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IRIS Summer Plans 2017 7/1→8/31

30名様 880,000円

スカイレストラン天空 ウェディング

みんなが嬉しい！ウェディングプラン「慶び」 

･･･････････････････････････････････････････････････････････
（税込・サービス料込）

一名様追加料金 18,000円 
        (税込・サービス料込) 

Skyrestaurant Wedding

●チャペル挙式　●お料理（フレンチコース）　●お飲物　●フラワーアレンジメント(高砂、卓
上)　●婚礼衣裳(タキシード、ウェディングドレス)　●美容着付け　●ウェディングケーキ　
●司会者　●招待状　●席次表　●席札　●贈呈用花束

ウェディングプラン「慶び」

※お申込期間：2017年7月～8月にご成約のカップル限定　(挙式、披露宴は2018年4月まで)　
※毎月、第一水曜日、第三日曜日、ウェディング相談会を開催しております。お気軽にご来館ください。

ホテルアイリス10階 

特  典 ●ご両家控室　●送迎バス　●スィートルームご宿泊招待　
●1周年ディナーご招待　●ご出席者宿泊特別ご優待
　

天空 夏の
おすすめランチ
 お一人様

 ￥1,620(税込)
･･･････････････
●白身魚のカルパッチョ

●本日のスープ　

●牛フィレ肉のステーキ

●サラダ 

●パン or ライス　

●プチデザート

●コーヒー or 紅茶

天空 夏の
パスタランチ
 お一人様

 ￥1,260(税込)
･･･････････････
●白身魚のカルパッチョ

●本日のスープ

●厚切りベーコンと夏野菜の  

　ペペロンチーノ(7月)

●サラダ

●コーヒー or 紅茶

※パスタは月替わりです　※8月はボンゴレロッソ

天空 夏のおすすめディナー
お一人様 ￥3,500(税込)
･･･････････････････････････････････････････
●白身魚のカルパッチョ　●本日のスープ　●秋田由利牛のステーキ

　温野菜添え　●サラダ　●パン or ライス　●デザート

●コーヒー or 紅茶

Di
nn
er お一人様 ￥980(税込)

天空 スペシャルランチ

●スープ、サラダ、パン or ライス、コーヒー or 紅茶が

セットのお得なランチ！　週替わりです！

･･･････････････････････････････････････････

  3日～  9日　八幡平ポークのストロガノフ仕立て

10日～16日　白キスのフリッター

18日～23日　鶏モモ肉のソテー　香草パン粉焼き

24日～30日　鯖（サバ）の唐揚げ　香味ソース

31日～  6日　チキンカツカレー

当ホテルの門馬料理長が

全日本司厨士協会より

東北北部地方本部会長賞

を受賞しました！！

【 7月 】

【 8月 】
  7日～13日　白身魚と帆立のソテー　トマトソース

14日～20日　タンドリーチキン

21日～27日　舌平目のフライ　サラダ添え

28日～  3日　豚のロースソテー　おろし醤油ソース

･･･････････････････････････････････････････

美味しい料理とビールで乾杯！！

青く輝く夏の海。真っ白で大きな入道雲が夏の訪れを教えてくれ

る。暑い夏にはやっぱりビールが美味い！スタミナたっぷりの美味

しい料理とともに、乾杯しよう！

ホテルアイリスでは、皆様の笑顔のひとときを大切に、おもてな

しいたします。是非ご来館ください。

ランチタイム　   11:00～14:00
ティータイム　   14：00～17：00
ディナータイム　17：00～21：00　

10階スカイレストラン天空 　期間：７月1日(土)～8月31日(木)　

Congratulations！

ビールが最高に美味い
夏が来た！

天空 ファミリーランチバイキング

･･･････････････････････････････････････

大人(中学生以上)￥1,500 シニア(65歳以上)￥1,300
小学生￥1,000　幼児(3歳以上)￥500　(税込)

※ご利用はお一人様90分以内とさせていただきます
※席数に限りがございますので、予めご予約をお勧めいたします

ランチタイム　11：30～14：30(最終入店13：30)

90分
フリー

7月17(月)

Lu
nc
h

海の日 8月11(金)山の日

Lu
nc
h

白キスのフリッター

豚のロースソテー
おろし醤油ソース

Lu
nc
h

Lu
nc
h

先着予約
10組様
限定！

チ

税込)

･･･
チョ

野菜の  

当ホテルの門馬

全日本司厨士協

東北北部地方本

を受賞しました

Congratulation



爽やかな風と
ブナの息吹を感じる
田沢湖温泉郷
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ホテルグランド天空

ロッジアイリス

空

みなさまからのご意見、ご感想、ホテルアイリスへのご要望な

どをお待ちしております。お便りの中から抽選で下記商品をプ

レゼントいたします。

■応募方法(おはがき、FAX、Eメールで)

◎ホテルアイリスへのご意見、ご要望などご記入ください。また、ご希望

商品、お名前、住所、年齢、電話番号、職業を明記の上、ご応募ください。

■応募締め切り　2017年7月31日必着

■応募先　〒015-0821　由利本荘市肴町5番地

ホテルアイリス「フロムアイリス」係　FAX：0184-24-5120

Eメール：info@hotel-iris.jp

※プレゼントの当選発表は、発送をもってかえさせていただきます。

※お寄せ頂いた個人情報は、プレゼント発送以外の目的では使用いたしません。

お便り募集

●川井郁子ヴァイオリンコンサート                   
　　　　　　　　　　  　　　 ペア招待券 3名様
●天空おすすめランチ     　　 ペア招待券 1名様
●天空スペシャルランチ　  　 ペア招待券 3名様

K
A
D
A
R
E 
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K

【お問合せ】　教育委員会生涯学習課　☎0184-32-1332

●開場18：00　開演18：30　●チケット　S席4,500円　A席4,000円　B席3,500円
●販売　ローソンチケット(21786)　ゆりぷらざ　にかほ市観光協会　caoca広場　秋田県民会館　

川井郁子ヴァイオリンコンサート

2017.7.28.FRI

お一人様 ￥3,500
･････････････････････････････････････

(税込)

落ち着いた雰囲気の個室で、ごゆっくりとお寛ぎ頂けます。

【1階 和食処 築山】　

ランチ 11：00～14：00　ディナー 17:00～21:00　

期間：7月1日(土)～8月31日(木)　※料理は全10品です

※2名様から承ります(個室2名～16名)　※フリードリンク

(2時間)もあります　男性：2,300円　女性：1,800円　（ワイ

ン除く）　※前日までに要予約

岩盤浴ストーン・ラ・クーのお得情報！

最高の癒し空間が
ここにあります。

特 典 １ 7月の(月)・(土）と8月の(火)・(木)は入浴料￥800！

特 典 2 ７月と8月の毎日(水曜日除く)、スカイレストラン

「天空」・和食「築山」のレシート持参(980円以上)

で、入浴料を￥600でご提供！

※レシートはレストランご利用月内のみ有効です。　

(お食事と岩盤浴のご利用日が別日でもOKです)

特 典 3 毎週金曜日、ポイントが2倍に！

ホテルアイリス地下1階　岩盤浴ストーン・ラ・クー　

営業時間●11:30～21:00(最終受付１9:30)　水曜定休　

※女性専用　入浴料●￥1,200(学生割引￥500)　

浴衣・タオル・ミネラルウォーター含

･･･････････････････････････････････････
特 典 4 回数券5枚 ￥5,000　ワンコインチケット(￥500)2枚付！

ビートルズ・トリビュートバンド

コマ・ダダ

The BEATLES NIGHT

7/5Wed

IRIS Summer Beer Festa 2017

COMMA-
DADAThe BEAT

LES TRIB
UTE BAN

D

･･･････････････････････････
た雰囲気の個室で、ごゆっくりとお寛ぎ頂けます。

 和食処 築山】

チ 11：00～14：00 ディナー 17:00～21:0
【10階 スカイレストラン 天空】　

ディナー　17：00～21：00　期間：7月1日(土)～8月31日(木)　

※2名様から承ります　※お料理のみ￥3,000(税込)

※前日までに要予約

ホテルアイリス　スカイレストラン天空サマープランスカイレストラン天空サマープラン
TENCoo Summer Plan

7月28日(金)　8月25日(金)　「天空サ
マープラン」を￥300引きでご提供！

プレミアムフライデー
は￥300引き！！

2時間
飲み放題！

･･････････････････････････

¥5,000
  (税込)

●２０17年7月29日(土)　●ホテルアイリス8階屋上特設会場
●料金/お一人様　　￥5,000(お料理・お飲物・税・サ込)
　　　 高校生以下　￥3,000
●お食事/18:30～　●花火打上開始/19:30～
●チケットはフロントでお求めください

●開場18：00　開演18：30　●チケット　S席4,500円　A席4,000

川井郁子ヴァイオリンコンサート

2017.7.28.FRI

川井郁子ヴァイオリン
コンサートのペア招待券
を3名様にプレゼント！

※ご希望の方は、7月15日まで
　ご応募ください

築山 夏の和洋会席

･････････････････････････････････････

和洋会席コース　　　　5,000円お一人様

ご法要コース料理

ご法要向けのコース料理です。5,000円、7,000円の2種類

ご用意しております。会場内で全てお召し上がりいただけます。

●送迎バス無料(15名様以上)　●ご案内状印刷無料　●お料理は季節に

より、内容・器など変わります。　●お子様向けのお料理も承ります。　

●表記料金の他に、サービス料・消費税は別途で承ります。

一周忌、三回忌、七回忌・・・故人のご冥福をお祈りし、

懐かしい思い出を偲ぶ節目の大切な儀式

･････････････････････････････････････日時●7月5日(水)　開場●18：15～　開宴●18：30～

ところ●ホテルアイリス２階 菖蒲の間（着席）

料金●お一人様 6,500円（お料理・お飲物・消費税・サービス料込）　

※お飲物はフリードリンクです ※チケットはフロントでお求めください

●川井郁子ヴァイオリ
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