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IRIS Summer Plans 2020 7/1→8/31

〒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

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。

新型コロナウィルスの影響も少しずつ和らいできております。収束した際には、お二人の

願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 解放感溢れる天空レストランウェディング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 解放感溢れる天

響も少しずつ和らいできております。収束した際

めてまいりますので、お気軽にご相談ください。

古 天空レストランウェディング神社挙式 解放感溢れる天

天空 シーフードランチ
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●本日のスープ　●鱸（スズキ）のロースト　アサリと夏野菜のスープ仕

立て　●季節のサラダ●パン or ライス　●コーヒー or 紅茶
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【7月・8月】

￥1,350
(税込)

 お一人様 

天空 パスタランチ
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●今月のパスタ　●本日のスープ　●サラダ　●コーヒー or 紅茶

【7月】ボンゴレビアンコ　【8月】小海老と夏野菜のスパゲッティ
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お一人様 ￥1,100(税込)

【8月】
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【 7月 】

【 8月 】
  3日～  9日　魚介のカレー風味グラタン

10日～16日　グリルドチキン　ベーコン添え

17日～23日　海老フライ　サラダ添え

24日～30日　ハンバーグカレー

31日～  6日　カサゴと海老のクリームソース
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スープ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセット！
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29日～  5日　蒸し鶏のマスタードソース

  6日～12日　白身魚のピカタ　トマトソース

13日～19日　タンドリーチキン　サラダ添え

20日～26日　フィッシュ＆チップス

27日～  2日　豚ロースの香草パン粉焼き

白身魚のピカタ　トマトソース

10階スカイレストラン天空　
期間：７月1日(水)～8月31日(月)　

10F Sky Restaurant Tencoo 
ゆったりと流れる子吉川を望む

7月1日（水）よりディナータイムを通常営業いたします

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 (Lo20：30)
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プ・サラダ・パンorライス・コーヒーor紅茶がセッ
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白身魚のピカタ　トマトソース

仲間とともに、暑い夏を乗り切ろう！
万緑の中や吾子の歯生え初むる（草田男）夏木立は青葉を

茂らせ並びたち、夏木一本一本にも、みずみずしい生命力が

感じられる。

暑い夏、美味しい料理と冷えたビールが最高に美味い！

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。

天空 スペシャルランチB
お一人様 ￥1,600(税込)
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●本日のスープ　●アンガスビーフのステーキ　マスタードソース　●季節のサラダ

●パン or ライス　●コーヒー or 紅茶　

【7月・8月】

夏はビールで乾杯！
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●秋田県プレミアム宿泊券（令和3年2月28日まで）

●秋田県プレミアム飲食券（令和2年9月30日まで）

いずれも当ホテルでご利用可能です。
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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　2020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。

お便り募集

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　回数券￥5,000（5枚入り）

ご宿泊のお客様￥800　学生割引￥500　　
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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！！

●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
●築山週替わりランチ      　      ペア招待券 1名様

お一人様 ￥1,100(税込)
･･･････････････････････････････････････

高原を満喫し
ゆっくりと癒される

ホテルグランド天空

ロッジアイリス

空

田沢湖温泉郷

【営業時間】ランチ 11:00～14:00 ディナー17：00～21：00（Lo20：30） 

※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

※ローストビーフ　野菜の炊き合せ 
　季節の天婦羅など

オードブル
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

※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

ホテルメイドの

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

※3
※内
※お

特選特選

配達
OK

オードブル (和洋 ) 
　　5,000 円 (税別 )

「オードブルのご注文について」

 

29日～  4日　稲庭うどんと十八穀米のとろろ丼セット

  6日～11日　白身魚と野菜の天重

13日～18日　鉄火丼（お吸物付き）

20日～25日　若鶏の鍬焼き重

27日～  1日　鰹の叩き漬け丼セット（お吸物付き）

【 7月 】

【 8月 】
  3日～  8日　ミックスフライ定食

10日～15日　開き穴子の照焼き重

17日～22日　牛肉の柳川丼

24日～29日　天婦羅セット

31日～  5日　国産鶏胸肉の竜田揚げ

6/

8/

9/
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週替わりのお楽しみ！ 和食「築山」のお得なセット！

※和食「築山」は7月1日（水）より通常営業いたします
※週替りランチ(日曜日お休み・ランチタイムのみ）

白身魚と野菜の天重

鉄火丼（お吸物付き）

若鶏の鍬焼き重

鰹の叩き漬け丼セット（お吸物付き）

【岩盤浴ストーン・ラ・クーからのお知らせ】

7月2日（木）より再開いたします。

【営業時間】ランチ 11:00～14:00 ディナー17

※和食「築山」は7月1日（水）より通常営
※週替りランチ(日曜日お休み・ランチタ

白身魚と野菜の天重

鉄火丼（お吸物付き）

若鶏の鍬焼き重

鰹の叩き漬け丼セット（お吸物付き）

どをお待ちししております。お便

レゼントいたたします。

● 空パ タ チ

ホテルアイリス　スカイレストラン「天空」人気メニュー、プラスアイリスの中華！
ホテルメイドの本格料理、洋食と中華をご家庭でお楽しみいただけます。

スカイレストラン「天空
格料理、洋食と中華を

ホテルアイリ
ホテルメイド

ス　ス
の本格

アイリスの中華！
ます。

気メニュー、プラス
でお楽しみいただけ

空」人
ご家庭
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秋田由利牛ビーフシチュー
￥1,300(税込 )

秋田由利牛等 3種のローストビーフ盛合せ
￥1,200(税込 )

海老チリソース炒め
￥1,000(税込 )

油淋鶏 ( ユーリンチー )
￥800(税込 )

四川風麻婆 ( マーボー ) 豆腐
￥700(税込 )

五目餡掛け焼きそば
￥600(税込 )

デリカ (テイクアウト )メニューのご注文について

※テイクアウト容器例

●ご注文は、前日までにお願いいたします。　（受付時間　⇒　10：00～ 17：00）
●翌日11：30～お持ち帰りいただけます。　●お料理はホテルフロントで、お受け取り下さい。
●テイクアウト専用容器で、お持ち帰りいただきます。　
●販売期間　⇒　8月 31日まで（8/13～ 15を除く）　●8/13～ 15はオードブルをご利用ください。

例

￥1,000(税込 )

ば ※テイクアウト容器例イクアウト容器例

,

2人前 1～ 2人前

1人前

1～ 2人前 1～ 2人前

1～ 2人前 1～ 2人前
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