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IRIS Early Summer Plans 2020 5/1→6/30
〒015-0821 秋田県由利本荘市肴町5番地
【ご予約・お問合せ】
0184-24-5115(代) 宴会予約係 9:00〜19:00

新緑満ちて咲く笑顔
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「あの新樹この新樹ゆれ椅子にあり」 新樹のゆれを眺めな

お子様
半額！！
【期間限定】4月26日(日)〜5月10日(日)
スカイレストラン
「天空」でランチメニューをお召し
上がりの大人一名様に付き、中学生までのお子様

がらゆっくりと過ごす初夏の日。爽やかな陽気に包まれな

￥1,100(税込)

がら、
ちょっと贅沢なランチは如何ですか。
ホテルアイリスでは、お客様の一つ一つのシーンを大切に、
お迎えいたします。
ご来館を心よりお待ちしております。
お一人様 (税込)

天空 スペシャルランチB

￥1,600
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お二人まで「スペシャルランチＡ」
・
「パスタランチ」
または、
「 築山週替わりランチ」を半額でご提供い

お一人様

スープ
ープ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセッ
コーヒーor紅茶がセット！

●本日のスープ
●
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●エビフライとロースト
●
ビーフのコンビプレート

たします！

●サラダ添え
●
●
●パン or ライス
●
●コーヒー or 紅茶
【5月・6月】

チーズ包みの豚ロースカツレツ トマト
トマトソース
マトソース
ース

【 5月 】
4/

27日〜 3日

小海老のアメリケーヌソース

4日〜10日 チーズ包みの豚ロースカツレツ トマトソース
11日〜17日

帆立と小海老のグラタン

18日〜24日 和風ハンバーグ フライドオニオンと温玉添え
25日〜31日 ブリのソテー フォンドヴォーソース

【 6月 】
1日〜 7日

チキントマト煮のチーズ焼き

8日〜14日 シロギスのフリッター
15日〜21日
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天空 シーフードランチ
天
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●本日のスープ ●帆立とパーナ貝のマルセイユ風 ●季節のサラダ
●本日

Lu

天空 パスタランチ
天
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●今月のパスタ ●本日のスープ
●今月

豚ヒレカツレツ コールスロー添え

22日〜28日

鯖
（サバ）
のプロヴァンス風

29日〜7/5日

蒸し鶏のマスタードソース

●サラダ ●コーヒー or 紅茶

●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶

お一人様

￥1,100(税込)

お一人様

ゆったりと流れる子吉川を望む

￥1,350

10F Sky Restaurant Tencoo

(税込)

築山週替わりランチが始まります。当面の間、10Ｆ
スカイレストラン「天空」でのご提供になります。
10階スカイレストラン天空
期間：5月1日(金)〜6月30日(火)
【6月】
【5月・6月】

ランチタイム
ティータイム
ディナータイム

【5月】ほうれん草とポテトのバジル風味 【6月】小海老と青菜のペペロンチーノ

11:00〜14:00
14：00〜17：00
17：00〜20：00 (当面の間)
(Lo19：30)

大切な節目を祝う。結婚式のカタチは時代とともに移ろいますが、お二人の誓い、
ご両親や
支えて頂いた方々への感謝の気持ちは、
しっかりと胸にあると思います。
ホテルアイリスでは、お二人の想いや願いとともに、オリジナルな挙式・披露宴をサポートい
たします。
ご祝儀制の披露宴や、会費制の披露宴、少人数でのレストランウェディングなど、
様々なシーンや予算に応じてご提案させていただきます。
で大変な時期ではございますが、収
収束した際に
新型コロナウィルスの影響で大変な時期ではございますが、
収束した際には、お二人の願い
いりますので、お気軽にご相談くだ
さい。
を叶えられるよう努めてまいりますので、
お気軽にご相談ください。

おごそかな雰囲気のチャペル挙式

古式ゆかしい伝統の八幡神社挙式
古
神社挙式

解放感溢れる天
解放感溢れる天空レストランウェディング
天空レ
レストランウェディング

旬彩折 り 弁 当
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和食「築山」 ランチ 11:00〜14:00

お一人様
様

￥1,100(税込)

配達
OK

※当面の間、
築山週替わりランチは10Ｆスカイレストラン
「天空」
でのご提供になります。
また、
日曜日及びディナータイムもご提供
いたします。

旬彩折り弁当

ホテルアイリス テイクアウトグルメのおもてなし
旬の食材が活きる 彩り豊かな折り弁当

始まり
ます！

ご家族でのお祝い︑ご会食︑
大切なお客様へのおもてなし
各種会合にぴったりな折り弁当です

週替わりのお楽しみ！ 和食
「築山」
のお得なセット！

2,000 円 ( 税別 )

※秋田由利牛ローストビーフ 季節の天婦羅 抹茶塩で
若鶏の香草パン粉焼き 焼き魚 豚肉のパイ包み焼き
野菜の炊き合せ フルーツ 十六穀米など

国産鶏モモ肉の照り焼き重

由利本荘の銘牛 秋田由利牛の折り弁当
シェフ特製の逸品です
ちょっと贅沢なひとときを

海の幸親子丼

天婦羅セット

秋田由利牛折り弁当

3,000 円 ( 税別 )

※秋田由利牛ステーキ 糸唐辛子 白髪葱 温野菜添え
秋田由利牛ローストビーフ サラダ仕立て 野菜の炊き合せ ガーリックライスなど

【 5月 】
4/

27日〜 3日

チキンカツ定食

配達
OK

ホテルメイドの

オードブル

国産鶏モモ肉の照り焼き重

4日〜10日

海の幸親子丼

11日〜17日

天婦羅セット

18日〜24日

チキンカツ定食

シェフ厳選の食材を
匠の技で仕上げました
様々な集いに最適です

25日〜31日 八幡平ポークの照り焼き重

【 6月 】

「折り弁当、オードブルのご注文について」

1日〜 7日

白身魚の魚醤漬け丼

8日〜14日

若鶏の唐揚げ定食

柚子胡椒風味

15日〜21日

漁火セット 天鷺うどんと共に

22日〜28日

牛肉の柳川丼

7/

29日〜 5日 稲荷うどんと十八穀米のとろろ丼セット

特選
オードブル ( 和洋 )
特選オードブル ( 和洋中 )
5 人前 10,000 円 ( 税別 )
5,000 円 ( 税別 )

5 人前

※ローストビーフ 野菜の炊き合せ
季節の天婦羅など

※秋田由利牛ローストビーフ
秋田由利牛ビーフシチューなど

新緑を仰ぎ
ゆっくりと寛ぐ

※3 日前までにご予約ください
※内容は仕入れ状況により、変更になる場合がございます
※お持ち帰りは、フロントでお渡しいたします
※配達先でのお支払いは、現金となります
※前日午後以降のキャンセル料は、100％です
※配達は 10,000 円 ( 税別 ) 以上より承ります
※配達時間は 11:00 〜 18:00 とさせていただきます
※折り弁当は、お盆・年末年始を除く

お便り募集
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。

ホテルアイリスから
各種お料理プレゼント！
お便り、お待ちしております！！

田沢湖温泉郷

●天空パスタランチ
●天空スペシャルランチA
●築山週替わりランチ

空
ホテルグランド天空
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【岩盤浴ストーン・ラ・クーからのお知らせ】
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ロッジアイリス

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

■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。

新型コロナウイルス対策の為、当面の間休業いたします。

ホテルアイリス地下1階

ペア招待券 1名様
ペア招待券 1名様
ペア招待券 1名様

■応募締め切り 2020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。

