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IRIS Winter Plans 2018 11/1→12/31

ありがとうの感謝を込めて
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この一年を振り返り、喜びを分かち合う。
鮭のムニエル
タルタルソース

真っ白な衣を身に着ける鳥海山が冬の訪れを知らせてくれ

天空 スペシャルランチA

る。師走のひとときには、ゆっくりと一年を振り返り、
感謝を
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込めて、皆で集う。ホテルアイリスでは、
この一年に感謝を込

お一人様

スープ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセット！

めて、皆が笑顔になれるお料理をご用意いたしました。皆様

【 1１月 】

のご来館を是非お待ちしております。

5日〜11日 厚切り豚ロースの香草パン粉焼き
12日〜18日 鮭のムニエル タルタルソース
19日〜25日 若鶏のフリカッセ
12/
26日〜 2日 スズキのロースト ガーリックバターソース

10F Sky Restaurant Tencoo

【 12月 】

天空 スペシャルランチB
お一人様 ￥1,580(税込)
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10階スカイレストラン天空
期間：11月1日(木)〜12月31日(月)
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￥1,080(税込)

●前菜の盛合せ

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

●本日のスープ

●秋田由利牛ビーフシチュー

フィットチーネと温野菜添え ●季節のサラダ ●本日のデザート

※12月23日はランチバイキングの為お休みです

●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶
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天空 ディナー
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天空 おすすめパスタ＆シーフード
天
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●本日のスープ

お一人様

お一人様

￥1,080(税込)

3日〜 9日 豚ヒレ肉のカツカレー
10日〜16日 舌平目のデュクレレ風
17日〜22日 丸鶏のロースト ポテトフライ添え
24日〜30日 魚介3種のフライ サラダ添え
1/
31日〜 6日 ローストビーフ 西洋わさび添え

●サラダ ●コーヒー or 紅茶

お一人様

90分
フリー

￥1,350(税込)

￥3,500(税込)

天空クリスマス
ランチバイキング
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12月23日(日)

●アミューズグール
●本日のスープ

ランチ 12:00〜14:30(最終入店13:30)

●ビーフカットステーキ
●季節のサラダ

●大人(中学生以上) ￥1,700

●パン or ライス

●シニア(65歳以上) ￥1,500
●小学生￥1,100 ●幼児(3歳以上) ￥500

●コーヒー or 紅茶

【11月】小海老と明太子のクリームスパゲッティ 【11月】鯛と帆立のポワレ 白ワインソース
【12月】いろいろ茸とベーコンのペペロンチーノ 【12月】魚介類のブイヤベース

IRIS 2018
Autumn Bridal Fair

※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

11/3

Saturday

ホテルアイリス 秋のブライダルフェア開催

11:00〜15:00
●会場見学●
神前式場、チャペル式場、披露宴会場
スカイレストラン天空
●アイテム展示●

婚礼料理・引出物・引菓子・写真・装花
エステ・ハネムーン・ブライダル衣装

厳粛な雰囲気の古式ゆかしい神前挙式

「八幡神社挙式プラン」
地元特割プラン

1607年に建立した本荘八幡神社。毎年9月に開催される八幡神社祭

やっぱり地元がいい！
100名様 2,380,000円 (税込)
●ご新婦様衣裳(和・洋装各2点)

30万円(新作、

ブランド含) ●美容着付け 10％割引
●記念写真 10％割引
割引

●お料理・お飲み物 5％

●デザートビュッフェ 無料

ドリンク 無料

●ウェルカム

●スウィートルーム宿泊 プレゼント

●送迎バス 無料

●1周年ディナー ご招待

※引出物・引菓子・ビデオ撮影は除きます

典、お正月の初詣、七五三やお宮参りなど、私たちにとって馴染みの深
い八幡神社。歴史のある神社を舞台に、神前挙式をお薦めいたします。

フォトウェディングプラン

「輝き」278,000円 (税込)
●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。
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※4 〜 5 人前 ＜限定 100 セット＞

家族みんなで新春を祝う

和洋折衷三段重 21
000 円 ( 税込 )
21,000

ものまねタレントとして活躍を続ける「美川憲
二」その形態、声帯ともソックリ度はトップクラ
スを誇る。美川健二とそのオトモダチ6人によ
る
「NEW HALF SHOW」
は[歌とダンスとトー
ク]が炸裂します。驚く！感動する！楽しめる！こ
のショーは 怖いものみたさ！ の心理に勝ると
も劣らず、観る者を トリコ にします。

･･････････････････････

和洋折衷二段重
※3 〜 4 人前

12.5

14,000 円 ( 税込 )

＜限定 100 セット＞
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お申込み締切日

12 月 28 日 ( 金 )

おせちお渡し日

12 月 31 日 ( 月 ) 正午〜

●2018年12月5日(水)
●会場 2階 菖蒲の間
●料金 お一人様 ￥13,000
(お料理・お飲物・消費税・サービス料込)
●受付/17:30〜 開場/18:15〜
お食事/18:30〜 ショー/19:00〜
※ショー終了後、抽選会あり
※高校生以下のご入場はお断りいたします
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◎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。

一年のご褒美に、落ち着いた個室で美味堪能！

築山の忘年会

￥3,780

お一人様
(税込)
(税
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････
･･････････････････････････････････････････････････････････････････

IRIS Happy Christmas Plans

聖夜を彩るアイリスのクリスマスプラン!

※期間
間：11月1日(木)〜12月31日(月) ※前日までにご予約くださ
※前日までにご予約ください

期間12月22日(土)〜12月25日(火)
●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

クリスマスナイトをゆっくりと美味しい料理と共に

天空クリスマスディナー

家族みんなが笑顔で、美味しいクリスマス！

6,000円(税込)

お一人様

家族で楽しむクリスマス
お一人様 3,000円(税込)
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【和食処
和食処 築山】 ランチ/11:00〜14:00
ディナー/17:00〜21:00 (Lo20:30)
※フリードリンク(2時間) お一人様 ￥2,220(税込)
※2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)
※ご利用は1階和食処「築山」のみとさせていただきます

●前菜盛合せ(ローストチキン・茸とベーコンのキッシュ・白身魚のエス
カベッシュ)

･･･････････････････････････････････

●季節野菜のポタージュスープ

●ロブスター アメリケーヌソース ●秋田由利牛フィレ肉のロッシーニ

●ミネストローネスープ

温野菜添え ●季節のサラダ ●デザートとフルーツの盛合せ

温野菜添え ●季節のサラダ ●フルーツとデザート

●秋田由利牛のシチュー

●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶

●パン or ライス

●コーヒー or 紅茶 or ソフトドリンク

お
お便り募集
募集
みなさまからのご意見、
み
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
しております。お便りの中から抽選で下記商品をプ
お便り
お便
どをお待ちしております
レゼントいた
たします。
レゼントいたします

一年のご褒美に
ゆっくりと癒される

天空 パスタランチ
ペア
ペアで2名様にプレゼント！
お便
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

お二人￥1,500でご入浴できます！

田沢湖温泉郷

空
ホテルグランド天空

11〜12月の毎日、お二人でご入浴のお客様は
（三人以上の場合はお一人￥750）

特典2

11月の(日)・(金)と12月の(火)・(土)は入浴料￥800！

特典3

回数券5枚 ￥5,000 ワンコインチケット(￥500)2枚付！

●天空パスタランチ
●天空スペシャルランチA
●天空スペシャルランチB

11月と12月の毎日(水曜日除く)、
スカイレストラン

■応募方法(おはがき、FAX、Eメールで)

特典4

「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

ロッジアイリス

ペア招待券 2名様
ペア招待券 2名様
ペア招待券 1名様

◎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。
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■応募締め切り 2018年11月30日必着

ホテルアイリス地下1階

■応募先

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)

〒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

浴衣・タオル・ミネラルウォーター含

※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。

※12月31日〜1月3日はお休み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。

