
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。

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。
※「クリスマスブッフェ」12/21（土）～12/25（水）、「カウントダウンブッフェ」12/26（木）～12/31（火）は料金が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  

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

￥4,800（￥3,300/￥900）￥5,400（￥3,700/￥1,000）

￥3,600（￥2,500/￥700）￥4,200（￥2,900/￥800）

￥4,200（￥2,900/￥800）

シニア【30％割引】  ￥2,500

￥3,600（￥2,500/￥700）
シニア

【30％割引】 
￥2,500

シニア【30％割引】  ￥2,900

シニア【30％割引】  ￥3,300 シニア【30％割引】  ￥3,700

▶

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～）
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武藏では、【鴨南蛮そば】【ふかひれ餡かけそば】をオススメにてご提供致します。また、
ディナー限定で、【リブロースのグリル】【イベリコ豚のグリル】【串揚げ】も登場致します。さら
に、平日のディナー限定にて、【生ハムのカービングサービス】や【イタリア産ベラロディ】他
多数のチーズをご用意！！　ビールやワインのお供にどうぞご賞味ください。

冬の武藏はスペシャルメニューが勢揃い！

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11 - 1 2月号浅草ビューホテル フロムビュー  2 0 1 9年11 - 1 2月号

中国料理&フレンチ、両方の味わいをお楽しみいただける新スタイルレストラン。

※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。　

※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。　

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

毎週末＜無料試食付フェア＞開催！！ 【NEW OPENのスカイチャペルもご見学ください】

［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］

11/2（土）、3（日）、4（月・祝）、9（土）、10（日）、16（土）、17（日）、23（土）、24（日）、30（土）
12/1（日）、7（土）、8（日）、14（土）、15（日）、21（土）、22（日）、28（土）、29（日）、30（月）、31（火）
1/1（水・祝）、2（木）、3（金）、4（土）、5（日）

浅草We d d i n g  ～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～

ランチ

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
27F

●ヌーベルシノワコースの他にもランチ1,200円～、
ディナー2,000円～ 他単品料理も各種取り揃えております。

ご予約・お問い合わせ （10：30～20：30）

TEL.03-3631-8939

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/

【メニュー】季節冷菜盛り合わせ／飛び子入りふかひれ
スープ／七種野菜と豚肉細切り炒め／むき海老マヨネ
ーズソースサラダ仕立て／旬の魚の黒豆ソース蒸し／
鮭いくら炒飯／本日のデザート

ランチ

ヌーベルシノワコース
￥3,900（サ込・税別）

サンキュー

両国チャイニーズレストラン

KARAKURENAI

シェフ＆シェフ Chef & Chef

【メニュー】
焼き物入り冷菜盛り合わせ
色 キ々ノコと豆腐のとろみスープ
国産牛フィレ肉と旬野菜のオイスターソース炒め
北京ダック 餅 ク々レープに包んで
むき海老の二種コラボレーション（チリソース、マヨネーズ）
蟹肉入り広東チャーハン ザーサイ添え
唐紅花名物モンゴル岩塩の杏仁豆腐
+3,300円でスープを吉切鮫フカヒレの姿煮に変更します

ランチ

シノワ（中国料理） Chinois

全7皿の本格広東料理を平日限定でリーズナブルに
お楽しみいただけます。

平日1日限定20食
シノワランチ ～美味彩菜～

メニュー 〈シノワ〉ウニのプリン、子持ち昆布の揚げ物、釜焼きチャーシュー入り 六種の冷菜パレットスタイル／〈シノワ〉蟹肉とフカヒレ入り
パンプキンクリームスープ／〈シノワ〉北京ダック シノワスタイル／〈フレンチ〉みかんのグラニテ／〈フレンチ〉牛フィレ肉鉄板焼きのポトフ
仕立て そのコンポテとエピスを香らせた人参／〈シノワ〉海鮮入り中華おこわ／〈フレンチ〉フォンダン・ショコラ　オレンジのクーリー

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〉鮑、フカヒレ、乾貨の壺蒸しスープ 
又は フカヒレと上海蟹味噌の濃厚スープ 焼き蟹添え（+￥2,200）／〈フレンチ〉みかんのグラニテ／
〈フレンチ〉鴨肉のパテを蕎麦のビロードにのせて そのスフレと葱／〈フレンチ〉ラールを纏った蝦夷
鹿ロース肉のロースト 金柑のチャツネと根菜のキャラメリゼ又は真鱈と白子のポワレ“海のロッシーニ”
（+￥1,650）／〈シノワ〉海鮮あんかけイーフー麺／〈フレンチ〉苺のヴァシュラン 柚子の香りで

前菜からデザートまで一品一品をお好みでお選びいただけるシノワ（中国料理）と鉄板フレンチの
コラボレーションコース。約20通りの組み合わせをお楽しみいただけます。

食材にもっとも脂がのる季節「冬」・・・シノワ（中国料理）シェフと鉄板フレンチシェフがこだわり
の山海の素材を「4種」厳選し、もっとも美味しくお楽しみいただけるようにアレンジ致します。

シェフ＆シェフ
～プレミアムプリフィックス～

11/1（金）～12/30（月）  料金 ：  お一人様 ￥14,300

ここでしか味わえない逸品
魅せるシェフの饗宴
～旬の「山海」四天王～

「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）と鉄板フレンチの五感で味わう珠玉のコラボレーションコースで皆様をおもてなし致します。

11/1（金）～12/30（月）  料金 ：  お一人様 ￥7,700平日 ￥8,700土・日・祝

平日限定 飲み放題付 ￥10,000　

※【海の幸】コース、【山の恵み】コースもお選びいただけます。
※平日は各種会員割引対象外となります。

※平日は各種会員割引対象外となります。

※平日は各種会員割引対象外となります。

※平日は各種会員割引対象外となります。

【山海の饗宴コースメニュー】
〈シノワ〉真鯛の刺身入り チャイニーズ シーフードパレット
〈シノワ〉蟹肉入り色 キ々ノコのとろみスープ
〈シノワ〉むき海老の宮保ソース （紹興酒風味の甘辛味）　
〈フレンチ〉みかんのグラニテ
〈フレンチ〉アンガス牛サーロインのグリル 根菜とソースショロン
〈シノワ〉海鮮あんかけチャーハン
〈フレンチ〉唐紅花名物モンゴル岩塩の杏仁豆腐

広東料理の伝統を活かした創作シノワの数 と々、華麗な手
さばきで仕上げる鉄板フレンチの数 ・々・・シェフのインスピレ
ーションで仕上げた3種のコースからお選びいただけます。

シェフ＆シェフ
～コラボレーションランチ～

11/1（金）～12/31（火）  料金 ：  お一人様

￥4,960平日 ￥6,500土・日・祝

11/1（金）～12/31（火）  料金 ：  お一人様

￥3,960平日 ￥5,500土・日・祝

ランチ

シノワ（中国料理） Chinois

【メニュー】
アミューズ・ブーシュ
若鶏のバロティーヌと葱をデリケートなジュレで　鰹節のクリームと
春菊のブイヨンに玉葱のロワイヤル クルスティヤンな桜エビ
真鯛のブレゼ デュグレレ風
アンガス牛サーロインのグリル根菜とソースショロン 
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）
りんごのタルトをガトーシブーストのように・・・／カフェ

ランチ

鉄板フレンチ Teppan-French

鉄板で仕上げる熱々のメインディッシュ、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。

1日限定20食

鉄板フレンチランチ
～シェフのこだわりフレンチ～

【メニュー】
焼き物入り冷菜盛り合わせ
五目入りフカヒレとろみスープ
むき海老の二種コラボレーション（チリソース、マヨネーズ）
こだわりの点心（焼きもの、揚げもの、蒸しもの）
15穀米のお粥 中国揚げパン添え
本日のデザート点心3種盛り合わせ

本場香港で修業した点心師がつくる、こだわりの点心の
数 ・々・・香港点心をコース仕立てでお楽しみいただけます。

こだわり飲茶ランチ
～点心爛漫～

11/1（金）～12/31（火）  料金 ：  お一人様

￥3,960平日 ￥5,500土・日・祝

11/1（金）～12/31（火）  料金 ：  お一人様

￥3,960平日 ￥5,500土・日・祝

5th+One
6周年。新たなスタートの一年目

※各種会員割引対象外となります。　※ディナーは12/21（土）～12/25（水）は除外日となります。

シェフ＆シェフ Chef & Chef

ランチ
ディナー

ランチ
ディナー

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。

WEB予約はこちらから WEB予約はこちらから

税金・サービス料込

平日ディナー限定

ディナー限定
2時間飲み放題付

プラン
平日 ￥6,800
土・日・祝 ￥7,400

（サ込・税別）

              両国ビューホテルはおかげさまで5周年を迎えました。
JR両国駅西口徒歩30秒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。

T h a n k s  5 t h
A n n i v e r s a r y

R y o g o k u
V i e w H o t e l

忘年会にもオススメ

忘年会にもオススメ

※ディナーは12/21（土）～12/25（水）は除外日となります。

ご予約はこちらから



※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。　

個室パーティープラン

薪火オープン2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！

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ボーンの薪焼きグリル

USアンガス牛の赤身肉トマホーク 
薪焼きステーキ

おかげさまで2周年

11/1（金）～12/29（日） ※4名様より承ります。  

「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】季節のお魚炙りカルパッチョサラダ仕立て／タラコのディエップ／
本日のパスタ／ロティサリーチキン／薪窯で焼いた国産野菜と本日のお魚フリ
ット／アンガスサーロイン肉の薪火グリル／デザート／穂乃華のパン

グランドオープン2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（金）～2/29（土） 

料金 ：  お一人様 ￥8,800
（サービス料込・税別） ※２名様から承ります 
【11月・12月メニュー】コハダの炙り焼きタタキ／季節野菜の
味噌風味ポタージュスープ／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 または 国産牛サーロインステーキ（+￥1,000） 
または 黒毛和牛サーロインステーキ（+￥3,000）／ユリ根の
ガーリックライス／デザート／穂乃華のパン／コーヒー

※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］三種の盛り合わせ ［温物］季節の煮物
［冷菜］合鴨のサラダ ［焼物］玉子焼き　焼き魚二種
［小鍋］季節の小鍋仕立て

■盛り込み料理
［造 り］五種盛り　［揚物］海老の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と、天麩羅・お造り・バラちらし寿司などの盛り込み料理に
飲み放題が付いたとってもお得なプランです！ 少人数でもお楽しみいただけます。

事前予約（３日前まで）   

￥8,000（税・サ込）
2時間飲み放題付

11/1（金）～2/29（土） 

※12/31（火）～1/3（金）は除外日となります。
※1月・2月はメニュー内容が変更となります。
※12/31（火）～1/3（金）は除外日となります。

※12/21（土）～12/25（水）は除外日となります。

※12/31（火）ディナーは除外日となります。

※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。　

グレードアップ
オプション

「薪火セレクションランチ」及び「海鮮＆牛サーロインの陶板スタイルランチ」のメインのステーキと、「薪火セレクション～炎～」のメインのブイヤベースは
プラス￥1,000で「福岡県産国産牛サーロインステーキ」、プラス￥3,000で 「福岡県産博多和牛サーロインステーキ」に変更いたします。

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

1F
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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（10：00～18：00）   営業日当日のご予約はTEL.03-3842-3375

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） 
※ディナー ： 火～金・日祝は完全予約制となります（３日前まで）。　※ランチ・ディナー共 ： 月曜定休日（祝日は営業）

旬菜会席

【メニュー】
［棚飾りにて］
 ・変り豆腐  ・季節の浸し  ・本日の寿司
 ・海老芝煮 丸十  ・蒟蒻餅  ・旬のおすすめ
 ・造り 季節の鮮魚二種 芽物一式　 ・焼物 本日のおすすめ
［煮物］季節の小鍋仕立て
［揚物］季節の揚げ物 又は 天麩羅
［食事］本日のお食事　［水菓子］本日の甘味

豊かな旬の味覚を贅沢に・・・こだわりの料理の数 を々
お楽しみいただく会席です。

旬の美味しさと彩りを十六の升目に丁寧に盛り込んだ、
目にも楽しい四季彩膳です。

ランチ

11/1（金）～12/31（火）　お一人様 ￥5,500
【メニュー】
［升目仕切り四季彩箱］
 ・前菜 季節の浸し、棒寿司、海老芝煮 丸十蜜煮、笹巻麩、変り豆腐、バイ貝、焼売
 ・揚物 蓮根はさみ揚げ、鶏唐揚げ
 ・造り  鮪造り、おすすめ刺身
 ・焼物 季節の焼き物、玉子焼き
 ・煮物 里芋 紅葉麩 雁擬き　
［揚物］鯖の煮おろし　［蒸物］茶碗蒸し　
［食事］季節の炊き込みご飯 香の物 赤出汁　［甘味］本日の甘味

四季彩膳

11/1（金）～12/31（火）　お一人様￥3,800

ランチ ディナーミックスフライ御膳

【メニュー】

 ・おすすめ五種のフライ
 ・六つ切りパレット
 ・茶碗蒸し
 ・白飯 味噌汁
 ・季節のデザート

平日ランチだけのお得なメニューです。
お気軽にご利用ください。

ランチ

11/1（金）～12/31（火）　お一人様 ￥2,500

写真は4名様分となります

●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）　
当日のご予約は各レストランへ

A.R ルノーブル  シャンパーニュ   ブリュット
ショウ & スミス  M3  シャルドネ
マディラン  シャトー  モンテュス 

7店舗共通 「Sommelier’s Selection」
季節なシャンパーニュ ＆ トレンドなワイン

グラス 各￥1,500特別価格11/1（金）～12/31（火） 

クリスマスケーキ
ホームパーティーの主役に！

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）

◆ストロベリー・ショート

◆ショコラ・ショート ￥3,800～  ◆抹茶deノエル ￥5,200　◆エンゼル・ショコラ ￥5,200
◆モンブラン・ローズツリー ￥5,800　◆ネージュ・クリスマス ￥5,200

4号（12cm） ￥3,800 限定120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。

★ご予約受付開始 ： 10/22（火）～　★ご予約受付期間 ： 12/17（火）15時まで　
★お引渡し期間 ： 12/21（土）～25（水）　
★お引渡し場所 ： 1F Sweets&Bakery「穂乃華」特設コーナー
※12/23（月）・24（火）・25（水）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　　11/24（日）までにお申し込みいただくと￥300割引

1F

個室料
サービス

平日ランチ限定

博多和牛

〈メニュー〉 ハマチの炙りタタキ風カルパッチョ／季節野菜の味噌風味ポタージュスープ
／ロティサリーチキン／薪窯で蒸したブイヤベース ダッチオーブンスタイル／ルッコラとカラスミ
のクリームパスタ／デザート／穂乃華のパン／コーヒー

11/1（金）～12/30（月） 薪火セレクション～炎～
ゆっくりとくつろげる薪火スタイルのコース料理

ディナー
※2名様から承ります　※ディナーは12/21（土）～12/25（水）は除外日となります。

料金 ：  お一人様 ￥6,800

ランチ

11/1（金）～12/31（火）

海鮮＆牛サーロインの
陶板スタイルランチ
日替わり海鮮と牛肉サーロインが同時に楽しめます。

料金 ：  お一人様 ￥2,800

〈セットメニュー〉チョップドサラダ／季節野菜の味噌風味
ポタージュスープ／穂乃華のパン／デザート

オマール海老＆牛肉 ￥5,800
蝦夷アワビ＆牛肉  ￥6,300

11/1（金）～12/30（月） 薪火セレクションランチ 
※2名様から承ります

料金 ：  お一人様 ￥3,800 ￥3,300レディース
割引

〈メニュー〉 ハマチの炙りタタキ風カルパッチョ／季節野菜の味噌風味ポタージュスープ
／さわらの白味噌漬け バルサミコソース ／サイコロステーキの焼き野菜添え 陶板スタイル
／ルッコラとカラスミのクリームパスタ／デザート／穂乃華のパン／コーヒー

ゆっくりとくつろげる薪火スタイルのランチコース。

ランチ ランチ

忘年会にもオススメ

忘年会にもオススメ


