
 

 

317-0074 茨城県日立市旭町 2-6-13  

TEL 0294-22-0188 / FAX0294-22-0175 

http://www.tenchikaku.co.jp  

E-mail:info@tenchikaku.co.jp 

■内容は変更になる場合がございます■表示価格は税込価格です 

■写真はイメージです 

 

レストラン｜ご会食プラン 

RESTAURANT  Hotel Tenchikaku 1F 
Japanese Cuisine / European Cuisine / Chinese Cuisine 

レストラン滄海 そうかい  和食 / 洋食 / 中華 

個室 ｜Private Room お席のみのご予約も承ります/お問合せ下さい 

 ・4 名席×4 室 ・ 6 名席×2 室   

 ・8 名席×1 室 ・14 名席×1 室 

Course Cuisine 和洋中ミックス 

コース料理［要予約］ 

おまかせコース 

前菜/主菜/食事/デザート/コーヒー 

・コースA 6品  ¥ 3,800 税込 

・コースB 7品 ¥ 5,000 税込 

 

 

 

コース C ¥ 9,000税込 

 

Repas 

お膳［要予約］ 

お造り天婦羅茶碗蒸し御膳 

  ······················  ¥ 3,500 税込 

お造り天婦羅御膳 ··  ¥ 2,500 税込 

中華美食膳 ···········  ¥ 3,300 税込 

中華フカヒレ膳 ·····  ¥ 5,500 税込 

 

LUNCH    11:30 – 14:00 L.O. 

DINNER   17:00 – 20:30 L.O. 

和洋中アラカルト 
 

予約無しでご利用いただけます 
 

お造り御膳 ···················· ¥ 1,800 税込 

海鮮丼 ·························· ¥ 1,700 税込 

ポークカレー温野菜添え ·· ¥ 1,100 税込 

ハンバーグ ···················· ¥ 1,300 税込 

エビのチリソース ··········· ¥ 1,566 税込 

五目あんかけ焼きそば ······· ¥ 980 税込 

etc. 

人数に合わせてお席をご用意させていただきます(～20 名様まで) 

ご予約・お問合せ 

TEL. 0294-22-0188 

お持帰りメニュー ｜Take Out 

ご自宅でのご会食に、お花見に、是非ご利用ください 

・折詰弁当 和洋中ミックス［要予約］  ¥ 3,500 税込 
 

◇単品お料理のお持帰りもございます。お問合せ下さい。 

 

・和食弁当 / 洋食弁当 / 中華弁当［要予約］  各 ¥ 1,500 税込～ 

母の日 

2020 

5/10 

Happy Mother’s Day 

■写真はイメージです 

Thank You Mom 



 

お持帰りメニュー ｜Take Out 

・和洋中ミックス折詰弁当［要予約］ ¥ 3,500 税込 

 

和食膳  

・お造り天婦羅茶碗蒸し御膳  ¥ 3,500 税込 ［要予約］ 
 お造り・天婦羅・茶碗蒸し・小鉢・ご飯・味噌汁・香の物・デザート［※ランチはサラダバー付］ 

 

・お造り天婦羅御膳      ¥ 2,500 税込 ［要予約］ 
 お造り・天婦羅・小鉢・ご飯・味噌汁・香の物 

 

 

・お刺身カキフライ御膳      ¥ 2,300 税込  
 お造り・天婦羅・小鉢・ご飯・味噌汁・香の物 

 

中華膳 ［要予約］ 

 

ご予約・お問合せ 

TEL. 0294-22-0188 
317-0074 茨城県日立市旭町 2-6-13  

TEL 0294-22-0188 / FAX0294-22-0175 

http://www.tenchikaku.co.jp  

E-mail:info@tenchikaku.co.jp 

 

■個室ご予約承ります［6－14名様］ 
■お席のみのご予約も承ります 

■フリーWi-Fiご利用可   ■無料駐車場有 

■写真はイメージです     ■全席禁煙 

■表示価格には 10％の消費税が含まれています 

■料理のお持帰りはご遠慮いただいております 

■内容は変更になる場合がございます 

■写真は〈美食膳〉イメージです 

■写真は〈お造り天婦羅御膳〉イメージです 

・美食膳 

 ¥ 3,300 税込/お一人様 

 金目鯛の中華蒸し/春巻 

前菜/点心/ライス・スープ 

・フカヒレ膳 

 ¥ 5,500 税込/お一人様 

 フカヒレ姿煮/牛肉のピリ辛煮 

前菜/点心/ライス・スープ 

 

・万里膳 

 ¥ 4,400 税込/お一人様 

 アワビの醤油餡かけ/油淋鶏 

前菜/点心/ライス・スープ 

2 名様より承ります［～20 名様まで］ 
ご予約は 2日前まで承ります/人数の変更は前日お昼までご連絡ください 
メニュー構成は変更になる場合がございます 

苦手な食材、アレルギー等ございましたらご予約時にお知らせください 

RESTAURANT  Hotel Tenchikaku  
レストラン滄海 そうかい  和食 / 洋食 / 中華 
Japanese Cuisine / European Cuisine / Chinese Cuisine 

 

2020 Spring 

PARTY 
Anniversaire / Dinner / Aperitif / Digestif / Vin Aromatise 
verre de vin, vin aromatise et riquere 

食前酒 / 食後酒 

春のご会食 

Business Hours 

LUNCH 11:30-14:00 L.O. 

［15:00 CLOSE］ 

DINNER 17:00-20:30 L.O. 

［21:00 CLOSE］ 

ご家族会食/歓送迎会 

お持帰り/ご予約承ります 
Anniversary / Birthday / Dinner / Reception 

2 名様より承ります［～20 名様まで］ 

お膳にて提供します。コース料理ではございませんのでご了承くださいませ。 

レストラン滄海店頭でのお渡しとなります。 

ご来館のお時間をお知らせください。 

ご予約・数量変更は前日お昼まで承ります。 

単品お料理メニューのテイクアウトございます 

・エビチリソース（ 2 人前）······························ ¥ 1,566 税込 

・酢豚（ 2 人前） ············································ ¥ 1,296 税込 

・五目あんかけ焼きそば ····································· ¥ 980 税込 

etc. 

※ お持帰りメニューの価格には 8％の消費税が含まれています 

 

 

 

和洋中ミックスおまかせコース 

コース料理 ［要予約］ 
 

・コース A ¥ 3,800 税込 ｜メイン 2 品 + 前菜／食事／デザート／コーヒー 
 

・コース B ¥ 5,000 税込 ｜メイン 3 品 + 前菜／食事／デザート／コーヒー 

 

 
 

・Anniversaire アニバーサリーコース ¥ 10,000 税込  

 

 
 ■メニュー構成は一例です／内容・構成は変更になる場合がございます／お料理内容はお任せください／アレルギー等ございましたらお知らせください 


