
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3 - 4月号

※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】春の野菜とお魚料理 野・山・里の天麩羅盛り 春野菜の浸し 小芋と湯葉の餡
かけ 鮪造り 根菜 焼き魚 奈良漬け 生姜 十六穀米 朧昆布 沢煮仕立て デザート

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

ランチ

※ホテル会員割引対象外商品です。

平日限定  
3/1（木）～3/30（金）

3/1（木）～3/30（金）

ディナー

春寒の宮崎
「味ごよみセット」

【メニュー】
・宮崎産魚介の棒寿司　・名産一口鮑のこのわたかけ
・宮崎黒毛和牛の一人鍋
　すき焼き又はしゃぶしゃぶ（どちらかお選び頂けます）
・宮崎県産芋焼酎「赤霧島」 １ドリンク付き
＊プラス￥３，３００にて、お椀・お造り・焼物を付けた会席にも
変更が可能です。

3/1（木）～4/30（月・祝） 

お一人様 ￥4,000

宮崎産の魚介を使用した郷土料理２品と
宮崎黒毛和牛のお肉料理に、芋焼酎「赤霧島」
を付けた宮崎晩酌セット。

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）

宮崎牛サーロインステーキ
10,000円分相当プレゼント!!

宮崎完熟きんかん
「たまたま」1袋3個入り
プレゼント！！ 〈お土産〉

アンケートをご記入いただいた方の中から10名様に

和・洋・中それぞれの
シェフが趣向をこらした

宮崎の「旨いもん」が勢揃い！
温暖で豊かな海と山 に々育まれた宮崎の旬の味覚を、
洋食・和食・中国料理にアレンジしてご提供します。

ひなたの恵み
宮崎フェア

宮崎マンゴーを使用した
南国風味の
マンゴークッキー
プレゼント！！ 〈お土産〉

抽選で当たる！抽選で当たる！ プレゼント！プレゼント！ プレゼント！プレゼント！

★対象期間 ： 2018年3月1日（木）～3月31日（土）
※1F「薪火」、27F「唐紅花＆蒔絵」でのフェアコースお料理を
お召し上がりいただいた方に限ります。　

★対象日 ： 2018年3月1日（木）と3月14日（水）
※26F「武藏」レストランをご利用いただいた方に
　限ります。（ランチ/ディナー共）

★対象期間 ： 2018年3月1日（木）～3月31日（土）
※6F「歌留多」にて「味ごよみセット」を
　お召し上がりいただいた方に限ります。
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桜爛漫シェフ＆シェフ
～選べる桜デザート～　
お一人様 ￥8,000 

桜開花記念各レストラン
合同企画

メニュー〈シノワ〉ホタテ貝のポシェ、ホタルイカの老酒漬け、米沢豚のチャーシュ
ー入り六種の冷菜のパレットスタイル／〈シノワ〉ツブ貝と春筍、白木クラゲ入り
壺蒸しスープ／〈シノワ〉北京ダック シノワスタイル／〈フレンチ〉さくらんぼのグ
ラニテ／〈フレンチ〉本日の白身魚のグリル　桜エビのコンディマンと／〈フレン
チ〉活カナダ産オマール海老（１/２カット）の鉄板焼き　桜を香らせたアメリケーヌ
ソース／〈シノワ〉香港式セイロ蒸し五目おこわ　　　　　　　

※ランチ＆ディナーにて承ります

ディナーランチ

11：00～20：00

平日10：00～21：30
（Last Order20：30）
土・日・祝9：00～21：30
（Last Order20：30）

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉

TEL.03-3842-3358
ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉

TEL.03-3842-3351

＊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。
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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.03-3842-3367

フレッシュ日向夏みかんモヒート
￥1,800

マンゴーデニッシュ ￥350（穂乃華）
完熟マンゴーをサクッと柔らかな口当たりの良いデニッシュ生地で包んだトロピカルな逸品

27Ｆ 唐紅花＆蒔絵  3/15（木）▶4/15（日） 6Ｆ 歌留多  3/1（木）▶4/30（月・祝）

ディナーランチ

ディナーランチ花見の小会席

【3月メニュー】［前八寸 七種盛り］棒寿司かすみ被せ サーモン奉書巻き 
天豆 黄身酢 山菜浸し　蛍烏賊 変わり豆腐 馬鈴薯焼き 南蛮漬け ［お
椀］松前仕立て 旬の白身魚 朧昆布 葱 柚子［造り］本日の造り 二品盛り 
［煮物］鹿児島産竹の子 若竹煮 木の芽 ［食事］花見ばらちらし 穴子 海
老 いくら 椎茸 煮帆立 ガリ 汁物 ［果物］デザート
※3月・4月でメニュー内容が若干異なります。

お一人様 ￥6,600

四季彩会席「花見の松花堂」

【3月メニュー】
小鉢／お椀
松花堂にて　向付／焼物／煮物／強肴
食事　三品よりお選びいただけます。（天麩羅・ステーキ・造り）／デザート
＊プラス3,000円にて3品全て付けて御用意できます。
※3月・4月でメニュー内容が若干異なります。

お一人様 ￥5,500

協賛：より良き宮崎牛づくり対策協議会　
写真はイメージです。

シノワ
満開桜の杏仁豆腐　

フレンチ
温かいチェリーのコンポートで
仕上げる“チェリージュビレ”

3月イメージ

イメージ（3月メニュー）

日向夏のカンパーニュ ￥350（穂乃華）
日向夏の果肉を生地に練り込み甘酸っぱいフランスの田舎パンに仕上げました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮崎マンゴーのプリン ￥480（穂乃華/THE LOUNGE）
宮崎マンゴーのピューレをたっぷりと使用したプリンデザート。ごろごろ果肉とアロエに
ココナッツミルクソースで仕立てました

日向夏のフロマージュタルト ￥480（穂乃華/THE LOUNGE）
日向夏果汁を加えたベクドチーズタルトに宮崎県産のジューシーな果肉を
贅沢にトッピングしたデザート

＊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。　

6F

1F

28F

平日20食
限定！

薪
火「
宮
崎
フ
ェ
ア
コ
ー
ス
」

選べる桜デザート（チョイス）

または

この度、日本料理 歌留多は4月1日（日）から定休日をもうけさせていただきます。
◆営業日 ： 土・日・祝（昼・夜）  ◆定休日 ： 月～金（昼・夜）　

3月のおすすめランチ

※定休日におきましても、個室ご利用のお客様は
平日10名様からご予約を承らせていただきます。

営業変更
のご案内

ご予約制

ご予約制



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

薪火窯で焼き上げる宮崎齊藤牛リブロースを堪能。

※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。　

※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。　

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.03-3842-3378

宮崎の食材で創り上げた、シェフ＆シェフの特別コース。

メニュー  宮崎県農協人参果汁とリンゴ酢のワンショット／宮崎県産初鰹の藁あぶり鰹のタタキ／
宮崎特産黒皮かぼちゃのポタージュスープ／宮崎齊藤牛リブロース／宮崎マンゴー羊羹とほうじ茶のソルベ

＋￥1,320で「宮崎県おいも豚ロース肉」を
「宮崎和牛齋藤牛のハンバーグステーキ　
みやこんじょたまごとフォワグラ 柚子胡椒とオニ
オンソース」にご変更致します。

宮崎フェアコース 藁の良い香りが広がる宮崎県産初鰹のタタキや、薪火窯で焼き上げる宮崎齊藤牛リブロースなど、
宮崎の味わいを存分にご堪能ください。

3/1（木）～4/30（月・祝）  料金 ：  お一人様 ￥8,000
ディナー

宮崎の味覚シェフ＆シェフ　
～宮崎の財と宮崎の素材～

宮崎キャビア、黄金イクラ、宮崎豚、日南鶏、日向鶏、地頭鶏、西米良サーモン、宮崎産のスッポン・・・宮崎のブランド素材を使
用し、シェフが既存の枠にとらわれずに自由な発想で調理するシノワと鉄板フレンチのオリジナル「宮崎コース」。

メニュー 〈シノワ〉宮崎食材を使用した七種の、冷菜パレットスタイル／〈シノワ〉宮崎産スッポンと地頭鶏、椎茸、木クラゲの壺
炊き滋養スープ　フカヒレ添え／〈シノワ〉日向鶏の“鶏天”と宮﨑産ヤガラの龍髭揚げオレンジソース 宮﨑キュウリの広東醤油
炒め／〈フレンチ〉宮崎産日向夏のグラニテ／〈フレンチ〉宮崎県西米良サーモンに薫香をのせ 黄金イクラのクリームと梅干
のコンディマン／〈フレンチ〉宮崎県おいも豚ロース肉に宮崎の緑茶を纏わせ 芋焼酎を香らせたジュと／〈フレンチ〉宮崎マンゴー
とキャロットのスープに生姜風味のブラン・マンジェを浮かべて 日向夏の泡

3/1（木）～4/30（月・祝）  料金 ：  お一人様 ￥11,000

ディナー
ランチ

宮崎の味覚 シェフ＆シェフ 〈オプション〉

宮崎のおすすめワイン

＋￥1,100で「みやこんじょたまごのカルボナーラ
トリュフリゾット」をコースにご追加いただけます。

鉄板フレンチ「蒔絵」
調理長

大和 幸義

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～）

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。

宮崎の味覚をライブクッキングで！
高層階から望む東京パノラマとともに贅沢なひとときをお過ごしください。

一押しは宮崎産豚ロースのグリル！ また好評のチキン
南蛮やご当地グルメの辛麺、宮崎野菜の天ぷら、
宮崎日南どりの香草サラダ、日向夏入りデトックス
ウォーターなど、宮崎の味わいが食べ放題

※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（￥2,640） ￥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プランディナー

［ディナーブッフェ］ ＋ 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

平日 ￥7,000土・日・祝 ￥7,500 

宮崎の味覚コースと
相性のよいワインをお
選びいたしました。

都農 甲州 
プライベート リザーヴ
1グラス ￥1,500

料金 ：  お一人様 ￥16,500

春の美食ウィーク
4/22（日）～4/30（月・祝）

鉄板フレンチ シェフ大和が季節の食材と調理法を至高の味わいをフルコースにて
ご堪能いただけます。クラシカルな料理から創作料理まで存分にお楽しみください。

要予約

和・洋・中それぞれのシェフが趣向をこらした宮崎の「旨いもん」が勢揃い！

宮崎の食材をふんだんに取り入れ
爽やかに仕上げました。

梅干しのコンディマンの酸味が
新鮮なアクセントとなった逸品

マンゴーと生姜の意外な相性の
よさを活かしたデザート

宮崎で薩摩芋を餌に育てられた
ブランド豚の「おいも豚」、上品な
味わいをお楽しみいただけます。

1F 26F

27F

春休みスペシャルウィーク　3/23（金）～4/3（火） 
宮崎フェアとエビカニのコラボ! 期間中はディナー限定でボイルズワイガニが登場!!
料金は土日祝料金にて承ります。

ゴールデンウィークスペシャルブッフェ　4/28（土）～30（月・祝）、5/3（木・祝）～6（日）　
ゴールデンウィーク限定のスペシャルメニューをご用意! ご家族揃ってお楽しみください。
　　　大人 ￥5,300 小人 ￥3,700 　　　大人 ￥5,800 小人 ￥4,000ディナーランチ

メニュー〈シノワ〉真鯛の刺身サラダ シノワスタイル 芽カブと生のりのドレッシング／〈シノワ〉
ふくろ茸とカリフラワーのチャイニーズポタージュスープ／〈シノワ〉香港点心二種／〈フレン
チ〉日向夏のグラニテ／〈フレンチ〉ブラックアンガス牛サーロインの鉄板焼きと季節野菜／
〈シノワ〉香港式煮込みそば／〈フレンチ〉温かいチェリーのコンポートで仕上げる“チェリー
ジュビレ”

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

～シェフ＆シェフ～ シノワ＆鉄板フレンチ
プリフィックスランチコース

3/1（木）～4/30（月・祝）  料金 ：  お一人様 ￥3,850 
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。

ランチ

ランチ

3/1（木）～4/30（月・祝）  料金 ：  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～

●凍頂ウーロン茶　●プーアル茶　●黒豆茶　選べる中国茶

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・・  

春のおすすめランチ


