
Vegetable quiche

Beef tongue terrine

Khums

Thank you for visiting our store.
The meal will be in the style of bringing it to the customer's table, so please enjoy it while sitting down.

Information for Sky Grill "MUSASHI"

The chef will come to the table so you can pick up your dishes. If you would like to place an additional order, please let us know.

Please ask the floor staff for food. Floor staff will bring the ordered food to your seat.

● Warm drinks <coffee, tea>　● Cold drinks <mineral water,orange juice,oolong tea>
　 This is included in the price.
● Other drinks will be charged separately.

※We cannot accept customers with allergies.
※The chef will only provide cooking services to prevent coronavirus infection.

Asakusa View Hotel "MUSASHI" Initiatives for Safety and Security

Please contact the floor staff. The drink you ordered will be brought to your seat.

● Showcase <hors d'oeuvres, desserts and fruits>
● Chef's Wagon <Grilled dishes,salad>

Hors d'oeuvre wagon

Grilled meat dishes

Dessert & fruits  wagon

Norwegian salmon carpaccio

Gazpacho

Grilled blade steak

Tandoori chickent

Cantonese pork roast

Grilled beef loin

Western cuisine Asian food

Dessert

Noodles & meals

Salad wagon

Caesar salad

Tom Yum Kung Pho

Chocolat cake

Cheesecake

Mont Blanc

Margherita pizza

Moussaka

Sausage grill

Crab cream croquette

White fish gadai

Potagef

Vanilla Icecream

Orange sorbet

Lemon sorbet

Chilled Dandan noodles

Hiyajiru  

Migratory crab salt ramen

Koshihikari from Itoigawa

Grilled Iberian pork

Sautéed scallops from Sarufutsu

Cheese platter

Eel bowl

Nigiri sushi

Nasi goreng

Shrimp mayonnaise

Assorted dim sum

Indian curry

Japanese ginger, edamame, and corn tempura

Fried Shrimp

Fried chicken

Dessert Fruits

Honeydew melon

watermelon

mango

kyoho grape

Panna cotta

Tiramisu

Fruit jelly

Cream puff

Dinner only
Cantaloupe

Dinner only

Roast beef

※アレルギーをお持ちのお客様へのご対応はお受けいたしかねます。
※コロナウイルス感染防止対策のため、シェフは料理サービスのみを行います。

ワゴンサービス

オードブルワゴン

グリル肉料理

西洋料理 アジア料理

デザート

麺・お食事

サラダワゴン

● 野菜のキッシュ

● 牛タンのテリーヌ

● フムス● ノルウェーサーモンのカルパッチョ

● ガスパッチョ

● ミスジのグリル

● タンドリーチキン

● 広東風叉焼
● 牛ロースのグリル

※表記の内容と変更になる場合がございます。　※The contents may change.

● シーザーサラダ

● トムヤムクンフォー

● マルゲリータピザ

● ムサカ

● ソーセージ３種グリル

● カニクリームコロッケ

● 白身魚のガダイフ

● ポタージュ

● ナシゴレン

● 海老マヨネーズ

● 点心盛合せ（春巻き・焼売）

● インド風カレー　

● 茗荷と枝豆、トウモロコシの天婦羅

● エビフライ

● 唐揚げ

● バニラアイス

● オレンジシャーベット

● レモンシャーベット

● 冷やし担々麵

● 冷や汁

● ワタリ蟹の塩ラーメン

● 糸魚川産コシヒカリ

ディナー限定メニュー
● マスクメロン

ディナー限定メニュー

● ローストビーフ

オーダー料理

浅草ビューホテル「武藏」安心・安全のための取り組み

ご来店いただき、ありがとうございます。
お食事は、お客様のテーブルへお持ちするスタイルとなりますのでお座りいただいたままでお楽しみください。

シェフがテーブルへお伺いしますので、お料理をお受け取りください。また、追加オーダーの際はお声がけください。

● ショーケース〈オードブル、デザート＆フルーツ〉
● シェフズワゴン〈武藏窯グリル料理、サラダ〉

● 温かいお飲み物〈コーヒー、紅茶〉
● 冷たいお飲み物〈ミネラルウォーター・オレンジジュース・ウーロン茶〉
※こちらは料金に含まれます。

● その他のお飲み物は、別料金でのご案内となります。詳しくは裏面をご覧ください。

ワゴンサービス

フロアスタッフへ、お料理をお申し付けください。オーダーいただいたお料理は、フロアスタッフがお席へお持ちいたします。

オーダー料理

フロアスタッフへお申し付けください。オーダーいただいたお飲み物は、お席へお持ちいたします。

お飲み物

◎主な取り組み
・換気の徹底。
・手指消毒液の設置。
・お客様が直接手を触れる箇所、備品は定期的に清拭消毒。
・従業員のうがい、手洗い実施および毎日の健康管理を徹底。
・従業員のマスク、衛生手袋の着用。
・飛沫感染防止シートの設置。

◎「武藏」のご案内
・お席の間隔をあけてご案内いたします。
・お食事は、スタッフが取り分けて個別に提供しております。
・塩、胡椒、砂糖などの調味料は個別提供または個別包装されたも

のを使用いたします。
・御精算時にはキャッシュトレイを使用いたします。

◎お客様へのお願い
・ご利用人数を制限させていただく場合がございます。
・入口での手指アルコール消毒と、飲食中以外でのマスク着用をお

願いいたします。
・ご利用前にお客様へ検温のご協力をお願いいたします。

◎Main initiatives
・ Thorough ventilation.
・Installation of hand sanitizer.
・Wipe and disinfect the parts and equipment that customers 

directly touch.
・Thoroughly gargle, wash hands and manage daily health of 

employees.
・Employees must wear masks and sanitary gloves.
・Installation of splash infection prevention sheet.

◎ Information for "MUSASHI"
・We will guide you with a space between your seats.
・Meals are provided separately by the staff.
・Salt, pepper, sugar and other seasonings will be provided 

individually or individually packaged.
・The cash tray will be used for payment.

◎ Information for "MUSASHI"
・We will guide you with a space between your seats.
・Meals are provided separately by the staff.
・Salt, pepper, sugar and other seasonings will be provided 

individually or individually packaged.
・The cash tray will be used for payment.

● イベリコ豚のグリル

● 猿仏産ホタテ貝のソテー

● チーズ盛り合わせ

● うな丼

● にぎり寿司（まぐろ・サーモン・イカ・コハダ）

ディナー限定メニュー Dinner only

デザート・フルーツワゴン

● ショコラケーキ

● チーズケーキ

● モンブラン

● パンナコッタ

● ティラミス

● フルーツゼリー

● シュークリーム

● ハネジュメロン（ランチ）

● スイカ

● マンゴー

● 巨峰

＜デザート＞ ＜フルーツ＞

※Prices shown include tax and  service charges.
※表記料金は、税金・サービス料を含みます。

Pirozhki・bread
ピロシキ・パン盛り合わせ


