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IRIS Early Summer Plans 2017 5/1→6/30
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日頃の感謝を
美味しい料理で
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エビのフリッター
スイートチリソース

Lu

母の日、
父の日、
家族皆で感謝を込めて
天空 スペシャルランチ

爽やかな風が吹き抜ける、
新芽が眩しい新緑の季節にな

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

りました。今年の母の日は5月14日(日)、父の日は6月18

●スープ、
サラダ、パン or ライス、
コーヒー or 紅茶が

日(日)。
家族みんなで集い、
感謝の気持ちを伝えませんか。

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

お一人様

￥980(税込)

セットのお得なランチ！ 週替わりです！

ホテルアイリスでは、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。

【 5月 】
1日〜 7日

白身魚となすのトマトソースグラタン

8日〜13日

鳥海ポークカツ

サラダ添え

15日〜21日 スズキの香草パン粉焼き
22日〜28日

若鶏のブランケット

29日〜 4日 エビのフリッター スイートチリソース

10F Sky Restaurant Tencoo

天空 初夏のおすすめディナー
お一人様 ￥3,500(税込)

【 6月 】

･･･････････････････････････････････････････
●前菜盛合せ

●本日のスープ

●秋田由利牛カットステーキ

温野菜添え ●サラダ ●デザート ●パン or ライス

10階スカイレストラン天空
期間：5月1日(月)〜6月30日(金)

●コーヒー or 紅茶
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天空 初夏の
おすすめランチ

蒸し鶏のサラダ添え

ランチタイム
ティータイム
ディナータイム

h

nc

11:00〜14:00
14：00〜17：00
17：00〜21：00

天空 初夏の
パスタランチ

Lu

お一人様

お一人様

￥1,620(税込)

￥1,260(税込)

･･･････････････

･･･････････････

●前菜の盛合せ

●前菜の盛合せ

●本日のスープ

●本日のスープ

●アンガスビーフのステーキ

●山菜の和風スパゲッティ

エビフライ サラダ

柚子風味(5月)

●パン or ライス

●サラダ

●プチデザート

●コーヒー or 紅茶

5日〜11日

ローストビーフ 温野菜添え

12日〜17日

舌平目と小エビのクリーム煮

19日〜25日

蒸し鶏のサラダ添え

26日〜 2日

魚介のアクアパッツァ

h
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90分
フリー

Lu

天空 ファミリーランチバイキング

14(日)

母の日 5月

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

●コーヒー or 紅茶

18(日)

父の日 6月

････････････････････････････
(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

※パスタは月替わりです ※6月は小エビとフェットチーネのアメリケーヌ

先着予約
10組様
限定！

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5月〜6月にご成約のカップル限定 (挙式、
披露宴は2018年2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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ホテルアイリス

1階 和食処 築山

旬の素材を活かし、
丹精込めて創られる和洋会席
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

築山 初夏の和洋会席

お一人様 ￥3,500 (税込)

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
「築山 初夏の和洋会席」をご用意いたしました。
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。
爽やかな初夏を彩る
をご用意いたしま

●赤ピーマンのムース 蟹飾り カリフラワー・パプリカ2種・ラディッ
シュと帆立貝のハーブマリネ
●北限の河豚タタキと炙り鮪のサラダ仕立て 雲丹ドレッシング
●秋田牛のロースト ブロッコリー・ヤングコーン・プチトマト・インゲ
ン豆を添えて 赤ワインソース
●合鴨の香草蒸し 空豆ソース
●鯛とつくね・舞茸・人参・スナップエンドウ・しめじの寄せ蒸し
●ヒラマサ・海老・茄子・赤パプリカ・舞茸の天婦羅盛合せ
●握り寿司 鮭・ツブ貝・甘海老
●温本荘うどん 薬味一式

ご法要コース料理

●抹茶ノワールと苺の盛合せ

和洋会席コース

お一人様

5,000円

【1階 和食処 築山】

ご法要向けのコース料理です。
5,000円、7,000円の2種類

ランチ 11：00〜14：00 ディナー 17:00〜21:00

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

期間：5月1日(月)〜6月30日(金)
※料理は全9品です ※2名様から承ります(個室2名〜16名)

●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。

※前日までにご予約ください

●表記料金の他に、
サービス料・消費税は別途で承ります。

※メニューは変更になる場合がございます

IRIS Summer Beer Festa 2017

The BEATLES NIGHT

最高の癒し空間が
ここにあります。

7/5Wed
ビートルズ・トリビュートバンド

岩盤浴ストーン・ラ・クーのお得情報！
ES

特 典１
特典2

5月の(月)・(火）
と6月の(木)・(金)は入浴料￥800！
5月と6月の毎日(水曜日除く)、
スカイレストラン
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ビートルズバンドとして絶対的な位置をキープし続け、近年では、カ

「天空」
・和食「築山」のレシート持参(980円以上)

ラオケ「ダム」のビートルズ収録曲をすべて演奏。海外においては、ビ

で、入浴料を￥600でご提供！

ートルズコンベンションに毎年出演招待があるほどの実力派。
イギリ

※レシートはレストランご利用月内のみ有効です。

スの風を感じながら、美味しい料理とともにホットな夜を楽しもう！

(お食事と岩盤浴のご利用日が別日でもOKです)

日時●7月5日(水)

特典3

毎週金曜日、ポイントが2倍に！

特典4

回数券5枚 ￥5,000 ワンコインチケット(￥500)2枚付！

※お飲物はフリードリンクです。

岩盤浴ストーン・ラ・クー

営業時間●11:30〜21:00(最終受付１9:30)
※女性専用

開宴●18：30〜

料金●お一人様 6,500円（お料理・お飲物・消費税・サービス料込）

･･･････････････････････････････････････
ホテルアイリス地下1階

開場●18：15〜

ところ●ホテルアイリス２階 菖蒲の間（着席）

水曜定休

入浴料●￥1,200(学生割引￥500)
※チケットはフロントでお買い求めください。

浴衣・タオル・ミネラルウォーター含

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
レゼントいたします。

ホテルグランド天空
空

KADARE INFO

爽やかな風と
ブナの芽吹きを感じる
田沢湖温泉郷

DRUM TAO 舞響〜Bukyo〜踊る○(WA)太鼓 ２

ロッジアイリス

.7.2.SUN

2017

●開場16：00 開演16：30 ●チケット 6,000円(税込、全席指定) ●販売 ゆりぷらざ
ローソンチケット(22576)、チケットぴあ（329-510）

天空初夏のパスタランチの
ペア招待券を
1名様にプレゼント！

●天空パスタランチ
●天空おすすめランチ
●天空スペシャルランチ

ペア招待券 1名様
ペア招待券 1名様
ペア招待券 3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
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5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。

【イベントに関するお問合せ】 カダーレ事務局 ☎0184-22-2500

※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。

