
 

  

Business Hours 

LUNCH 11:30-14:00 L.O. 
15:00 CLOSE 

DINNER 17:00-20:30 L.O. 
21:00 CLOSE 

 

■個室ご予約承ります［6－14 名様］ 

■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 

■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 

 

Hotel Tenchikaku  1F  
RESTAURANT 

レストラン滄海 そうかい  和食 洋食 中華 

Japanese Cuisine  /  European Cuisine  /  Chinese Cuisine 

ご予約・お問合せ 

TEL. 0294-22-0188 
317-0074 茨城県日立市旭町 2-6-13 ホテル天地閣 1F                                     

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

http://www.tenchikaku.co.jp 

e-mail:info@tenchikaku.co.jp 

 

 

MENU 
LUNCH | ランチ 

11:30-14:00 L.O. 

15:00 CLOSE 

和食 洋食 中華 
Japanese Cuisine  /  European Cuisine  /  Chinese Cuisine 

サラダバー 
Salad Bar 



 

  

和食御膳 
小鉢・ご飯・味噌汁・香の物付 

★印メニューは 200 円引きで単品でのご注文も承ります 

 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

会食にもおすすめ 

・お造りカキフライ御膳［冬季限定］  ········· ¥ 2,200 税込 

とんかつ御膳 

唐揚げ御膳 

ミックスフライ御膳 

会食にもおすすめ 

・お刺身カキフライ御膳 ·················· ¥ 2,300 税込 

LUNCH｜ランチメニュー 

11:30 - 14:00 L.O. [15:00 close] 

和食 | Japanese Cuisine 

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

・とんかつ御膳 ★ ·························· ¥ 1,500 税込 

・カキフライ御膳 ★ ······················· ¥ 1,300 税込 

・ミックスフライ御膳 ★ ················· ¥ 1,000 税込 

・唐揚げ御膳 ★ ······························· ¥ 900 税込 

・天婦羅御膳 ★ ····························· ¥ 1,400 税込 

 

・しょうが焼き御膳 ★ ···················· ¥ 1,200 税込 

・カキフライ御膳 ★ ······················· ¥ 1,300 税込 

 

 

 

お造り御膳 

お刺身カキフライ御膳 

カキフライ御膳 



 

  

天丼 

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

・ばらちらし寿司［数量限定］ ·············· ¥ 1,300 税込 

  ■品切れの際はご容赦ください 
 

・天丼··········································· ¥ 1,300 税込 

 

ソースカツ丼·········································· ¥ 1,300 税込 

・エビと野菜の天丼 ································· ¥ 1,200 税込 

 

 

和食丼 
味噌汁・香の物付 

・ミニ鉄火丼とうどん（ 温 / 冷ざる ） ···· ¥ 1,300 税込 

・ミニ鉄火丼とそば（ 温 / 冷ざる ） ······· ¥ 1,300 税込 

・ミニいくら丼とうどん（ 温 / 冷ざる ） · ¥ 1,400 税込 

・ミニいくら丼とそば（ 温 / 冷ざる ） ···· ¥ 1,400 税込 

ミニ丼と 

うどん・そばのセット 
 

ミニいくら丼と温うどん 

ばらちらし寿司 

LUNCH｜ランチメニュー 

11:30 - 14:00 L.O. [15:00 close] 

和食 | Japanese Cuisine 

海鮮丼 

ミニ鉄火丼とざるそば 

ミニいくら丼とざるうどん 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

サラダバー 

コーヒー（イタリアンブレンド）／モカ（イタリアンブレンド＋ココア）／オレンジジュース（100％） 

野菜と果実MIX（100％）／ウーロン茶／炭酸水／抹茶オレ／レモンティー 

カカオリッチココア／コカ・コーラ／ジンジャーエール／メロンソーダ／カルピス（ソーダ） 

ランチおすすめ 

＋ ¥ 300 税込 

 

■ランチをご利用のお客様のみご利用いただけます 

| SALAD BAR  - close 14:15 

 サラダ・デザート・ドリンクバー 

 食べ放題・飲み放題 

◆ ご注文時、 JWAY カード ご提示でサラダバー 1 名様サービスします 



 

 

  

■写真は〈 ポークカレー 温野菜添え 〉イメージです 

Viande｜お肉料理 

 

 
 

・国産牛のサーロインステーキ 約 200g 

 ···················································· ¥ 4,500（税込） 

 
 ［+300 円でスープ・パンが付きます］ 

 

 

 

 

・ポークカレー 温野菜添え 
    Curry de Porc au Riz et Légumes chauds 

   ································· ¥ 1,000 税込 

 

 

 

・ハンバーグ 

    Hamburger Steak 

   ························· 単品 ¥ 1,000 税込 

 

 

 

・国産牛サーロインステーキ 200g 
    Bifteck 

   ························· 単品 ¥ 4,200 税込 

 
 

 

 

 

洋食 | European Cuisine 

MENU 

LUNCH｜ランチメニュー 

11:30 - 14:00 L.O. [15:00 close] 

Plat du jour｜本日のランチ 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

サラダバー 

コーヒー（イタリアンブレンド）／モカ（イタリアンブレンド＋ココア）／オレンジジュース（100％） 

野菜と果実MIX（100％）／ウーロン茶／炭酸水／抹茶オレ／レモンティー 

カカオリッチココア／コカ・コーラ／ジンジャーエール／メロンソーダ／カルピス（ソーダ） 

ランチおすすめ 

＋ ¥ 300 税込 

 

■ランチをご利用のお客様のみご利用いただけます 

| SALAD BAR  - close 14:15 

 サラダ・デザート・ドリンクバー 

 食べ放題・飲み放題 

・パン ·························· ¥ 200 税込 
 

・ライス ······················· ¥ 200 税込 
 

・パンとスープ ··············· ¥ 300 税込 
 

・ライスとスープ ············ ¥ 300 税込 

■写真は〈 ハンバーグ 〉イメージです 

◆ ご注文時、 JWAY カード ご提示でサラダバー 1 名様サービスします 

※ 毎週 月曜・木曜 洋食厨房定休日とさせて頂きます。 

  何卒ご容赦くださいますようお願いいたします。 



 

  

Entrée｜前菜 

 
 

・本日の前菜 ····································· ¥ 1,200（税込） 

 詳細はお尋ねください 

洋食 | European Cuisine 

MENU 

Side Menu｜サイドメニュー 
 

 

 

・生ハムサラダ 
   Uncured Ham and Salad 

 〈 2~3 名様でシェアできます 〉 

  ······································· ¥ 950 税込 

 

 

 

・フィッシュ・アンド・チップス 
   Fish-and-Chips 

  ······································· ¥ 800 税込 

 
 

 

・パン〈2 個〉 

   Bread 

  ······································· ¥ 200 税込 

 

 

 

 

 

Dessert｜デザート 
 

 

 

・本日のアイスクリーム 

   Glace du Jour 

 詳細はスタッフへお尋ねください 

  ······································· ¥ 500 税込 

 

■写真は〈生ハムサラダ〉イメージです 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

■写真は〈フィッシュアンドチップス〉 

イメージです 



 

  

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

Entrée｜前菜 
 

 

 Entrée du jour 

・本日の前菜 ······················ (¥ 1,111 税抜) ¥ 1,200（税込） 

 詳細はお尋ねください 

・五目あんかけご飯  ····························· ¥ 1,100 税込 

・海鮮あんかけご飯  ····························· ¥ 1,100 税込 

 

中華ランチ 
ライス・スープ・ザーサイ付  

★印メニューは 200 円引きで単品でのご注文も承ります 

 

・エビのチリソース ★ ···················· ¥ 1,200 税込 

・チンジャオロースー ★ ················· ¥ 1,200 税込 

・酢豚 ★ ······································ ¥ 1,100 税込 

・麻婆豆腐 ★ ·································· ¥ 900 税込 

・鶏肉の辛子炒め ★ ························· ¥ 900 税込 

あんかけご飯 
スープ・ザーサイ付 

エビのチリソース 

チンジャオロースー 

酢豚 

麻婆豆腐 

鶏肉の辛子炒め 

五目あんかけご飯 

LUNCH｜ランチメニュー 

11:30 - 14:00 L.O. [15:00 close] 

中華 | Chinese Cuisine 



 

  

湯麺 たんめん 

・ミニライス ····································¥ 200 税込 

・五目湯麺 ごもくたんめん［醤油］  ·············· ¥ 900 税込 

・海鮮湯麺 かいせんたんめん［塩］  ·············· ¥ 900 税込 

・担担麺  たんたんめん  ························· ¥ 900 税込 

・麻婆豆腐湯麺 マーボードウフタンメン ·········· ¥ 1,000 税込 

 

 

 

 

 

炒麺 やきそば  スープ付 

 五目あんかけ焼きそば 

五目湯麺 

麻婆豆腐湯麺 

・五目あんかけ焼きそば［醤油］  ·········· ¥ 980 税込 

・海鮮あんかけ焼きそば［塩］  ············ ¥ 980 税込 

 

 

 

 

 

担担麺 

海鮮あんかけ焼きそば 

海鮮湯麺 

LUNCH｜ランチメニュー 

11:30 - 14:00 L.O. [15:00 close] 

中華 | Chinese Cuisine 

サラダバー 

コーヒー（イタリアンブレンド）／モカ（イタリアンブレンド＋ココア）／オレンジジュース（100％） 

野菜と果実MIX（100％）／ウーロン茶／炭酸水／抹茶オレ／レモンティー 

カカオリッチココア／コカ・コーラ／ジンジャーエール／メロンソーダ／カルピス（ソーダ） 

ランチおすすめ 

＋ ¥ 300 税込 

 

■ランチをご利用のお客様のみご利用いただけます 

| SALAD BAR  - close 14:15 

 サラダ・デザート・ドリンクバー 

 食べ放題・飲み放題 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

◆ ご注文時、 JWAY カード ご提示でサラダバー 1 名様サービスします 



 

■画像はイメージです■表示価格には 10％の消費税が含まれています■衛生上の観点からお料理のお持帰りはご遠慮頂いております 

■内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください 

LUNCH MENU 
｜ランチメニュー  

11:30-14:00 L.O.  
 

 

SALAD BAR 
サラダバー 

+ ¥ 300 税込 

- close 14:15 
サラダ・デザート・ドリンクバー 

食べ放題・飲み放題 

ランチをご利用のお客様のみご利用いただけます 

 

 

コーヒー（イタリアンブレンド） 

モカ（イタリアンブレンド＋ココア） 

オレンジジュース（100％）／ウーロン茶 

野菜と果実 MIX（100％） 

カカオリッチココア／抹茶オレ／レモンティー 

コカ・コーラ／ジンジャーエール／炭酸水 

メロンソーダ／カルピス（ソーダ） 

RESTAURANT Hotel Tenchikaku  1F  
レストラン滄海 そうかい  和食 洋食 中華 

◆ ご注文時、 JWAY カード ご提示でサラダバー 1 名様サービスします 


