんぱくな身と
その白子のクリーミーさを一度に
お召し上がりいただける逸品。
真鱈の骨からとった赤ワインソースで
鱈尽くしをお楽しみいただけます。
この時期に甘味の増した
ちぢみほうれん草と
芳醇なトリュフの香りを添えて
ご用意致します。

一度スプーンを入れると立ち昇る、熱々の湯気・・・
熱々のパイ包み焼きをフランスでは伝統的な組
み合わせとされるリ・ド・ヴォーとオマールエビを
フリカッセ（クリーム煮）に仕立てました。

冬野菜と春野菜をたっぷりと使用し、広東料理で伝統的な
「おこげ」を塩味でヘルシーに仕上げました。

メニュー
〈シノワ〉五種の前菜と二種のオリジナル
点心パレットスタイル／〈シノワ〉吉切鮫フカ
ヒレの姿煮 鶏白湯と頂湯のブレンドスープ 
土鍋仕立て／〈フレンチ〉苺のグラニテ／
〈フレンチ〉リ・ド・ヴォーとオマール海老の
フリカッセをパイ包み焼きで／〈フレンチ〉
真鱈と白子“海のロッシーニ”仕立て トリュフ
香る赤ワインソース／〈シノワ〉色々春野菜
のおこげ／〈フレンチ〉マスカルポーネと酒
粕のムース ベリーと柚子

1/9（火）～2/28（水）  料金 ：  お一人様　￥11,000

旬の食材で創り上げた至高の味わい…シェフ＆シェフの特別コース。
ディナーランチ

＋￥3,300で真鱈と白子“海のロッシーニ”を
「黒毛和牛フィレ肉とフォワグラの“ロッシーニ”
トリュフソース」にご変更致します。

＋￥770で「雲丹とカラスミのリゾット」をコースに
ご追加いただけます。

＋￥1,000でお好きなメニューに
ラクレットチーズをおかけ致します。

～あったか料理と厳選素材～
オプション

T e p p a n
F r e n c h

鉄板フレンチ「蒔絵」
新料理長

大和 幸義

1F

11：00～20：00

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉

TEL.03-3842-3358

写真はイメージです。

肉厚なフォアグラとやわらかくジューシーな黒毛和牛にトリュフを
贅沢に使ったソースをおかけした伝統的なフレンチの逸品 雲丹とカラスミ、高級食材を使用した熱 リ々ゾット

平日
限定1/9（火）～2/28（水） 　お一人様 ￥5,500→ 　　   ￥3,850


