
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 9年7 - 8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 9年7 - 8月号

※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。　

●美味彩菜シノワコースの他にもランチ1,200円～、
麺セット、お粥セット、唐紅花御膳など取り揃えております。

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉 

TEL.03-3842-3751（10：00～18：00）   
営業日当日のご予約はTEL.03-3842-3375

ご予約・お問い合わせ （10：30～20：30）

TEL.03-3631-8939

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉 

TEL.03-3842-3751（10：00～18：00）   
営業日当日のご予約はTEL.03-3842-3375

◎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。

◎営業日：火曜～金曜  
　17:30～22:30（ラストオーダー22:00）  

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） 

ランチ 11：30～15：00（ラストオーダー14：00）
ディナー17：30～21：00（ラストオーダー20：30）
※日曜日ランチのみ営業　定休日：月曜日

〒130-0026 東京都墨田区両国 2-19-1  TEL：03-3631-8111
https://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/

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。

6F

6F

●ご予約・お問い合わせ（10：00～19：00 水曜定休） TEL.03-3842-2124

小粋な和の街・浅草を舞台に街と景色を楽しむウェディング 毎週末・お盆も毎日〈無料試食付フェア〉開催

［お得な期間限定プランや少人数プランもご用意しております］

6/29（土）、30（日）
7/6（土）、7（日）、13（土）、14（日）、15（祝）、20（土）、21（日）、27（土）、28（日）
8/3（土）、4（日）、10（土）、11（日）、12（祝）、13（火）、14（水）、15（木）、16（金）、17（土）、18（日）、24（土）、25（日）

V I E W  W E D D I N G

D E S S E R T  V I K I N G

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（10：00～18：00）
当日のご予約はTEL.03-3842-3376（10：00～）

26F

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

平日 ￥7,000土・日・祝 ￥7,500 

7/27（土） 武藏は
隅田川花火大会開催日、
ディナータイムのレストラン
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。

［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＋

シニア（75歳以上）は30％割引となります（9名様まで） ※ご利用人数（計）10名様以上の場合、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）

￥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

▶

【メニュー】
［すすぎ］
　・海老真薯 薄菜 三つ葉 へぎ柚子
［手籠風鈴飾り］
　・お造り二種の盛り合わせ 芽物一式 ・棒寿司
　・鶏お狩場焼き 玉子焼き ・酸漿青梅
　・小串 丸十 酢どり茗荷 ・バイ貝 海老芝煮
　・季節野菜の冷やし鉢
［天麩羅］ 海老 鱚 南瓜 獅子唐
［食事］茶そば　素麺　饂飩　よりチョイス
［果物］フルーツあんみつゼリー

涼しげな風を感じる手籠風鈴飾りに
青梅などを盛りつけた先付からお楽
しみいただく御膳です。

7/1（月）～8/31（土）　

お一人様 ￥4,800

夏仕立て
風流手籠膳

浅草ビューホテル「唐紅花」の姉妹店が両国ビューホテルにオープンしました。
JR両国駅前の両国チャイニーズレストラン唐紅花にも是非一度足をお運びください。

ランチ

四季彩会席～夏～

【メニュー】
［先付］・南蛮漬け 蓮根被せ  ・茄子揚げ浸し  ・棒寿司
［お椀～清吸い］海老真薯 糸瓜 薄菜 三つ葉 へぎ柚子
［造り］本日の薄造り 芽物一式 ポン酢　［焼物］本日のおすすめ
［選べる強肴］三品よりお選びいただけます。 ①造り ②天麩羅 ③国産牛ステーキ 
［食事］白飯 味噌汁 香の物 　［果物］フルーツあんみつゼリー

【メニュー】・旬魚のお造りシノワスタイルとろろメカブソース
・かに内子入りフカヒレトロミスープ　・点心
・海鮮と季節野菜の柚子風味炒め　・山形産米澤豚の角煮 野菜添え
・鶏細切り肉入り汁そば　・本日のデザート

季節の味わいを一品一品丁寧に盛り込んだ会席。

ランチ ディナー

ランチ

＊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。

7/1（月）～8/31（土）　お一人様 ￥5,500

美味彩菜シノワコース
￥3,500（税別）

夏の武藏はスペシャルメニューが勢揃い！

7-8月は、ビシソワーズをはじめとした「冷製スープ」やひんやりさっぱり「冷製麺」など夏
ぴったりのメニューをご用意！「ピーチロールケーキ」「マンゴーシフォン」など季節感ある
デザートも充実！さらにディナー限定で「鰻丼」「リブロースのグリル」も登場します。

6/11（火）NEW OPEN!
酒処「双六」が浅草ビューホテル6階にオープン。
一歩店内に入ると、やさしくゆったりとした時が流れる和の趣・・・カウンターで料理長の手際良い包丁さばきを見ながら、
旬の食材をふんだんに取り入れ、技の粋を極めた目にも鮮やかな逸品の数 を々ご堪能ください。
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［お盆休みスペシャルウィーク］

おすすめメニュー 〈ランチ〉牛ロースのグリル／鰻丼／冷製スープ3種／冷製めん3種／
マンゴーシフォンケーキ／ピーチロールケーキ／旬のフルーツなど〈ディナー〉リブロースの
グリル／ズワイガニのボイル／にぎり寿司 など

8/10（土）～8/15（木）

8/10（土）～8/16（金）　15：00～19：00（Last In：17:30）　会場 ： 28F アイスハウス　
お一人様 ￥3,800

（　）内は小学生/幼児〈3～5歳未就学児〉の料金です

※8/15（木）ランチは1部・2部のみ

ランチ

ディナー

￥5,500（￥3,800/￥1,100）
￥6,500（￥4,500/￥1,300）

1部・2部・3部

1部・2部

両国チャイニーズレストラン

KARAKURENAI

本日のお造り盛り合わせ　五種盛り　￥３，９００

Ａ５和牛の肉豆腐　￥１,５００

大人仕立てのポテトサラダ
～薪火炙りベーコンとマスタード　￥9００

※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。

※8/10～8/15の期間は除きます。

※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。　

夏のオーダー制スウィーツバイキング

●ご予約・お問い合わせ（10：00～18：00） TEL.03-3842-3751

約30種類のスウィーツが食べ放題！！ 28Fからの眺望とともに、お楽しみください。

90分制

7/27（土） 歌留多は隅田川花火大会開催日、
ディナータイムのレストラン営業は、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。

※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。 



「夏のパーティープラン」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。

※割引対象外となります。

お電話でのご予約・お問い合わせは03-3842-3751（10:00～18:00）　
◀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！

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（10：00～18：00）　
当日のご予約はTEL.03-3842-3378

ランチ 11:30～15:00（Last Order 14：30）
ディナー 17:30～21:30（Last Order 21：00 ※コース料理は20：30まで） 

ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉TEL.03-3842-3751（10：00～18：00）　当日のご予約はTEL.03-3842-2116

おかげさまで1周年

27F 1F

ランチ

【セット内容】
本日の前菜／色々野菜の蒸しスープ／本日の点心二種／ご
飯・香の物　［選べるデザート］塩杏仁 または マンゴープリン
※＋￥500でご飯を「焼き豚チャーハン」または「ジャコと高菜の中
華粥」に変更いたします。

主菜4種からお好きな一品をお選びいただけます。主菜の他、こだ
わりの点心・冷菜・野菜のエキスがたっぷりのスープをご一緒に。
〆のデザートもお選びいただける大満足な平日限定ランチセット。

【お好みの主菜一品をチョイス】
A むき海老と木くらげ、玉子のやわらか炒め
B 日向鶏の揚げものユーリンソース
C 広東式 麻婆豆腐
D ホタテ貝と剣先イカ、色々野菜のブラックビーンズソース炒め

【シノワランチご利用特典】+￥700で「台湾黒タピオカミルクティー」をご用意致します。（通常￥1,200）

美味彩菜～選べる主菜～
7/1（月）～8/30（金）

お一人様 ￥3,000 

［第2弾］

神戸牛腿肉ステーキ
上質な銘柄牛を薪火で香ばしく仕上げた豪快な一皿

200ｇ ￥5,600
300ｇ ￥8,400 400ｇ ￥11,200

黒毛和牛
味めぐり紀行

全国のご当地ブランド牛を
1年間を通して「薪火」で食す

5th+One
6周年。新たなスタートの一年目

5th+One
6周年。新たなスタートの一年目

ここでしか味わえない逸品

「こんなコースいままであっただろうか？」浅草ビューホテル27階「唐紅花＆蒔絵」でしか味わえ
ない・体験できないシノワ（中国料理）と鉄板フレンチのコラボレーションコース。シェフがこの時
期にもっとも美味しくお召し上がりいただける食材をセレクトし、もっとも美味しくお召し上がりいた
だけるようアレンジした、シェフこだわりの調理法で仕上げる五感で味わう珠玉のコラボコース。

メニュー〈シノワ〉アワビ、ミル貝、ホタテ貝と昆布じめ鯛のサラダ仕立て 大和芋と生海苔の椒麻
ソース 山葵の香り シノワスタイル／〈シノワ〉吉切鮫フカヒレの姿煮 牛、豚、老鶏、雲腿の出汁スー
プ ズワイガニ添え／〈フレンチ〉ピーチのグラニテ／〈フレンチ〉クルスティヤンに仕上げた鮎とカカオを
香らせたうるか 芳醇な鮎のコンソメ／〈フレンチ〉コッションのミトネとそのオレイユのパネ 夏野菜を
添えて／〈シノワ〉ベトナム式ハスの葉包みチャーハン／〈シノワ・フレンチ ※チョイス〉シンガポール式
かき氷「アイスカチャン」 または パイナップルを纏ったババ・ブーションをエキゾチックフルーツのスープ
に浮かべて ココナッツ風味の雲と

7/1（月）～8/31（土）  料金 ：  お一人様 ￥13,200 ディナーランチ

魅せるシェフの饗宴
～美食同源と選べる夏デザート～

＋￥1,650でメインを
「牛フィレ肉と
ダブルフォワグラの
“ロッシーニ”トリュフソース」
にご変更致します。

＋￥990で
「北京ダック」を
コースに追加致します。

こだわりの牛フィレ肉にフォワグ
ラを二枚のせした贅沢で豪
快な一品

唐紅花シェフオリジナル
自家製味噌と揚げたて
の皮をクレープに包んで
お楽しみいただける一品

選 べる夏デザート

オプション

 平日限定  シノワランチ

グレード
アップ
オプション

プラス￥1,000で 「兵庫県産国産牛サーロインステーキ」
プラス￥3,000で 「神戸牛腿肉ステーキ」　に変更します。

ディナー薪火セレクション～技～
7/1（月）～8/31（土）  料金 ：  お一人様 ￥8,800 
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オリジナルの調理法で。

※2名様から承ります
※除外日 ： 7/27（土）、28（日）

〈メニュー〉シマアジの炙り焼きタタキ風／国産野菜の冷製ポタージュスープ コンソメジュレ飾り／活カナダ産
オマール海老のしょっつるソース／米国産牛サーロインステーキの焼き野菜添え 陶板スタイル／
アオカマスの薪火特製冷汁／穂乃華のパン／デザート／コーヒー

「米国産牛
サーロインステーキ」を 

神戸牛
グレード
アップ
オプション

プラス￥1,000で 「兵庫県産国産牛サーロインステーキ」
プラス￥3,000で 「神戸牛腿肉ステーキ」　に変更します。メインのステーキを

神戸牛

毎月29日［薪火の日］
ディナー・アラカルト肉のみ 30％OFF
普段中々手が出ない高級な肉を、この機会にぜひお召し上がりください。

7/29（月）・8/29（木） 
ご予約の方のみ対象

「魅せるシェフの饗宴～美食同源と選べる夏デザート～」をご利用いただき、アンケートに答えていただいたお客様に次回ご利用いただける「レストラン20％割引券」をプレゼントいたします！ ※詳しくはスタッフにお問い合わせください

〈セットメニュー〉 香港点心二種盛り合わせ／モンゴル岩塩の塩風味杏仁豆腐

7/1（月）～8/31（土）ランチ

夏の麺フェア～選べる麺セット～

山海の幸入り 具だくさん冷麺

カレー坦々麺

海鮮と夏野菜のあえそば

※ディナーは単品のみ

料理長
おすすめ

   平日ランチタイム限定  ￥3,000 ▶￥3,500

自慢の逸品

〈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／デザート／穂乃華の塩パン

夏のパーティープラン
7/1（月）～8/31（土） 料金 ：  お一人様 ￥10,000（税込・サービス料込） 

2時間飲み放題付
※2名様から承ります
※除外日 ： 7/27（土）、28（日）

●ご予約・お問い合わせ〈レストラン予約課〉TEL.03-3842-3751（10：00～18：00）　当日のご予約は各レストランへ

ドラピエ カルト・ドール
シャンパーニュ ブリュット

サンタ バーバラ
カウンティ シャルドネ

サンタ リタ ヒルズ 
ピノ ノワール

5店舗共通 「Sommelier’s Selection」

グラス 各￥1,500
特別価格

7/1（月）～8/31（土） 

～シェフと共に奏でる薪火～
ご予算 お一人様8,000円より、シェフがあなたと相談しながらオリジナルコースに仕上げます。

シェフズ・パートナー

「スパークリングワイン1杯 ＆パルマ産プロシュートの
生ハムとフルーツ」をプレゼントいたします。

※ご予約の際は「Chef’s Partner」の旨をお伝えください。
※除外日 ： 7/27（土）、28（日）

予約特典

「Chef ’s Partner」
ディナー 薪火カウンター限定

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

神戸牛
兵庫県

秋田牛

福岡牛

佐賀牛

鹿児島牛

ふらの和牛

〈メニュー〉
カンパチの炙りタタキ風カルパッチョ
国産野菜の冷製ポタージュスープ
【ランチ】 
●アナゴのスパイシーフリッター 季節野菜添え
●サイコロステーキの焼き野菜添え 陶板スタイル
【ディナー】
●ロティサリーチキン 
●豪州産サーロインステーキの焼き野菜添え
　陶板スタイル
ポークと冬瓜のラグーパスタ
白桃とココナッツのデュオ／穂乃華のパン／コーヒー

薪火
セレクションコース 
薪火スタイルをリーズナブルに楽しめるシェアコース

※2名様から承ります
※除外日 ： 7/27（土）、28（日）

ランチ ディナー

7/1（月）～8/31（土）

料金 ：  お一人様 ￥6,800
料金 ：  お一人様 ￥3,800 ￥3,300レディース

割引ランチ

ディナー

ランチ ディナー

1日3組
6名様
限定

またはシンガポール式かき氷
「アイスカチャン」 

パイナップルを纏ったババ・ブーションをエキゾチック
フルーツのスープに浮かべて ココナッツ風味の雲と

シェフのこだわりフレンチフルコース

メニュー アミューズ・ブーシュ／豚ホホ肉と豚タンのポトフを鰹節のジュレで
海藻のクリームと／とうもろこしの冷製スープ／メカジキのピカタ カリッと焼いた
ヴァントレッシュに夏野菜のエスカベーシュ／アンガス牛サーロインのグリル
焼き茄子のコンフィとミョウガのヴィネグレット 又は 牛フィレ肉とフォワグラの
“ロッシーニ”トリュフソース（+￥2,200）／ピーチメルバ／カフェ

平日
限定

7/1（月）～8/31（土）

お一人様 ￥5,500 ￥3,960
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。

ランチ

※割引対象外
　となります。

1日限定20食
おすすめランチ

A B C D

※他割引併用不可

※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。　7/27（土） 唐紅花＆蒔絵は隅田川花火大会開催日、ディナータイムのレストラン営業は、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。

※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。　

※割引対象外となります。

※割引対象外となります。


