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IRIS Winter Plans 2017 11/1→12/31

この一年に
感謝を込めて

澄み渡る空に舞う渡り鳥、庭先には真っ赤に輝く南天の実が冬の訪

す。皆様のご来館を是非お待ちしております。
【スカイレストラン天空

営業時間】ランチタイム
ティータイム
ディナータイム

期間：11月1日(水)〜12月31日(日)
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豚肉のカツレツ
ボロニア風

Lu

彩り豊かで心も身体も暖まる、美味しい料理をお楽しみいただけま

家族や仲間で、
笑顔のひとときをどうぞ
10階スカイレストラン天空
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れを教えてくれる。
この一年に感謝を込めて。ホテルアイリスでは、
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11:00〜14:00
14：00〜17：00
17：00〜21：00

天空 スペシャルランチ

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

天空 パスタランチ(月替わり)
天
お一人様

お一人様

￥1,260(税込)

セットのお得なランチ！ 週替わりです！
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●前菜 お肉のテリーヌ(ポークプロバンス風パテ コルニッション添え)
●本日のスープ

￥980(税込)

●スープ、
サラダ、パン or ライス、
コーヒー or 紅茶が

【 11月 】

●季節のサラダ ●コーヒー or 紅茶

6日〜12日 若鶏のソテー シャスール風
13日〜19日

鱸(スズキ)のピカタ 香草風味

20日〜26日 豚肉のカツレツ ポロニア風
27日〜 3日 舌平目のポーピエット クリームソース

【 12月 】
4日〜10日

煮込みハンバーグ

11日〜17日 帆立と小海老のフローレンスグラタン
18日〜24日

丸鶏のロースト ポテトフライ添え

25日〜31日 カサゴと海老のアメリケーヌソース
※12/23はランチバイキングのため、お休みです

天空 おすすめディナー
※12月23〜25日はクリスマスディナー
お一人様 ￥3,500(税込)
のため、
お休みいたします
･･･････････････････････････････････････････
●前菜
添え)

お肉のテリーヌ(ポークプロバンス風パテ コルニッション
●本日のスープ ●ロブスターと魚介のアメリケーヌソース

【 11月 】

【 12月 】

●いろいろ茸のペペロンチーノ

●ナスとスナップエンドウ豆の
トマトソーススパゲッティ

●季節のサラダ ●パン or ライス ●デザートとフルーツ

h

天空 おすすめランチ

nc

Lu

お一人様

￥1,620(税込)

h

nc

90分
フリー

･･･････････････
●前菜

お肉のテリーヌ

ランチタイム 11：30〜14：30(最終入店13：30)

大人(中学生以上) ￥1,500

(ポークプロバンス風パテ

シニア(65歳以上) ￥1,300

コルニッション添え)

小学生 ￥1,000

●本日のスープ

幼児(3歳以上) ￥500

●真鯛と小海老の白ワイン
蒸し サフランソース
●パン or ライス
●デザートとフルーツ
※写真はイメージです

●コーヒー or 紅茶

先着予約
10組様
限定！

23

天空 クリスマスランチバイキング
天

12月
日(土祝)
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Lu

(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

Tencoo Wedding
ホテルアイリス10階

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」

30名様

880,000円

（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)

･･･････････････････････････････････････････････････････････
ウェディングプラン
「慶び」
●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

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

Skyrestaurant Wedding

※お申込期間：2017年11月〜12月にご成約のカップル限定 (挙式、披露宴は2018年8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。
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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)

IRIS Winter Plan 2017

Disco Night in IRIS

●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

2017.12.3 SUN
【復活！ ディスコナイト in アイリス 2017】

お一人様
お

Bro KORN

SHOW-DAI BAND

RINA

天空クリスマスディナー 5,500円(税込)

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

●2017年12月3日(日)
●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)

【 ブラザーコーン

お一人様

築山 和洋会席

お一人様

￥3,500(税込)

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

※期間：11月1日(水)〜12月31日(日)

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！

家族で楽しむクリスマス 3,000円(税込)
女子会や小人数の忘年会などにご利用ください。

＆

ご葬儀・ご法要

最高の癒し空間が
ここにあります。

内覧会開催
2017 年

11/19( 日 ) 11:00 〜 15:00
「ご葬儀・ご法要

内覧会」

【日

時】2017 年 11 月 19 日 ( 日 )

【場

所】ホテルアイリス

【展

示】お料理 ( 葬儀用、法要用 )、お引物、お引菓子、他

【内

容】11：00 〜

3階

11：00 〜 15：00

アクアクララホール

内覧会

12：00 〜

ご法要料理

15：00

内覧会終了

11月の(木)・(日）
と12月の(火)・(土)は入浴料￥800！

特 典１

11月と12月の毎日(水曜日除く)、
スカイレストラン

特典2

「天空」
・和食「築山」のレシート持参(980円以上)
ご試食会 ( 予約制 )

【試食会】お一人様 1,000 円 ( 税込 )

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。

※一組二名様まで

(お食事と岩盤浴のご利用日が別日でもOKです)

※11月12日(日)まで、
事前にご予約をお願いいたします。試食メニュ

特典3

毎週金曜日、ポイントが2倍に！

ーは、
ご法要料理7,000円コースをアレンジしてご提供いたします。

特典4

回数券5枚 ￥5,000 ワンコインチケット(￥500)2枚付！

･･･････････････････････････････････････
【1階 和食処 築山】 17:00〜21:00
名様から承ります(個室2名〜16名)
※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：2,500円
女性：2,000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！

ご試食会をご予約頂きましたお客様には、会葬品各種、

特典

お引物割引券、岩盤浴招待券を進呈いたします。
また、当日ご成約頂いたお客様には、ツインルームの
無料宿泊券を進呈いたします。

･･･････････････････････････････････････
ホテルアイリス地下1階
※女性専用

水曜定休

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
※岩盤浴施設

優雅

岩盤浴ストーン・ラ・クー

営業時間●11:30〜21:00(最終受付１9:30)

12月31日〜1月3日の期間、休館とさせていただきます

お便り募集
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
たします。
レゼントいたします

ゆったりと
のんびりと
田沢湖温泉郷

天空おすすめランチ
ペアで1名様にプレゼント！
お便り、お待ちしております！！

和洋折衷 段重 21
和洋折衷三段重
21,000
000 円 ( 税込 )
※4 〜 5 人前 ＜限定 100 セット＞

●天空おすすめランチ
●天空パスタランチ
●天空スペシャルランチ

空
ホテルグランド天空

ペア招待券 1名様
ペア招待券 1名様
ペア招待券 2名様

■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

和洋折衷二段重 14,000 円 ( 税込 )

ロッジアイリス

※3 〜 4 人前 ＜限定 100 セット＞

･････････････････････････････････････
お申込み締切日
おせちお渡し日

12 月 28 日 ( 木 )
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。

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11月30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。

