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IRIS Summer Plans 2019 7/1→8/31

夏本番が始まります！
キンキンに冷えたビールで、仲間と共に乾杯！
舌平目と小海老の
カレークリームソース

照り付ける太陽に、セミの声・・・水辺が恋しい夏がきました。火照っ
た体を冷たいビールと美味しい料理で潤そう。ホテルアイリスではス

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

タミナたっぷりの夏料理をご用意いたしました。是非ご来館ください。

ランチ/11:00〜14:00

天空 ビアホールプラン
お一人様

2時間飲み放題の
お得なプランです！

●若鶏の唐揚げ

●五目餡かけ焼きそば

●枝豆

￥4,700(税込)

1日〜 7日 舌平目と小海老のカレークリームソース
8日〜14日 秋田八幡平ポークのストロガノフ仕立て

●牛肉のブロシェット

●香の物

・アサヒエクストラコールド(団体の場合はサッポロ生ビールに変更の場合あり)

※前日までにご予約ください ※3名様より承ります

※メイン料理は月替わりです お一人様

￥1,580(税込)

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

●今月のメイン料理 ●本日のスープ

●サラダ ●パンorライス

5日〜11日

【7月】牛肉のカットステーキ

お一人様

※パスタは月替わりです

【8月】牛肉のステーキ 和風ソース

豚ヒレ肉のカツカレー
鯛のポシェ マスタードソース

26日〜9/1日 魚介のフリッター サラダ添え

Dinner
●

天空 パスタランチ

Lunch
●

￥1,080(税込)

天空 シーフードランチ
お一人様

￥1,350(税込)

････････････････････････････

･･････････････････････････････････････
●今月のパスタ ●本日のスープ

●コーヒー or 紅茶

サラダ仕立て

19日〜25日 豚ロースのソテー ジンジャーソース

【期間】7月1日(月)〜8月31日(土) ディナー/17:00〜21:00

Lunch
●

若鶏のミラノ風カツレツ

12日〜18日

・ノンアルコールビール ・冷酒＆ワインもOK

天空 スペシャルランチB

帆立のグリル

22日〜28日

【 8月 】

・焼酎各種(チューハイ含む)・ウィスキー・ハイボール・日本酒・ソフトドリンク

Lunch
●

15日〜21日

29日〜8/4日 スズキのピカタ トマトソース

【飲み放題】

※写真は3名様用です

￥1,080(税込)

【 7月 】

･･･････････････････････････････････････････････
●豆腐と魚介のサラダ

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！

●魚介類のソテー トマトソース ●本日のスープ
●季節のサラダ ●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶

●サラダ ●コーヒー or 紅茶

【7月】小海老と青菜のペペロンチーノ 【8月】フレッシュトマトと大葉のスパゲッティ

35th Anniversary

IRIS Bridal Plan
【開業35周年記念】※対象期間：2019年7月〜2020年2月

地元特割プラン

80名様

2,460,000円(税別)

●八幡神社挙式、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

【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
厳かな雰囲気の館内神前挙式

古式ゆかしい伝統の八幡神社挙式
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期間： 2019年7月1日(月)〜8月31日(土)
懇親会や女子会などに最適な、サマーパーティープランを
各種ご用意いたしました。
卓盛は￥5,000から承ります。
ご予算などにつきましても、お気軽にご相談ください。

卓盛

7.11
Thurrs
Thur
Th
rsday
sday

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。

ツイスト＆ロックンロールナイト 2019 in IRIS
●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

お一人様6,000円(お料理・お飲物・税・サ込)
※お飲み物はフリードリンクです

ホテルならではのおもてなし

女子会や少人数のご会食などにご利用ください。
期間： 2019年7月1日(月)〜8月31日(土)
ランチ 11:00〜14:00 ディナー 17:00〜21:00

和洋会席コース

お一人様

7,000円

●和洋会席コースお一人様5,000円のプランもございます。
●和洋会席コースは、内容を厳選し、会場内で全てお召し上がり
頂けるメニュー構成となっております。

お一人様

築山 和洋会席A

お一人様

築山 和洋会席B

￥3
780
￥3,780
(税込)

●前菜（秋田由利牛のローストビーフ ジュレソース ・いぶりがっことクリー
ムチーズのカナッペ ・魚介のマリネ

●御造り(鮪・サーモン・帆立貝柱)

●松花堂弁当(3,000円〜)、
オードブル(5,000円〜)

●鯛の生ハム巻き トマトとジェノバの2色ソース

●お子様のお料理も承ります。
ご相談ください。

や添え ●牛サーロインのステーキ

●表記料金の他に、サービス料・消費税は別途で承ります。

ロット ポテト ヤングコーン添え ●冷たい煮物(冬瓜・帆立・鹿の子茄子・イ
ンゲン) ●天婦羅(鶏ムネ肉・キス・アスパラ)※塩

特典

マッシュポテトと絹さ

マスタードソース

ご案内状の印刷無料

鷺うどん 薬味一式 ●りんごのコンポート

送迎バス無料(15名様以上)

※2名様から承ります(個室2名〜16名)

ズッキーニ キャ

●茶碗蒸し ●冷天

￥4,780
(税込)

●前菜（秋田由利牛のローストビーフ ジュレソース ・白身魚のエスカベッ
シュ ・スモークサーモン) ●御造り(鯛・鮪・平目) ●国産牛肉と季節
野菜の陶板焼き ●鱸(スズキ)の玉子素焼き 海の幸添え
●カサゴと海老の白ワインソース マッシュポテトと絹さやを添えて
●天婦羅(キス・海老・茄子・アスパラ)※塩 ●握り寿司(サーモン・烏賊
・海老) ●冷本荘うどん 薬味一式 ●デザートとフルーツ盛合せ
※A,B共に、
メニューは変更になる場合がございます

※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

お
お便り募集
募集

爽やかな風と
ブナの息吹を感じる
田沢湖温泉郷

みなさまからのご意見、
み
ご意見 ご感想、
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
しております。お便りの中から抽選で下記商品をプ
お便
レゼントいた
たします。
レゼントいたします

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！！

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

空
ホテルグランド天空

特 典１

7〜8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

7月の(月)・(金)と8月の(火)・(土)は入浴料￥800！

特典3

7月14日〜21日と8月4日〜12日ご利用のお客様

特典4

7月と8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

に、次回使える優待券をプレゼント!

ロッジアイリス

※岩盤浴は、8月13日〜15日の期間、お休みいたします

･･･････････････････････････････････････
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)
※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

●天空パスタランチ
●天空スペシャルランチA
●天空シーフードランチ
●築山御膳

ペア招待券
ペア招待券
ペア招待券
ペア招待券

1名様
1名様
1名様
1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
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7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。

