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春の
お祝いプラン
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卒業、入学、就職などの記念に

ローストポーク サラダ仕立て

天空 スペシャルランチ

心地よい風と小鳥のさえずりが、春の訪れを知らせてくれ

･･･････････････････････････････････････････
お一人様

る。春は節目の季節です。
慣れ親しんだ人との別れ、新しい

￥980(税込)

●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！

門出、出会い・・・様々なドラマがあります。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。

【 3月 】
5日〜11日

是非、
ご来館ください。

若鶏のポトフ仕立て

12日〜18日 鰆(サワラ)のソテー トマトとバルサミコソース
19日〜25日 骨付き鶏モモ肉のスパイシー煮込み
26日〜 1日

10F Sky Restaurant Tencoo

鮭のグリル レモンバターソース

【 4月 】
2日〜 8日

豚ヒレ肉のカツレツ トマトソース

9日〜15日

真鯛のフライ

16日〜21日

サラダ添え

若鶏のシャスール風

23日〜29日 舌平目の蒸し煮 カレークリームソース

天空 春のお祝いディナー
お一人様 ￥3,500(税込)

30日〜 6日

ローストポーク サラダ仕立て

※4月22日はランチバイキングの為お休みです

･･･････････････････････････････････････････
●前菜3点盛
10階スカイレストラン天空
期間：3月1日(木)〜4月30日(月)
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ランチタイム
ティータイム
ディナータイム

11:00〜14:00
14：00〜17：00
17：00〜21：00

天空 春の
お祝いランチ
お一人様

￥1,620(税込)

●本日のスープ ●国産牛のステーキ

●サラダ ●デザートとフルーツ

温野菜添え

●パン or ライス
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天空
天空お花見ランチバイキング
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●コーヒー or 紅茶
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90分
フリー

4月22日(日)

天空 春のお祝いパスタランチ

※パスタは月替わりです

お一人様

￥1,260(税込)

･･････
･･････････････････････････････････････
●前菜3点盛

●本日のスープ

●サラダ ●コーヒー or 紅茶

※写真はイメージです

ランチ 12:00〜14:30(最終入店13:30)

･･･････････････
●前菜3点盛 ●本日の

大人(中学生以上) ￥1,500

スープ ●サラダ

シニア(65歳以上) ￥1,300

●アンガスビーフのカツ

小学生 ￥1,000 幼児(3歳以上) ￥500

レツ 温野菜添え
●パン or ライス
●デザートとフルーツ
●コーヒー or 紅茶

【3月】
筍と山菜の和風スパゲッティ 【4月】キャベツとアンチョビのペペロンチーノ

行う、わたしたちにとって馴染みの深い神社です。歴史ある神社を舞台に、古式ゆかしい神前挙式を、お薦めいたします。

本荘八幡神社挙式プラン

て、威勢のいいかけ声とともに街を練り歩きます。お正月は初詣のお参りをする神社として、
また七五三やお宮参りなども

情緒溢れる神社の風景︒

行列の祭典は約350年の歴史があります。江戸時代の豪華な絵巻物が再現され、町内の子供が殿様に扮し古式にならっ

歴史ある本荘八幡神社で

本荘八幡神社は、慶長12年(1607年)に建立。複数回の建替えが行われ現在にいたります。毎年9月に開催される、大名

ふたりの永遠を誓う︒

厳粛な雰囲気に包まれる古式ゆかしい神前挙式。
新しい和のかたちが今はじまります。

※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
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１階和食処「築山」落ち着いた和室で、気の合う仲間と語り合う。 ランチ 11:00〜14:00
節目の春を祝う。
ホテルアイリスではお客様の
様々なシーンにご対応いたします。

ディナー 17:00〜21:00

女子会や少人数のご会食などに最適です。

築山 和洋会席

お一人様

￥3,500(税込)

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

由利本荘ひな街道

※期間：3月1日(木)〜4月30日(月)

雛をめぐり、歴史を散歩

三月三日は雛人形を飾り、女の
子の健やかな成長を願うおまつ
り。十八世紀の後期、北前船の寄
港地であった本荘の港には、沢
山の文化、商品が上方からもた
らされました。大型で気品に満ち
た享保雛や古今雛の数々。毎年
この季節には多くの雛人形で、本
荘の街が彩られます。

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

築山 雛弁当
お一人様

￥1,620(税込)
シェフ厳選の素材を
お一人様

コース
￥6,000 (お料理
・お飲物・税･サ込)

風味豊かに、彩り良く
華やかな雛弁当に仕

フリードリンク付
※和洋膳
（￥7,000〜)のコースもございます
※フリードリンク付は10名様から承ります
※メニューは変
※メニューは変更になる場合がございます

※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：2,500円
女性：2,000円 ※前日までに要予約

上げました。
期間：3月1日(木)〜3月31日(土)

Magokoro
g
Plan
スカイレストラン天空 まごころプラン

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

2時間
飲み放題！

･･････････････････････････

¥5,000
(税込)

ご葬儀コース料理

ご法要コース料理

和洋御膳コース
※写真は3名様用です

【10階
階 スカイレストラン天空】 17:00〜21:00
名様から承ります ※フリードリンク(2時間呑み放題)
※2名様から承ります
※フリードリンク(2時間呑み放題)です
※前日までに要予約 ※期間：3月1日(木)〜4月30日(月)

お一人様

8,000円

和洋会席コース

お一人様

5,000円

ご葬儀向けのコース料理です。
7,000円、8,000円、10,000円

ご法要向けのコース料理です。
5,000円、7,000円の2種類

の3種類のコースを用意しております。

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
●お引物・お引菓子・黒飯の手配も承ります

●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。
ご相談ください

●表記料金の他に、
サービス料・消費税は別途で承ります

お便り募集
ゆったりと
のんびりと
田沢湖温泉郷

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

最高の癒し空間が
ここにあります。

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。

天空春のお祝いランチ
ペアで1名様にプレゼント！
お便り、お待ちしております！！
岩盤浴ストーン・ラ・クーのお得情報！
特 典１
特典2

3月の(火)・(土）
と4月の(日)・(木)は入浴料￥800！
3月と4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)

空
ホテルグランド天空

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)

ロッジアイリス

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！

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

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

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

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

●天空春のお祝いランチ
●天空パスタランチ
●天空スペシャルランチ

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 2018年3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。

