[ホテルアイリス忘年会号]2017.11

ホテルアイリス2017

忘年会プラン
【期間】 11月1日(水）〜12月31日(日)

和洋折衷卓盛コース
和
一年を振り返り、仲間とともに感謝を込めて、乾杯。
料理人厳選の素材で、彩り豊かなメニューを揃えました。
Party Plan

フリードリンク付

6,000 プラン (お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
円

●小海老とサーモンのサラダ仕立て ●鯛の薄造り 薬味一式

ポン酢

●炊き合わせ（帆立・鶏

団子・里芋・椎茸・絹さや） ●ビーフストロガノフ バターライス添え ●鶏肉のカシューナッツ炒め
●鶏天婦羅

餡かけ

天万能ねぎ

●温茸入り天鷺うどん

薬味一式 ●季節のフルーツとデザ

ート
Party Plan

7,000 プラン

フリードリンク付

円
(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

●御造里（カンパチ・帆立） ●秋田由利牛の
ビーフシチュー ヌードルと温野菜添え
●豚肉のやわらか煮と季節の揚げ野菜
天白髪ネギ

●鮭のムニエル

●海老チリソース煮
●白身魚の天婦羅

茸のソース

青梗菜添え
茸と野菜の和風餡

●温茸入り本荘うどん

薬味一式

●季節のフルーツとデザート
※和洋折衷卓盛・和洋膳コース共、旬の食材を使用する
ため、
メニューは変更になる場合がございます。
※忘年会プランの会場利用は最終21:00です。
（最終スタート19:00)
※15名様以上でご利用のお客様に「宿泊券」を
プレゼント
（抽選会の景品等にご利用ください）
※忘年会プランをご利用のお客様にはシングルルーム
（1泊朝食付）を￥6,300でご提供
￥6,000プラン

￥7,000プラン

各プラン
各プランにお好みのプラス一品をどうぞ。

和洋膳コース
Party Plan

★は8〜10名様用

フリードリンク付

8,000 プラン

(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････
円

●前菜３種盛合せ（秋田由利牛のローストビーフ・小海老とスモークサーモン
ココット入り・魚介のテリーヌ） ●白身魚の素焼きと前盛り
御造里3種盛合せ

●地魚入り

●舌平目の白ワイン蒸し マッシュポテト アスパラガ

スを添えて ●国産牛肉のステーキ

★タラコとカリカリベーコンの
スパゲッティ ￥2,970(税・サ込)

★海の幸のクリームパスタ
￥2,970(税・サ込)

★五目餡かけ焼きそば
￥2,970(税・サ込)

★ベーコンとポテトの
グラタン ￥2,970(税・サ込)

★茸の炊き込みご飯
￥2,970(税・サ込)

★小海老とウィンナーの
ピラフ ￥2,970(税・サ込)

★お寿司盛合せ
￥5,400(税・サ込)

茶碗蒸し
￥360(税・サ込)
(フカフィレ入りは￥600)

ホールケーキ（6〜8名様）
￥3,780(税・サ込)

アイスクリーム or シャーベット
￥360(税・サ込)

温野菜添え ●きりたんぽ鍋

●鶏肉の黒酢照焼き ●茶碗蒸し ●握り寿司 （鮪・甘海老・イクラ）
●季節のフルーツとデザート

Party Plan

フリードリンク付

7,000 プラン

円
(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････

●前菜３種盛合せ（秋田由利牛のローストビーフ・小海老とスモークサーモン
ココット入り・魚介のテリーヌ） ●酢の物（鮟鱇肝
御造里3種盛合せ

ポン酢)

●地魚入り

●カサゴのポワレ トマトソース マッシュポテト

アスパラガスを添えて

●鶏肉のブランケット

舞茸

人参

玉ねぎ

スナップエンドウを添えて ●天婦羅盛合せ（海老・白身魚・しめじ・南瓜・青
￥7,000プラン

唐）※塩

●茶碗蒸し ●寄せ鍋と天鷺うどん

●季節のフルーツとデザート

Free Drink Plan フリードリンク
お飲み物リスト

●ビール
ブル)

●焼酎(芋・麦・米・甲類)

●ワイン(赤・白)

ールビール

●ウィスキー(ハイボール含む)

●カクテル3種 (レゲエパンチ・カシスオレンジ・ファジーネー

●冷酒(秋田誉白玲瓏・天寿生本醸造・雪の茅舎奥伝山廃)

●日本酒(お燗・常温)

●ソフトドリンク(ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャーエール・コーラ)

【2時間30分飲み放題】

+200円 (税･サ込)

飲み放題の2時間が、2時間30分に延長できます。
※別料金にてスパークリングワインも承ります(1本 ￥3,500税・サ込)

●梅酒

●ノンアルコ

※10名様以上に限らせていただきます

乾杯より
2時間
飲み放題！
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優雅
華やかな新春のお祝いに

和洋折衷二段重 14,000 円 ( 税込 )
※3 〜 4 人前

< 限定 100 セット >

お申込み締切日

12 月 28 日 ( 木 )

おせちお渡し日

12 月 31 日 ( 日 ) 正午〜
〜

◎数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。
い

特選

※内容は写真と若干変更になる場合がございます。

和洋折衷三段重 21
21,000
000 円 ( 税込 )
※4 〜 5 人前

< 限定 100 セット >

IRIS Winter Plan 2017

Disco Night in IRIS

【復活！ ディスコナイト in アイリス 2017】
●2017年12月3日(日)

2017.12.3 SUN

●会場 2階 菖蒲の間
●料金(前売り) お一人様 ￥8,000 (お料理･ドリンク・税・サ込)
※当日券は￥8,500です
●開場/17:15〜 開宴/17:30〜 バンド演奏/18:15〜
※ショー終了後、抽選会あり
※チケットはフロントでお求めください
※[特別宿泊プラン]をご用意しております
★1泊朝食付シングル

6,300円(税・サ込)

★1泊朝食付ツイン(お二人様) 12,000円(税・サ込)

Bro KORN

SHOW-DAI BAND

RINA
【 ブラザーコーン

＆

将大バンド 】

WON t BE LONG でお馴染み、
DA BUBBLEGUM
BROTHERSのブラザーコーンが登場。
SHOW-DAI BANDのヴォーカル近藤将大は、
ダイナミックな
パフォーマンスと甘く切ない声で観客を魅了。
また、
女性シンガーRINAは、
ソウル溢れる歌声で会場
の火付け役！さあみんなで一緒に楽しもう！

IRIS Happy Christmas Plans
聖夜を彩るアイリスのクリスマスプラン!
期間12月23日(土)〜12月25日(月)

落ち着いた個室でゆっくりと味わう

築山の忘年会

￥6,000

お一人様
(税込)
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

※期間：11月1日(水)〜12月31日(日) ※前日までにご予約くだ
※前日までにご予約ください

●女性のお客様には岩盤浴(ラ･クー)優待券をプレゼント!
●ランチ/11:00〜14:00 ディナー/17:00〜21:00
●前日までにご予約ください

クリスマスの夜を美味しい料理と共に

天空クリスマスディナー
お一人様

5,500円(税込)

････････････････････････････････････････････････
●前菜：オードブル3種盛合せ ●スープ：オニオングランタンスープ
●魚料理：白身魚の蒸し煮 トマトとジェノバの2色ソース
●肉料理：秋田由利牛フィレ肉のステーキ ●季節のサラダ
●デザート：季節のフルーツとクリスマスデザートの盛合せ
●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶

笑顔あふれる、
クリスマスの夜をお楽しみください

家族で楽しむクリスマス
お一人様 3,000円(税込)
･･･････････････････････････････････
●ミネストローネスープ

●秋田由利牛のシチュー

●季節のサラダ ●フルーツとデザート
●パン or ライス

●コーヒー or 紅茶 or ソフトドリンク

【1階
階 和食処 築山】 17:00〜21:00
乾杯から2時間飲み放題(ワイン除く)
※乾杯から2時間飲み放題(ワイン除く)
※2名様から承ります(個室2名〜16名)
※ご利用は1階和食処「築山」のみとさせていただきます

