
L U N CH
&

DINNER



■ ランチドリンクバー　
《ソフトドリンク》

選べる 8種のハーブティーや SAZA ブレンドコーヒー等
充実のドリンクラインナップをご用意しております

Instagram Facebook LINE

常陸太田市『栗原農園』様
の新鮮野菜を使っています

ブッフェ料理

220 円
■ ディナードリンクバー 440 円

Instagram

※表示価格は全て税・サ込となります

【ホテルクリスタルパレス】公式 SNS アカウント

【レストランサーラ】
公式 SNS アカウント

新鮮野菜各種 / 和洋中の冷製＆温製料理各種
スープ / 白米 / プチデザート 1種

サラダバー
新鮮野菜各種
スープ / 白米

サラダバーブッフェ

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー

和食おまかせ２段 BOX ￥1,750

※写真はイメージです



Coarsely ground hamburg steak

￥1,350粗挽き手仕込みハンバーグ（150g）

Hamburg steak with cheese
￥1,450とろとろチーズハンバーグ（150g）

■とろとろチーズハンバーグ（150g）

■イタリアンハンバーグ（150g）

■常陸牛入りダブルハンバーグ（200g×2）

Ital ian hamburg steak
￥1,450イタリアンハンバーグ（150g）

Hitachi beef hamburg steak

￥1,650常陸牛入りハンバーグ（150g）

Hitachi beef hamburg steak
￥1,980常陸牛入りハンバーグ（200g）

Hitachi beef double hamburg steak
￥2,600常陸牛入り ダブルハンバーグ（200g×2）

-  H AMBURG  S T E A K  -

H AMBURG  S T E A K

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー



Hamburg steak ＆ US sirloin steak

ハンバーグ＆ステーキ
（ハンバーグ 100g＆US サーロイン 80g）

■ハンバーグ＆エビフライ

■とろとろチーズハンバーグ＆ステーキ

■イタリアンハンバーグ＆ステーキ

-  HAMBURG STEAK COMBO -

H AMBURG  S T E A K  C OMBO

￥1,850

Hamburg steak ＆ deep fried prawns

ハンバーグ＆エビフライ
（ハンバーグ 100g＆エビフライ２本） ￥1,750

Hamburg steak with cheese ＆ US sirloin steak

とろとろチーズハンバーグ＆ステーキ
（ハンバーグ 100g＆US サーロイン 80g） ￥1,850

Ital ian hamburg steak ＆ US sirloin steak

イタリアンハンバーグ＆ステーキ
（ハンバーグ 100g＆US サーロイン 80g） ￥1,850

デミグラスソース or 和風おろしソースをお選び下さい

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ハンバーグ＆ステーキ
（ハンバーグ 100g＆US サーロイン 80g）

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー



US sirloin steak
US サーロインステーキ（120g）

■T ボーンステーキ（400g）

■トマホークステーキ（700-800g）

-  BEEF STEAK -

B E E F  S T E A K

￥1,950

US sirloin steak
US サーロインステーキ（200g）

US サーロインステーキ（200g）

￥2,600

US hanging tender steak
US ハンギングテンダーステーキ（120g）

▼ ディナー限定メニュー

￥1,850

￥4,000
US steak
US ポンドステーキ（450g）

T born steak
T ボーンステーキ（400g） ￥4,000

￥5,500
Tomahawk steak
トマホークステーキ（700-800g）

Hitachi beef sir loin steak
常陸牛サーロインステーキ（120g） ￥4,500

Hitachi beef fil let  steak
常陸牛フィレステーキ（120g） ￥4,800

￥380税込

￥500税込

￥200税込 ディナーのみ 3 種ソース付き

茨城県が誇る銘柄牛『常陸牛』は指定生産
者の磨かれた飼育管理技術と厳選された飼
料により、30ヶ月にわたり育てられた黒毛
和牛の中から、食肉取引規格 A、Bの４と
５等級に格付けされた最高級ブランドです。

常陸牛

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー



Japanese lunch box
和食おまかせ２段 BOX ￥1,750

Chinese lunch box
中華おまかせ２段 BOX ￥1,500

※写真はイメージです

※写真はイメージです

L UN CH  B O X

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー



■常陸牛ローストビーフ丼

■マルゲリータピッツァ

-  OTHERS -

O TH E R S

Ginger gri l led pork loin
味麗豚ロースの生姜焼き ￥1,350

Sauteed Tsukuba chicken leg
つくば鶏モモ肉のソテー ￥1,350

Today's fish dish
本日の魚料理 ￥1,350

Spaghetti  peperoncino
スパゲッティ・ペペロンチーノ ￥1,250

Cream pasta with salmon
サーモンの親子クリームパスタ ￥1,550

Seafood rice gratin
シーフードドリア ￥1,250

特製常陸牛カレー ￥1,350
Special  Hitachi beef curry

サーロインステーキ＆常陸牛カレー
Sirloin steak & Hitachi beef curry

￥1,980

Rice bowl topped with Hitachi beef roast beef 
常陸牛ローストビーフ丼 ￥1,650

Margherita pizza
マルゲリータピッツァ ￥1,550

Gorgonzola pizza
ゴルゴンゾーラピッツァ ￥1,550

フライドポテト

フライドオニオン

パン

-  OPTION -

Fried potato

Fried onion

Bread

￥380税込

￥500税込

￥200税込

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

サーロインステーキ＆常陸牛カレー

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー



Rice bowl topped with mixed sashimi 
from Nakaminato

那珂湊産旬選魚介を
使った海鮮丼 ￥1,650

※内容は仕入状況により変化します

Rice bowl topped with deep fried shrimp, 
conger eel  and seasonal vegetables

海老と穴子 季節野菜の
天丼 ￥1,650

Fried noodles or ramen noodles
with starchy sauce

￥1,250

五目あんかけ焼きそば
または五目ラーメン Chinese style deep fried 

油淋鶏（ユーリンチー）

￥1,250

R E COMMEND  M ENU

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ブッフェ料理付きランチ

サラダバー付きディナー



R E COMMEND  M ENU

Ginger gri l led pork loin

味麗豚ロースの
生姜焼き

￥1,350
Stir-fried beef with oyster

牛肉と野菜のオイス
ターソース炒め

￥1,450

Assorted sashimi plate

￥1,750

刺身盛り合わせ
Deep fried pork and vegetable hot pot

かつ鍋

￥1,350

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

※内容は仕入状況により変化します

ブッフェ料理付きランチ

サラダバー付きディナー



Shrimp with chil i  sauce
海老チリソース ￥1,500 ￥1,550

Shrimp with mayonnaise
￥1,400海老マヨネーズ

Stir-fr ied beef and vegetables with oyster sauce
牛肉と野菜のオイスターソース炒め￥1,550

Stewed shark's fin
￥3,300フカヒレ姿煮込み

Seafood fried rice with thick sauce
￥1,350海鮮餡かけ炒飯

Sauteed beef and garl ic sprouts

Sauteed chicken and garl ic sprouts
￥1,250鶏と大蒜の芽炒め

Sweet and sour pork with black vinegar

Fried prawns and broccoli

黒酢酢豚 ￥1,350

￥1,350海老とブロッコリー炒め

Shark's fin ramen
￥2,000フカヒレラーメン

Stir-fr ied beef and vegetables with XO Sauce
￥1,650牛肉と野菜のXO醤炒め

Shark's fin soup
￥1,100フカヒレスープ

Fried rice with shrimp and vegetable
￥1,350五目海老炒飯

Vegetables/meat and seafood fried rice with thick sauce
￥1,350五目餡かけ炒飯

Fried rice with crab
￥1,350

Gril led mackerel  with salt
サバの塩焼き ￥1,250

Deep-fried conger eel  tempura
穴子の天ぷら ￥1,350

Sushi plate (10 pieces)
寿司御膳（10貫） ￥1,950

Deep-fried horse mackerel
アジフライ ￥1,250

Deep-fried Mehikari  fish
目光の唐揚げ ￥1,250

Sashimi & tempura set
刺身・天ぷら御膳 ￥2,650

カニ炒飯

牛肉と大蒜の芽炒め

■サバの塩焼き

■穴子の天ぷら

■海老チリソース ■黒酢酢豚

CH I N E S E

S E A  F OOD

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

ブッフェ料理付きランチ サラダバー付きディナー

ブッフェ料理付きランチ

サラダバー付きディナー



レストラン サーラ

LUNCH /  11:00-14:30 (L .O 14:00) DINNER /  17:30-21:00 (L .O 20:30)

https ://www.hote l -crysta l .co . jp/restaurant/sa la/

Kids plate with salad bar

サラダバー付きキッズプレート
※9 歳以下のお子様限定

【メニュー例】
ミニハンバーグ・オムライス・エビフライ
フライドポテト・からあげ・コーンスープ

￥800

￥110Kids drinkbar
キッズドリンクバー

※小学生未満のお子様のバイキングのご利用はお控えいただきますようお願いいたします

Ice cream
カップアイス ￥200

Today's dessert
本日のデザート ￥345

D E S S E R T

K I D S

※写真はイメージです
※表示価格は全て税・サ込となります

※内容はスタッフへお伺いください



※表示価格は全て税・サ込となります

Beer

瓶ビール
生ビール（ジョッキ）
生ビール（グラス）
ノンアルコールビール

￥759
￥759
￥660
￥495

Whisky

デュワーズ
　　　（シングル）
　　　（ダブル）
　　　（ハイボール）
　　　（ボトル）
シーバスリーガル
　　   （シングル）
　　　（ダブル）
　　　（ハイボール）
　　   （ボトル）

￥550
￥1,100

￥605
￥7,150

￥770
￥1,430

￥825
￥15,400

Cocktail

ジン
（トニック・ソーダ）
カンパリ

（オレンジ・ソーダ）
パッション

（オレンジ・グレープフルーツ）
ライチ

（オレンジ・ソーダ）

￥550

￥550

￥550

￥550

Wine

ハウスワイン赤・白
　　　　（グラス）
　　　　（デキャンタ）
タッセメゾン赤・白
　　　　（ボトル）
樽生スパークリング
　　　　（グラス）

Sake

日の出鶴（1 合）
副将軍    （冷酒）
稲里       （冷酒）
月の井    （冷酒）
かつた    （冷酒）
紫式部    （冷酒）

Shochu

漫遊記【麦・芋】
　　　（シングル）
　　　（ダブル）
　　　（ボトル）

￥440
￥880

￥3,960

￥550
￥1,100
￥1,100
￥1,100
￥1,320
￥1,320

￥550
￥1,100

￥3,850

￥550

Soft Drink

コーヒー（ホット・アイス）
紅茶（ホット・アイス）
100％オレンジジュース
コカ・コーラ
ジンジャエール
ウーロン茶

￥440
￥440
￥440
￥440
￥440
￥440
￥550ソフトドリンクバー

DR I N K  M ENU


