
Delivery 利用条件/5名様以上　料金には配達料金が含まれております

半径3ｋｍ以内のご指定場所にお届けいたします。

■すべて使い捨て容器でお届けします。
■天候や交通事情等止む無き事情により、配達が遅れる事があります。
■悪天候や交通事情により、お届けできない場合がございます。

※お客様の個人情報は、商品のお届け、ご連絡、ホテルのご案内及びアンケート調査以外での目的で使用することはございません。

　　

・常陸牛ハンバーグ 和風おろしソース
　温野菜添え
・常陸牛もも肉の西京焼き
・栗原農園のフレッシュグリーンサラダ
・ポテトサラダ　コーン
・ご飯　ピクルス

【和食･洋食】お料理 約6品

お料理

(税込)￥2 ,500お一人様

(税込)￥3,500お一人様

(税込)￥5,500お一人様

ご利用料金

・カレイの紹興酒蒸し 銀餡仕立て
・筑波鶏のガランティンきのこ添え

・アンコウの唐揚げ
・県産野菜のピクルス

・常陸牛もも肉低温ロースト西京味噌風味　
　県産季節の温野菜添え　

・ご飯　香の物

【和食･洋食】お料理 約7品
お料理

ご利用料金

・和食前菜と洋食前菜の
　盛り合わせ(3～4品)
・帆立貝柱と烏賊の塩炒め
・玉子焼き
・旬の焼き物
・有頭海老の塩焼き
・国産牛ロースステーキ　 和風ソース
・炊き込みご飯　香の物
・カットフルーツ

【和食･洋食】お料理 約7品

お料理

詳しいメニュー内容はお問い合わせ下さい

ご利用料金

-　1　- -　2　-

お届け範囲目安：滑川町　 滑川本町（1,3丁目）　
　　　　　　　　　東滑川町（1,2,3丁目）　本宮町　　　
　　　　　　　　　白銀町　高鈴町　宮田町　
　　　　　　　　　神峰町　東町　若葉町　平和町　　
　　　　　　　　　旭町　弁天町　幸町　相賀町
　　　　　　　　　鹿島町　助川町　城南町　
　　　　　　　　　会瀬町　西成沢町(1,2丁目）
　　　　　　　　　東成沢町　中成沢町　
　　　　　　　　　鮎川町（4丁目）国分町（3丁目）

　※範囲以外の場所をご希望の方はご相談ください。　

　

お料理一例

お料理一例

お料理一例

※季節事に内容が変わります　
※詳しいメニュー内容はお問い合わせ下さい

※仕入れ状況により内容が一部変わることがございます。

ホテルテラスザスクエア日立がお届けする彩り豊かなお料理

ホテル仕立ての味わいをまごころ込めてお届けします

3前日までのご連絡で対応させていただきます

デリバリーお弁当



Catering Table Manner lesson

★立食スタイル
★使い捨て容器
★お届けと料理
　セッティング
　をおこないます。

※飲料の追加手配可能 30 名様以上のご利用で、

お 1人様　
                   　（税サ込）

※サービス員を必要とするケータリングにつきましては別途ご相談下さい。

写真はイメージです
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利用条件/5名様以上　料金には配達料金が含まれております

\5,000～

コロナ感染症対策を施し、ニューノーマルな

スタイルでお届けするお料理デリバリーサービス

お料理のお届け

デリバリー兼ケータリング テーブルマナー講習会
正式な場でも戸惑わない、本物のテーブルマナーを

ホテルテラスザスクエア日立で身に着けませんか?

旬の食材を使った「特別料
理」を食べながら、楽しく
テーブルマナーを教えま
す。正しいマナーを身につ
けると、お料理の味や会話
を楽しみながら、美しく食
べられるようになります。

ディナースタイル

お1人様       (税サ込）

ディナースタイル

お1人様       (税サ込）

◎ワンソフトドリンク付き

11：00～17：00の間の利用時間帯

ランチスタイル

　お1人様　　　　　　(税サ込）

ランチスタイル

　お1人様　　　　　　(税サ込）\4,000\4,000 \6,000\6,000
◎ワンアルコールドリンク付き

17：00～の時間帯

※どちらのプランも20名様～　　※資格所持講師無料　　　※送迎バス準備

※メニュー例 ※メニュー例

洋風前菜盛り合せ
イタリアンサラダパストラミ

鴨ロースト　魚介のエスカベッシュ

季節のポタージュスープ

カレイのムニエル
バジル風味のトマトソース

イベリコ豚肩ロースのカツレツ
デミグラスソース

ホテル特製デザートと季節のフルーツ盛り合わせ

パン2種　バター

オードブルバリエーション

テリーヌ　鴨のロースト

魚介のエスカベッシュ　鮮魚のカルパッチョ

季節のスープ

白身魚のベルモット酒ソース

牛フィレ肉のステーキ
オリエンタルソース

ホテル特製デザートと季節のフルーツ盛り合わせ

パン2種　バター



Memori es Planメモリーズプラン

思い出を形にして送ります。

Taishoku Plan

※お受け取りにお越しいただくプランです

※お受け取りにお越しいただく
　プランです

退職(鯛食)プラン

御赤飯付き

大人２名分　　\5,500
　\12,000

　\10,000  大人４名分　\22,000

(税込）

(税込）

(税込）

(税込）

たいしょく

長年勤めてきた職場を退職なさるというのは、
人生の大きな転機です。人生の節目をめでたい

鯛御飯でお祝いしませんか？

退職祝いや送別会、謝恩会や同窓会などサプライズプレゼント。

みんなから写真とメッセージを集めて、記念に残る物を・・・

MEM
ORIE

S

写真はイメージです
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写真はイメージです

父の日や母の日、
さまざまな記念日に
対応させていただきます。
是非ご相談ください。

ご家族の記念日にも
ご利用できます。

是非ご相談ください。★社内で、 または個人宅でいただける
　宅配弁当もございます。 2,500 円～ （税込）

長い間支えて頂いた
感謝の気持ちを伝えませんか

長い間お世話になった上司へ感謝の気持ちを伝え、
新たなスタートを踏み出すお手伝い

鯛の尾頭付き祝い膳

特別な日の会食を長年支えてくれた奥様、
ご家族様へも感謝を込めてプレゼント

データは受取希望日の 2週間前までに
CD/USB 等でご準備頂きます。

アルバムプラン
花束＆アルバム制作

DVDプラン
花束＆DVD制作

頑
張
っ

て
いるあの人へ　　

ご

家
族
へ

大
切なあの方へ

を

かたちに



Aniversary Plan

※5号ケーキプレゼント付き！

お一人様 \6,600 (税サ込)

(大人)

(子供)
お一人様 \3,300 (税サ込)

祈りとともに人の絆を深める宴

利用条件/4名様以上

利用時間/2時間

※飲み物別

アニバーサリープラン Class reunion

-　7　- -　8　-

長寿祝い・七五三祝い・節句祝いなどいろいろなお集まりでご活用頂けます。

同窓会プラン
ホテル自慢の美味しい料理に舌鼓を打ちながら、 

懐かしい思い出話に花を咲かせてください

お料理+お飲物(飲み放題）

       お1人様  　　　　 （税サ込)

■利用条件/30名様以上

■利用時間/3時間

-----2つの特典付き-----

①ゆったり3時間のご利用

②プロジェクター＆スクリーン無料!

お料理+お飲物(飲み放題）

          お1人様              （税サ込)

■利用条件/30名様以上

■利用時間/2時間

飲み放題メニュー　

■ビール ■ウィスキー ■日本酒 ■焼酎(芋・麦) 
■コーラ ■オレンジジュース■ウーロン茶

※その他ご要望に応じてワインやカクテル等の
　ご用意もございます。

特別な時間を華やかに演出する 

追加オプション

■胸章(名札) ..............       お1人様 \200(税込)

■横断幕作成 ..............       　　　 \.5,000(税込)

■同窓会記念DVD作成 ...............　1枚\3,000(税込)

■集合写真(サイズ2L判) .......     1枚　\1,500（税込）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　\250(税込)

プロのカメラマン撮影

ホテルスタッフ撮影　

■ブラン御利用は30名様より承ります。■
30名様以下の場合は、別途宴席料が発生致
します。■御人数に合わせた宴会場(個室)
を御用意致します。 ■内容は時期により
一部変更となる場合がございますので予め
御了承下さい。 

メニュー(例）メニュー(例）

旬の和・洋　前菜盛り合せ

お造り4点盛り
(鮪・白身魚・帆立・海老）

茶碗蒸し
季節により冷製又は温製

白身魚と旬の野菜の白ワインソース

国産牛サーロイン・ステーキ洋風ソース

お食事

お吸い物

パテシェ特製デザート　季節のフルーツ添え

\7,700 \6,600



卒業式の後の謝恩会に… 赤ちゃんの健やかな成長を願って…
New borne お食い初めプラン

利用条件/6名様以上

利用時間/2時間

※飲み物別
(大人)

お一人様  \8,800 (税サ込)

〈お子様のお食い初め器と　お料理 ＊プレゼント〉

生まれて初めての赤ちゃんのお祝いの食事

＊お食い初め膳料理サンプルメニュー

鯛の尾頭付き・炊き合わせ・和え物
澄まし汁・梅干し・赤飯

『お食い初め』とは
赤ちゃんの生後100日～120日目頃に健やか
な成長を願ってお祝いの料理を与える、日本古
来の伝統行事です。無事に生後100日の節目を
迎えられたことを神様に感謝し、わが子の成長
を祝うと共に、この頃に赤ちゃんの歯が生え始
めることから、「子どもが一生食べ物に困らない
ように」という願いを込めてごちそうを与える儀
式です。

Honoring our teacher

-　9　- -　10　-

謝恩会プラン

(大人)

(子供)

利用時間限定プラン

※11:00～16:00の間
　2時間ご指定ください

※横断幕無料作成

お一人様  \4,400

お一人様  \3,300

利用条件/30名様以上

利用時間/2時間

 

(税サ込）

(税サ込）

※飲み放題付き(ソフトドリンク)

コールドミートと野菜の和風マリネ

ツナと若芽のサラダ

生ハムと卵のシーザーサラダ

ミックスサンド（ラップサンド）

太巻きと稲荷寿司

シーフードクリームグラタン　パスタ入り

若鶏の胸肉低温ロースト　オニオンソース

ローストポーク　和風デミソース

スパゲッティー　ボロネーゼ

ホテル特製カレーライス

季節のフルーツ盛り合わせ

デザート盛り合わせ

大人メニュー大人メニュー

卵のシーザーサラダ

ミックスサンド（ラップサンド）

太巻きと稲荷寿司

ウィンナーと唐揚げ　ポテト添え

煮込みハンバーグ　和風デミソース

スパゲッティー　クリームソース

ホテル特製ポークカレーライス

季節のフルーツ盛り合わせ

デザート盛り合わせ

子供メニュー子供メニュー

旬の和・洋　前菜盛り合せ

お造り4点盛り
(鯛・鮪・旬の魚・海老）

洋風ロワイヤル　季節のスープ

白身魚の洋風ソース

牛フィレステーキ　ロッシーニ風
フォアグラ添え

お食事

お吸い物

ホテル特製デザート　季節のフルーツ添え

メニュー(例）メニュー(例）

※現在はコロナ対策のため別メニューとなっております。



Rental Meeting Room

お一人様  \1,500
(税サ込)

駅に近く、迷わず来られる会場です

利用条件/10名様以上

利用時間/2時間

　　　　　1時間延長毎500円(1人）

※スクリーン、プロジェクターサービス
※コーヒー、水セルフ付き
※昼食用弁当1,800円～手配可
※ポケットWi-Fi 1,500円（税込）
※PC貸し出し　 3,000円（税込）

※引き出物等別途ご相談ください

-　11　- -　12　-

Memor i al  Ser v i ce

利用条件/4名様以上

利用時間/2時間

※飲み物別

法要プラン

(税サ込)

大切な方との思い出を分かち合うひととき

\5,500
和・洋個々盛

※メニュー例※メニュー例

\6,600
和食個々盛

和食メニュー(6,600円）和食メニュー(6,600円）

旬の和・洋　前菜盛り合せ

お造り4点盛り
(鮪・白身魚・帆立・海老）

茶碗蒸し
季節により冷製又は温製

白身魚と旬の野菜の炊き合せ

国産牛のステーキ　和風ソース

お食事

お吸い物

パテシェ特製デザート　季節のフルーツ添え

和・洋メニュー(5,500円）和・洋メニュー(5,500円）

旬の和・洋　前菜盛り合せ

お造り又は洋風鮮魚のカルパッチョ

茶碗蒸し
又は洋風のスープ

和風仕立ての魚料理
又は

洋風仕立ての魚料理

牛フィレのステーキ
和風ソース又は洋風ソース

お食事

パテシェ特製デザート　季節のフルーツ添え

会議室プラン
ラグジュアリーな空間が必要とされる会議や、宿泊・宴会を伴う

セミナーや研修を開催する際にお使いください

利用人数　現在はソーシャルディスタンス確保のため、下記人数の2/1しか
　　　　　　受け付けておりません

部屋名 部屋面積 正餐  立食  スクール  シアター　ロの字　コの字
ボールルーム 345m2  250名  340名   246名 490名    120名 75名
スクエア 260m2  150名  240名   126名 240名    78名 62名
マディソン 165m2  70名  80名    --名 --名    --名 --名
チェルシー 124m2  50名  70名    --名 --名    --名 --名
タイムズ 72m2  40名  40名    36名 60名    30名 24名
ワシントン 72m2  40名  40名    36名 60名    30名 24名
ユニオン 65m2  40名  40名    28名 50名    26名 20名
ロブソン 65m2  40名  40名    28名 50名    26名 20名

○正餐・・・・・椅子と丸テーブルを配置した形式 
○立食・・・・・チラシテーブルとお料理卓を配置した形式
○スクール・・・椅子とテーブルを配置した形式 
○シアター・・・椅子のみを配置した形式

お一人様 

お一人様 


