
天空 おすすめパスタ＆シーフード
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●本日のスープ　●サラダ　●コーヒー or 紅茶

【1月】新春のスパゲティ　ナポリタン
【2月】茄子とタラのクリームスパゲッティ

【1月】牛ロースのカツレツ　 【2月】牛ロースのステーキ

【1月】カサゴと小海老のアメリケーヌソース
【2月】鯛と小海老の白ワインソース

天
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お一人様 ￥1,080(税込) お一人様 ￥1,350(税込)

隔月刊[フロムアイリス]2019.1  No.82

IRIS New Year Plans 2019 1/1→2/28

天空スペシャルランチB
お一人様 ￥1,580(税込) 

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

お一人様 ￥1,080(税込)

天空 スペシャルランチA

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！

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

31日～  6日　ローストビーフ　西洋わさび添え

  7日～13日　小海老とポテトのグラタン

14日～20日　若鶏煮込みコック・オー・ヴァン

21日～27日　寒鰤(ブリ)のソテー

28日～  3日　豚ロースのチーズカツレツ

【 1月 】

【 2月 】

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

新年を家族で、仲間で語り合おう！

新春のスタートは、ホテルアイリスの美味しい料理で！

新年の豊富を語り合い、家族、仲間の健康を祈念する、新春を

飾るお料理を各種ご用意いたしました。温かいお料理と暖か

いおもてなしで、お迎えいたします。皆様のご来館を是非お待

ちしております。

10階スカイレストラン天空 　期間：1月1日(火)～2月28日(木)　

初春のお祝いに

天空 バレンタインランチバイキング天Lu
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  4日～10日　寒鱈(タラ)のポワレ

11日～16日　チキンライス　オムレツ添え

18日～24日　魚介のクリーム煮　フェットチーネ添え

25日～  3日　キーマカレー

2月17日(日)

【スカイレストラン天空　営業時間】

※2/17はバレンタインランチバイキングのため
　天空スペシャルランチはお休みです

紅の淡い衣を身にまとい、美しく白雪に映える寒紅梅。

2019年、新しい年の始まりです。

皆様にとって、よき新春をお迎えのことと、お慶び申し上げます。

ホテルアイリスでは、今年一年、心も体も癒されるホテルライフをご提

供できるよう、努めてまいりたいと思います。

皆様にとって笑顔あふれる一年でありますように。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ホテルアイリス　スタッフ一同

新年おめでとうございます

寒鱈(タラ)の
ポワレ
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天空 おすすめハンバーグランチ
お一人様 ￥1,350(税込)

･･･････････････････････････････････････
●本日のスープ　●サラダ　●パン or ライス　●コーヒー or 紅茶
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※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)

●大人(中学生以上)　￥1,700
●シニア(65歳以上)　￥1,500
●小学生￥1,100 
●幼児(3歳以上) ￥500

1/

2/

3/
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【1月】秋田由利牛煮込みハンバーグ　【2月】秋田由利牛チーズハンバーグ

●前菜の盛合せ　●本日のスープ　●牛ロースステーキ　温野菜添え　

●季節のサラダ　●パン or ライス　●コーヒー or 紅茶
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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

10F Sky Restaurant Tencoo



新年は
ゆっくりと
のんびりと
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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　2019年1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。

お便り募集

岩盤浴ストーン・ラ・クーのお得情報！

特 典 １ 1～2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！(3人以上はお一人￥750)

各日、ランチパックご招待/スペシャルランチＡ＆Ｂ
/岩盤浴ご招待券 を抽選でプレゼント！
また、もれなくご優待券が貰えます！
　

特 典 2

1月と2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

1月の(月)・(木)と2月の(火)・(金)は入浴料￥800！

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

･･･････････････････････････････････････
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特 典 4

回数券5枚 ￥5,000 ワンコインチケット(￥500)2枚付！

新春企画！

天空 各種ランチをペアで

1名様にプレゼント！

お便り、お待ちしております！！

●天空スペシャルランチB  　      ペア招待券 1名様
●天空シーフードランチ　    　　ペア招待券 1名様
●天空パスタランチ　　　   　  ペア招待券 1名様
●天空スペシャルランチA　   　  ペア招待券 1名様

田沢湖温泉郷

お一人様 ￥3,780(税込)
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築山 新春和洋会席
新年のお祝いに、落ち着いた個室で美味堪能！ 2019年、新春の宴を飾る、ホテルアイリスの新年会プラン！

【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)も承ります　お一人様 ￥2,220(税込)
※2名様から承ります(個室2名～16名)

※期間：1月1日(火)～2月28日(木)　※前日までにご予約ください　

※12月30日～1月3日はお休みです　

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。

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。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　

厳かな雰囲気に包まれながら、パイプオルガンの音色が優しく

響き渡る、アイリスのチャペル挙式。バージンロードに、純白のウ

ェディングドレスが鮮やかに映る。

ホテルアイリスでは、お二人の大切な節目を飾るウェディングを

サポートいたします。お気軽にご相談ください。

みなさまからのご意見、ご感想み ご意見

どをお待ちしております。お便りしております。お便

レゼントいたたします。

お便り募集お 募集

新
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●天空スペシャルランチB  
●天空シーフードランチ　 

【和食処 築山】 ランチ/11:00～14:00　

新春
福引

本荘八幡神社
挙式プラン
情緒溢れる神社の風景。

歴史ある本荘八幡神社で

ふたりの永遠を誓う。

1月4日(金)～14日(月）新春福引抽選会開催！

IRIS Wedding 2019
チャペル挙式プラン

フリードリンク付

●アボカドとスモークサーモン　イクラと菊花　クリームチーズとバケ

ット添え　●御造り3種盛合せ(鮪・平目・甘海老)　●きりたんぽ鍋

●海老チリソース煮　青梗菜添え　●ハマチのソテー　バルサミコソ

ース　●秋田由利牛のビーフシチュー　フェットチーネと温野菜添え

●天婦羅(海老と白身魚と季節の野菜)　※抹茶塩　●茶碗蒸し　雲丹餡

●お寿司3種盛り(蟹・鯛・イクラ)　●フルーツ盛合せ

●白身魚（写真は鮭）のエスカベッシュ　●御造り(鮪・鯛)　●寒鱈鍋

●牛肉のストロガノフ　ガーリックライス添え　

●舌平目のデュクレレ風　小海老を添えて　●天婦羅(キスと季節の野

菜) ※男鹿の藻塩　●若鶏の照焼きと前盛り　

●握り寿司(甘海老・烏賊・ツブ貝)　●デザートとフルーツ

期間：　2019年1月1日(火)～2月28日(木)

フリードリンク付

個人盛 卓盛

フリードリンク付￥8,000
お一人様 

(お料理・お飲物・税･サ込)
￥7,000

お一人様 

(お料理・お飲物・税･サ込)

※個人盛 7,000円(税込)のプランもございます
※卓盛 6,000円(税込)のプランもございます
※個人盛、卓盛ともにメニューが変更になる場合がございます
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