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黄金色に染まる故郷を感じながら。

深紅に輝くナナカマドの実がひときわ美しい、紅葉のシーズ

ンが到来しました。ホテルアイリスでは、味覚の秋にふさわ

しい、彩り豊かなお料理と、温かいおもてなしで、お待ちして

おります。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：9月3日(月)～11月4日(日)　

10F Sky Restaurant Tencoo 
天空 プリフィックス ランチコース
お一人様 ￥2,800(税込)
･･･････････････････････････････････････
●前菜の盛合せ　●本日のスープ　●ビーフカットステーキ　又は　魚介のポ

ワレ　●季節のサラダ　●本日のデザート　●パン or ライス

●コーヒー or 紅茶

天空スペシャル
ランチB
 お一人様

 ￥1,480(税込)
･････････････････
●アミューズグール

●本日のスープ

●ビーフステーキ  茸ソース(9月)　

秋田由利牛のビーフシチュー(10月)

●季節のサラダ

●パン or ライス　

●コーヒー or 紅茶

天空 秋のおすすめパスタ＆カレー
 お一人様 ￥980(税込)

･･････････････････････････････････････
●本日のスープ　●サラダ　●コーヒー or 紅茶

【9月】かぼちゃのクリームスパゲッティ
【10月】いろいろ茸とベーコンのペペロンチーノ

天

･･････

Lu
nc
h

  3日～  9日　チキン　コルドンブルー
10日～16日　エビフライ　サラダ添え
17日～23日　鶏肉のコンフィ
24日～30日　スズキのサルサヴェルテ

【 9月 】

収穫の秋の集いに！

※月替わりのお楽しみ！

【9月】ハンバーグカレー
【10月】野菜カレー

【 10月 】
  1日～  7日　ミックスフライ　サラダ添え
  8日～14日　鶏肉と白インゲン豆の煮込み
15日～20日　白身魚のポワレ
22日～28日　若鶏のトマト煮　バスク風
29日～  4日　魚介のグラタン

お一人様 ￥1,080(税込)

天空 スペシャルランチA
･･･････････････････････････････････････････

････････････････････････････
10月21日(日)

※ご利用はお一人様90分以内です
※席数に限りがございますので事前に予約をお勧めします

ランチ 12:00～14:30(最終入店13:30)

※10月21日はランチバイキングの為お休みです

IRIS Autumn Plans 2018 9/1→10/31

Lu
nc
h

魚介のグラタン

90分
フリー

天空ランチバイキング

●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

11/

Lu
nc
h

Lu
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h

スープ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセット！

和洋会席コース　　　　8,000円お一人様

特典

※送迎バスを無料でご利用いただけます。(15名様以上)

送迎バス無料

ご宿泊ご優待
一泊朝食付きのご宿泊料金を

お一人様6,300円(税別)で承ります。

ご案内状の印刷無料
※ご法要のご案内状の印刷をサービスいたします。

事前に枚数、表記内容についてお知らせください。(何枚でも可)

シングル/ツイン

和洋会席コース　　　　5,000円お一人様

ご葬儀コース料理 ご法要コース料理

ご葬儀向けのコース料理です。7,000円、8,000円、

10,000円の3種類のコースをご用意しております。

ご法要向けのコース料理です。5,000円、7,000円の

2種類のコースを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るメニュー構成となっております。

●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。

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。ご家族や親し
かった方々が集い、皆の想いを語り合う。



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　2018年9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。

お便り募集

岩盤浴ストーン・ラ・クーのお得情報！

特 典 １ 9～10月の毎日、お二人でご入浴のお客様は

お二人￥1,500でご入浴できます！

（三人以上の場合はお一人￥750）

特 典 2

9月と10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￥700でご提供！※詳細はお問い合わせください

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！

天空 パスタ＆カレーランチ

ペアで2名様にプレゼント！

お便り、お待ちしております！！

●天空パスタ＆カレーランチ  　ペア招待券 2名様
●天空スペシャルランチA　    ペア招待券 2名様
●天空スペシャルランチB   　  ペア招待券 1名様

お一人様 ￥3,780(税込)
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････
築山 秋の和洋会席
女子会や少人数のご会食などに最適なプランです！

※期間：9月1日(土)～10月31日(水)　　
※期間：9月1日(土)～10月31日(水)　ディナー 17:00～21:00　　

※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)　お一人様 2,220円
※前日までに要予約

ランチ 11:00～14:00　ディナー 17:00～21:00

※2名様より　※乾杯から2時間飲み放題　
※前日まで要予約　※写真は3名様の料理です
※毎週月曜日は300円引きのサービスです！！

ホテルアイリス　スカイレストラン天空 秋の宵プラン

Tencoo Autumn Party Plan

2時間
飲み放題！

･･････････････････････････

¥5,000
  (税込)

※メニューは変更になる場合がございます
※和洋会席膳 ￥7,000のコースもあります
※フリードリンク付は10名様から承ります
※ご予算などお気軽にご相談ください

秋の収穫プラン(折衷卓盛)

￥6,000お一人様 

･･･････････････････････････････････

フリードリンク付

コース
(お料理・お飲物・税･サ込)

秋田由利牛ディナー開催！

9月28日(金)

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

場所●ホテルアイリス　2階　菖蒲の間

開宴●18:30～　料金●お一人様 6,000円(税込)

主催●秋田由利牛をまるごと味わいつくす会

チケット●フロントでお買い求めください

定例第42回

●秋のお祭り膳 5,400円～

●松花堂弁当　 2,700円～

●折詰　          3,240円～

●皿盛(オードブル)

　　　　　       5,400円～

●お赤飯(1人前)   432円

秋まつりのおもてなし、ご親戚、ご家族の集いにどうぞ

仕出し 配達は11：00～18：00とさせていただきます

最高級
A5ランク

秋のまつり膳

ご予約は
お早めに！

2018年

冷酒・ワイン
も飲み放題

●牛肉と里芋の煮物　絹さやを添えて
●ローストポーク　赤ワインソース　
　ポテトフライ添え　
●赤魚の西京焼きと玉子焼き　
●若鶏のソテー　シャスールソース　
●鮭のムニエル　
　茸とケッパーのガーリックバターソース
●魚介とポテトのグラタン　
●温うどん　●ババロア

盛)
････

イン
題

【フリードリンク】
●ビール　●焼酎(芋・麦・米・甲類)　●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・ファジーネーブル)　

●ワイン(赤・白)　●冷酒(秋田誉「白玲瓏」・天寿「純米吟醸鳥海山」

・雪の茅舎「奥伝山廃」)　●日本酒(お燗・常温)　●梅酒　

●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル　　

●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)

※期間：9月1日(土)～10月31日

※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)　お一人様 2,220円
※前日までに要予約

ランチ 11:00～14:00　ディナー 17:00～21:00

天空 パ天

ペアで2ペ

お便り、

スタタ＆カレ＆カレ ランーランチチ 
ペシャルランチA

みなさまからのご意見、み ご意見

どをお待ちしてしております

レゼントいたたします。

お便り募お 募

●秋

●松

●折

●皿

　　

●お

仕出し 達

秋のま

※写真は￥3,240の
　松花堂弁当のイメージです

●タキシードドレス・ウェディングドレス

　レンタル(新作・ブランド含)

●美容着付け　●記念写真(集合・お二人)

※ご会食ご希望の方は、お一人様￥7,000

　で承ります。　

※お二人とご家族だけの挙式(館内神前

　挙式・八幡神社挙式)も承ります。

※ご予算についても、ご相談ください。

「輝き」

IRIS Autumn Bridal 2018
秋のブライダル相談会開催中
おふたりの理想にぴったりな

ブライダルが見つかります！

お気軽にご相談ください。
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