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新しい時代が今、はじまります。

「初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の

香を薫らす（万葉集）」～時を越えて今、「令和」の新しい時代がはじまり

ます。ホテルアイリスでは新元号の幕開けと共に、より一層、皆様が安心

して寛げるよう努めてまいります。ご来館を心よりお待ちしております。

新元号「令和」記念プラン

6月16日(日)

※バイキングのご利用はお一人様120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

※パスタ、パン、サラダ等のランチメニューもご用意しております

ディナー 18:00～21:00(最終入店19:00)

IRIS Early Summer Plans 2019 5/1→6/30
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66月月 616日日(日)

※バイキングのご利用はお一人様120分以内です

チメニューもご用意しております

ディナー 18:00～21:00(最終入店19:00)21:00(最終入店19

天空 父の日 
　　ディナーバイキング

●大人(中学生以上)　￥2,300
●シニア(65歳以上)　￥2,000
●小学生￥1,200 ●幼児(3歳以上) ￥500

5月12日(日)
ランチ 12:00～14:30(最終入店13:00)

天空 母の日 スイーツ
　　ランチバイキング

●大人(中学生以上)　￥2,500
●シニア(65歳以上)　￥2,200
●小学生￥1,200 ●幼児(3歳以上) ￥500

IRIS Bridal Plan
35th Anniversary

ホテルアイリスでは開業35周年を記念し、感謝の気持ちを込めて、挙式・ご披露宴に関わる全ての費用が含ま

れた、地元特割プランをご用意いたしました。新郎・新婦のどちらかが由利本荘市、にかほ市出身の方限定の、

とてもお得なプランです。生まれ育った故郷で、お世話になった方々と、地元で結婚式を挙げませんか・・・

詳細については、ウェディング担当まで、お気軽にお問い合わせください。

ホテルアイリスはおかげさまで35周年

●八幡神社挙式(もしくは館内神前挙式)　●お料理・お飲物　5％割引～　●デザートビュッフェ　無料
●ウェルカムドリンク　無料　●衣裳　ご新婦様の衣裳は、特割プライス30万円(白無垢・色打掛・ドレス2着)
●美容着付　10％割引　●記念写真　10％割引　

※地元特割プランは、新郎新婦のどちらかが由利本荘市、にかほ市出身の方限定です

※上記料金には、挙式・披露宴に関わる全ての費用が含まれています(※ただし映像撮影は除く)

※平日・日曜日・サマー・ウィンターシーズンは更にお得です

【開業35周年記念】

地元特割プラン
※対象期間：2019年5月～2020年2月

【嬉しい特典付き！】　
●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

　

80名様 2,460,000円(税別)

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

●前菜（小海老とアボカドのカクテル・秋田由利牛のローストビーフ・カマンベールチーズ・キッシュ

・鮭の燻製)　●御造り(ソイ・鮪・ハマチ)　●比内地鶏の塩焼き　花レンコンと玉子焼き

レモンを添えて　●牛肉と季節野菜の陶板焼き　●鯛のポワレ　ガーリックバターソース

●天婦羅(鱧・小海老・細竹)※塩　●茶碗蒸し　雲丹餡　●お寿司(海老・烏賊・イクラ)　

●デザートとフルーツ盛合せ

●前菜（小海老とアボカドのカクテル・秋田由利牛の

ローストビーフ・スモークサーモン)　●御造り(鰹の

叩き・鯛・帆立貝柱)　●牛肉のステーキ　温野菜添え

●鴨旨煮　オレンジ添え　天白髪葱　●海老チリソ

ース煮　青梗菜添え　●天婦羅(穴子・茄子・青唐)※

塩　●茶碗蒸し　●温又は冷うどん　薬味一式

●フルーツ盛合せ

して寛げるよう努めてまいります。ご来館を心よりお待ちしております。りお待ちしてお

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

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

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

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

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

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

￥4,780お一人様 (税込)築山 令和会席
新元号「令和」を記念した会席料理。1階和食処「築山」5月＆6月限定です！

※期間：5月1日(水)～6月30日(日)　※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)　※前日までにご予約ください　
※メニューは変更になる場合がございます

お一人様 ￥3,780(税込)

築山 初夏の和洋会席

落ち着いた個室でゆっくりとくつろぐ
女子会や小宴会にふさわしい和洋会席です

母の日、父の日に感謝を込めて
みんなが喜ぶ、スイーツ＆ディナーのバイキング

※期間：5月1日(水)～6月30日(日)
※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)
※前日までにご予約ください
※メニューは変更になる場合がございます

お 人様￥3 780(税込)

築山 初夏の和洋会席 天空バイキングフェア

●大人とシニアはワンドリンク付（アサヒエクストラ
コールド・ハイボール・グラスワインからお選び下さい）

※パスタ、パン、サラダ等のランチ

ランチ 12:00～

天空
　　ラ

●大人(中学生以上) ￥2
●シニア(65歳以上) ￥
●小学生￥1,200 ●幼

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

みんなが喜ぶ、スイーツ＆

天空バイキ



鮮やかな新緑に
こころ癒される
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　2019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。

※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

特 典 １ 5～6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)

特 典 2

5月と6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

5月の(木)・(日)と6月の(火)・(土)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

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

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

特 典 4

4月27日～5月6日ご利用のお客様に、次回使える

優待券をプレゼント!

ホテルアイリス35周年記念！

各種お料理プレゼント！

お便り、お待ちしております！！

●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
●天空シーフードランチ　    　　ペア招待券 1名様
●築山御膳                 　      ペア招待券 1名様

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

ホ

各

お

●天空パスタランチ

 

22日～28日　タンドリーチキン

29日～  5日　ローストビーフ　サラダ仕立て

  6日～11日　白身魚の白ワインソース

13日～19日　豚ヒレ肉のカツレツ

20日～26日　鯛のソテー　クリームソース

27日～  2日　ハッシュドビーフ

  3日～  9日　ミックスフライ　サラダ添え

10日～16日　牛サーロインのミニッツステーキ　和風ソース

17日～23日　帆立と小海老のクリームグラタン

24日～30日　豚ロースとポテトのリヨン風

お一人様 ￥1,080(税込)

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

※5月12日は母の日スイーツランチバイキングの為お休みです

6/

6/

4/

5/

5/

スープ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセット！

月5

月6

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

･････････････････････････

￥1,580(税込)天空 スペシャルランチB
･･･････････････････････････････････････････････････････

天空 パスタランチ
･･･････････････････････････････････････････････････････

13日～19日　豚ヒレ肉のカツレツ

20日～26日　鯛のソテー　クリームソ

27日～  2日 ハッシュドビーフ

  3日～ 9日　ミックスフライ　サラダ

10日～16日 牛サーロインのミニッツステー

17日～23日 帆立と小海老のクリーム

24日～30日 豚ロースとポテトのリヨ

※5月12日は母の日スイーツランチバイキングの為お

6/2
6/3

月

････････････････････

￥1,5天空 スペシャルランチB
･･････････････････････････････････････････････

･･
天空 パスタランチンチ
･･････････････････････････････････････ ･････････････

【5月】　牛肉のステーキ　粒マスタードソース

【6月】　ビーフストロガノフ　バターライス添え

【5月】　ほうれん草と小海老のクリームスパゲッティ

【6月】　魚介のトマトスパゲッティ

●今月のパスタ

●本日のスープ

●サラダ

●コーヒー or 紅茶

●今月のメイン

●本日のスープ

●サラダ

●パン or ライス

●コーヒー or 紅茶

お一人様 

￥1,080(税込)
お一人様 

由利本荘の街並みや子吉川を
望みながら、心地良いひとときを

この時期開催の総会や懇親会に最適です！

フリードリンク付

期間：　2019年5月1日(水)～6月30日(日)

フリードリンク付￥7,000
お一人様 

(お料理・お飲物・税･サ込)
￥6,000

お一人様 

(お料理・お飲物・税･サ込)

シーンに合わせて選べる、初夏の宴会プランを各種ご用意しております。
ご予算等につきましても、お気軽にご相談ください。
卓盛はお一人様￥5,000から承ります。

●スモークサーモンのサラダ仕立て　●蒸し鶏の香味ソース　トマト添え

●御造り(鰹の叩き・鯛・帆立貝柱)　●牛肉のステーキ　温野菜添え

●舌平目の香草パン粉焼き　トマトソース　オクラ添え　●鴨旨煮　　

オレンジ添え　山の幸を添えて　●天婦羅(海老と赤パプリカ　山菜)※塩

●温又は冷うどん又は五目餡かけ焼きそば

●鰹の叩き　いろいろ野菜　紅葉おろし　万能ねぎ　ポン酢

●牛肉のストロガノフ　ガーリックライス添え　●鱸(スズキ)のオーブン

焼き　ジェノバソース　●鶏肉の治部煮　人参・椎茸・インゲン

●中華(茹で豚の葱ダレかけ)　●天婦羅(穴子・茄子・青唐)※カレー塩

●温又は冷うどん　薬味一式

お一人様

卓盛

卓盛

TTThhhhhuuuuuuurrrrssddddddddddaaaaaaaaayyyyyyssrrrrssdddddddddaaaaaaaayyyyyyyyrsrsrsdayTTTTTTTTThhhhhhhhhuuuuuuurrrrrrThurrTh rrssd
7.11 KING OF ROCK’N’ROLLの魅力を伝えるべく、ELVIS伝道師と

して活躍中であり日本のエルヴィスコンテストで2011年、2015年、
2017年と3度の優勝を果たし、世界大会にも3度出場！！TOP15入
り。2016年にメジャーデビュー。Twist'n Dogsではリードボーカル
として、思わず踊りだしたくなるようなROCKを中心に多くのファン
を魅了している。秋田県出身。

●2019年7月11日(木)　●会場 2階　菖蒲の間(着席)
●チケット　お一人様 ￥6,500 (お料理・お飲物・税・サービス料込)
●受付/17:30　開場/18:15　開宴/18:30
※チケットはフロントでお買い求めください

ツイスト＆ロックンロールナイト 2019 in IRIS

May

June
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