
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11 - 1 2月号

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11 - 1 2月号

＊料金は税込

1F
平日10：00～21：30（LO 20：30）
土・日・祝9：00～21：30（LO 20：30）

平日ティータイム限定

アフタヌーンティー
冬バージョン
￥2,980 （LOUNGE） 

◆ナッツ・トゥ・ユー ￥650
◆ボボ ￥650
◆苺とルバーブのタルト ￥650
◆Ｃｈａ－ペラ ￥650

11-12月限定
おすすめスイーツ（穂乃華/THE LOUNGE）

27F

食材にもっとも脂がのる季節「冬」・・・もっとも美味しく召上
れる食材をシェフがセレクトし、もっとも美味しくお楽しみいた
だけるようにアレンジいたします。シノワ（中華）にて海鮮料
理を、鉄板フレンチにてお肉料理をお楽しみいただけます。

メニュー
〈シノワ〉冬の味覚　七種の前菜パレットスタイル／〈シノワ〉真
鱈の白子、フカヒレ、根菜の壺蒸しスープ／〈フレンチ〉みかんのグ
ラニテ／〈フレンチ〉オマール海老、リ・ド・ヴォー、百合根のフリカ
ッセ／〈フレンチ〉鶏もも肉とフォワグラ、りんごのパイ包み焼き カルヴァ
ドスを香らせて／〈シノワ〉レッドスープの海鮮マーラータンタン麺
／〈フレンチ〉苺と柚子のヴァシュラン

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。

オプション

シェフのこだわり
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お楽し
みいただけます。

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

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！

ストロベリー・ショート ショコラ・ショート マニフィークXmas 和み・クリスマス エトワール・ショコラ 

MerryChristmas

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） 日頃のご愛顧に感謝を込めて、5周年記念メニューなどで皆様をおもてなしいたします。
料理長が厳選した
冬の味覚の数 ・々・・

吉切鮫のフカヒレと、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
んだスープと旬の野菜を
お楽しみいただける和風
チャイニーズの逸品。

フランスでは伝統的な組み合わせとされる
リ・ド・ヴォーとオマール海老を旬真っ盛りの百合根を加え、
フリカッセ（クリーム煮）に仕立てました。

ジビエがもっとも美味とされる季節。えぞ鹿のロース肉をローストし、
バラ肉を旬の食材とともに煮込んだ香り高い仕上がりのラグー
異なる2種の調理法で仕上げた一皿。

オープン5周年記念シェフ＆シェフ ～冬の味わい 旬の山海の素材～
11/1（木）～12/31（月）　料金 ：  お一人様 ￥12,000 ディナーランチ

ディナーランチ

濃厚な蟹味噌が美味しい
上海蟹をご堪能ください。

●姿蒸し
●紹興酒漬け  

各￥3,630

上海蟹フェア

平日
限定

11/1（木）～12/31（月） 

お一人様 ￥5,500

￥3,960
※各種割引対象外

～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
　　　　　　　 　11/1（木）～12/31（月） 

お一人様 ￥4,400

ランチ

ランチ

※各種割引対象外

冬のおすすめランチ

4号（12cm） ￥3,200 限定100個 
5号（15cm） ￥4,500 限定80個
6号（18cm） ￥5,500 限定50個

6号（18cm）￥4,000 限定20個 

ふわふわしっとりのスポンジ生地にミルキー
な生クリームと苺をサンドした一番人気の
ショートケーキです。

4号（12cm） ￥3,200 限定30個 
5号（15cm） ￥4,500 限定30個
6号（18cm） ￥5,500 限定20個

ショコラスポンジ生地にベルギー産チョコ
生クリームと苺をサンドして、ココアパウダ
ーで仕立てたショートケーキです。

濃厚な抹茶ババロアと香ばしいきな粉の
ムースで和風仕立てにしたジャパニーズク
リスマスケーキです。

6号（18cm）￥4,500 限定30個 

ビター＆ミルクショコラムースに真っ赤なベ
リームースをのせエレガントに仕立てたショ
コラデザートです。

￥10,000 限定10個 

直径18ｃｍ/高さ約25ｃｍ
外系21ｃｍ角/高さ36ｃｍ

アーモンドタルトの上に円錐形のベリー
ムースをのせて、たっぷりの苺をツリーに
見立て、特製のホワイトチョコＢＯＸで最
上のクリスマスギフト仕立てにしました。

＋￥2,200で
「湯葉クリームと野菜の上海蟹
味噌あんかけ」をコースに
追加いただけます。

料理長オリジナルの湯葉クリームと季節の野菜に上海蟹味噌
の餡をおかけした濃厚な味わいをお楽しみいただけます。

＋￥3,300でメインを
「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。

こだわりの黒毛和牛フィレ肉を、フォワグラ
の濃厚な味わい＆トリュフの香りと共に

★ご予約受付開始 ： 10/22（月）～　★ご予約受付期間 ： 12/17（月）15時まで　★お引渡し期間 ： 12/21（金）～25（火）　★お引渡し場所 ： 1F Sweets&Bakery「穂乃華」特設コーナー
※12/23（日）・24（月・祝）・25（火）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。　※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。

早割特典　　11/25（日）までにお申し込みいただくと￥300割引

 ※12/21（金）～12/25（火）のランチタイム・ディナータイム、12/31（月）のディナータイムを除く  

※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。　
※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※ケーキの装飾は一部変更になる場合がございます。　



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～）

※特に記載した料金を除き、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。　

※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。　シニア（75歳以上）は30％割引となります（10名様まで） ※10名を超えた場合はシニアは大人料金となります。

お一人様料金 ＊（　）内は小学生/幼児〈3～5歳未就学児〉の料金です

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

ご予約はホームページからがオススメ！

ランチ

ディナー

平　日 時　間 土・日・祝

￥4,980（￥3,480/￥990）￥5,480（￥3,830/￥1,090）

￥3,780（￥2,640/￥750）￥4,280（￥2,990/￥850）
シニア【30％割引】  ￥2,640

￥3,780（￥2,640/￥750）シニア【30％割引】 ￥2,640

シニア【30％割引】  ￥2,990

シニア【30％割引】  ￥3,480 シニア【30％割引】  ￥3,830

四季彩会席

少人数でも楽しめる
冬の飲み放題付プラン

【メニュー】
［小皿］きのこ白和え　南蛮漬け　変わり豆腐　いくら　振り柚子　
［お椀］奉書被せ　白身魚　青海苔　木の芽
［造 り］本日のお造り　［焼物］変わり豆腐被せ焼き
［煮物］里芋　蟹スティック　蟹餡かけ　三つ葉　柚子
［進肴］三品よりお選びいただけます。 ①造り ②天麩羅 ③ステーキ 
［食事］本日のおすすめ  ［果物］季節のゼリーかけ

ランチ ディナー

＊造り・天麩羅・ステーキの
三品付けは
￥3,000プラスで承ります。

11/1（木）～12/30（日）  お一人様 ￥5,500

お電話でのご予約・お問い合わせは03-3842-3751（10:00～19:00）　
◀オンライン予約はこちらから

メルマガ会員登録はこちらから▶

24時間ご予約可能！ 便利なオンライン予約もご利用ください
〈WEB予約のみのお得なプランもございます〉 お得な情報配信！ 

メルマガ会員募集中！

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）   
営業日当日のご予約はTEL.03-3842-33756F

◎営業日：土（昼・夜）日祝（昼） ◎定休日：月  連休の場合には、日祝の夜営業が変更になる場合がございます。

ランチ 11:30～15:00（ラストオーダー14:00） ディナー 17:30～21:30（ラストオーダー20:30） 

贅沢な冬の味わいをライブクッキングによる
コンチネンタルブッフェでお楽しみください。

歌留多  秋のおすすめランチ

火～金・日祝（夜）は完全予約制となります。 ３日前までのお申込みとさせていただきます。

「旬の彩り 玉手箱」お一人様￥3,800 もご用意しております。

ランチ ディナー

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

※12/29（土）、12/30（日）は第3部も開催します。

※12/25（火）のみ第3部の営業はございません。

◆1/1（火・祝）～3（木）
大人 ￥7,000 小学生 ￥5,000 幼児（3歳～5歳未就学児） ￥1,500
［第1部］11：30～13：00 ［第2部］13：15～14：45 ［第3部］15：00～16：30
［第4部］17:00～19：00 ［第5部］19：15～21：15

◆1/4（金） 土・日・祝料金となります。
　　　　　　　 営業時間は通常時間（第3部の営業はございません）となります。

ディナー限定
【鯛茶漬け】

［11・12月のおすすめ料理］
ディナー限定【味わい葡萄牛のグリル】は
、アンガス種を100％食物性飼料で育てた
脂がしつこくなく非常に食べやすい牛肉。飼
料の中に「ワインのぶどう絞り粕」を加える
ことで旨味が増し増し！ディナー限定【鯛茶
漬け】も美味！ その他にも【ロールキャベツ】
や【豚モツと野菜の香草風味】などカラダ
の温まるメニューをご用意！ また、【いちごロ
ールケーキ】【ゆずシフォンケーキ】など季
節感溢れるスイーツも充実！ディナー限定

【味わい葡萄牛のグリル】
◆12/26（水）～12/31（月） 土・日・祝料金となります。

クリスマスブッフェ 

◆12/22（土）～12/25（火） 
ランチ ： 大人 ￥5,000 小学生 ￥3,500 幼児（3歳～5歳未就学児） ￥1,000

ディナー ： 大人 ￥9,500 小学生 ￥6,500 幼児（3歳～5歳未就学児） ￥1,900

～「ローストチキン」や「ブッシュ・ド・ノエル」
　などスペシャルなクリスマスバージョン！～

～年末恒例のスペシャルブッフェ!
　「ズワイガニのボイル」が目玉！！～

薪火オープン1周年記念 グレードアップ！

3名でTボーン！ 5名ならトマホーク！

1F 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

※特に記載した料金を除き、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。　

薪火レディースプラン

〈メニュー〉プチタルトレットとカンパチのエマンセ  和と洋のデｭオ／季節野菜の白
味噌仕立てのポタージュ／小エビのしょっつるソース 長ネギのサラダ仕立て／
サイコロステーキの焼き野菜添え 陶板スタイル／ トマトクリームパスタ オリーブの
実／京都宇治抹茶のブリュレ ／ 薪火で焼き上げたパン ／ コーヒー

こだわりの国産野菜と、天然の遠赤外線でうま味を包み込んだ
薪火の味わいをご堪能ください。

おすすめランチコース　　［平日限定特典］全ランチメニュー コーヒーサービス

◆男性もご利用いただけます。 お一人様3,800円 

ランチ

※２名様から承ります

11/1（木）～12/31（月） 　ランチ限定   

料金 ：  お一人様 ￥3,300

グレードアップ

3名様
以上

グレードアップ

5名様
以上

USアンガス牛
Ｔボーンの薪焼グリル

USアンガス牛の赤身肉トマホーク 
薪焼ステーキ

おかげさまで1周年

熾火でロティサリー
オリジナルチキンライス
（腿肉orムネ肉チョイス）

季節野菜の白味噌仕立てのポタージュ／デザート付き

ロティサリーしたチキンと国産焼き野菜、自慢の煮玉子、
炊き込んだごはんにサラダを盛りつけたプレートランチ。

ランチ

11/1（木）～12/31（月） 　ランチ限定   

料金 ：  お一人様 ￥2,900

11/1（木）～2/28（木）

「薪火パーティープラン」または「薪火セレクション～技～」コースの肉料理を、
ご利用人数に応じてグレードアップさせていただきます。

メニュー 真鯛の薪火炙り カルパッチョ仕立て／本日のタリアテッレ
（パスタ）／薪火でローストしたチキン／ホタテのフライと薪窯で焼い
た国産野菜／アンガス牛リブアイロールの薪窯グリル／ヨーロッパ産
チーズ盛り合わせ／アシェット・デセール／穂乃華の塩パン

グランドオープン1周年を記念して、特別プランをご用意い
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。

薪火パーティープラン

料金 ：  お一人様 ￥10,000（税込・サービス料込）
2時間飲み放題付　 ディナー薪火セレクション～技～

活オマール海老や牛サーロイン肉など上質な素材を薪火を生かした調理法で仕上げた贅沢なコースです。

11/1（木）～2/28（木）   料金 ：  お一人様 ￥8,800（税込・サービス料別） 
〈メニュー〉宮崎県島浦産の真鯛  熾火炙り／淡路玉ねぎのオニオングラタンスープ／活カナダ産オマール
海老  しょっつるソース／豪州産牛サーロイン肉  薪火スタイル／自家製パン ／ デザート盛り合わせ

※２名様から承ります

※2名様から承ります

グレードアップ対象メニュー

■各盛り
　酒肴 ： 烏賊の明太和え 魚介の酒盗和え
           季節野菜の浸し
　温物 ： 蕪蒸し
　冷菜 ： ローストビーフと国産野菜のサラダ
　焼物 ： 玉子焼きと焼魚二品
　小鍋 ： ちゃんこ鍋風
　甘味 ： ゼリーかけ
■盛り込み料理
　造 り ： 五品盛り
　揚物 ： 大海老天麩羅と魚介のフライ
　寿司 ： 季節のバラちらし寿司

丁寧に盛り込んだ各盛り料理から天麩羅・お造り
・ちらし寿司などの盛り込み料理にちゃんこ鍋まで
付いたボリュームもうれしいお料理と、飲み放題は
通常アイテムに加えワイン（赤／白）も追加した、
とってもお得なプランです！

事前予約（３日前まで）   ※4名様より承ります。  

￥7,000プラン（税・サ込）
写真は3名様分となります

2時間飲み放題付

11/1（木）～2/28（木） 

忘年会などのお集りに

※12/31（月）～1/2（水）は除外日となります。 ※12/31（月）～1/2（水）は除外日となります。

※12/21（金）～12/25（火）、1/1（火・祝）～1/3（木）は
　除外日となります。

GRILL DINING 薪火はおかげさまで1周年。


