
[ホテルアイリス忘年会号]2018.11

ホテルアイリス2018　

※和洋折衷卓盛・和洋膳コース共、旬の食材を使用する

　ため、メニューは変更になる場合がございます。

※忘年会プランの会場利用は最終21:00です。

　（最終スタート19:00)

※15名様以上でご利用のお客様に「宿泊券」を

　プレゼント（抽選会の景品等にご利用ください）

※忘年会プランをご利用のお客様にはシングルルーム

　（1泊朝食付）を￥6,300でご提供

和洋折衷卓盛コース
一年を振り返り、仲間とともに感謝を込めて、乾杯。
料理人厳選の素材で、彩り豊かなメニューを揃えました。

●白身魚(写真は鯛)の薄造り　ポン酢　

●魚介と五目野菜のオイスターソース炒め　

●鰤(ブリ)の照焼きと玉子焼き

●豚肉のやわらか煮　天白髪葱　

●舌平目と海老のアメリケーヌソース　ヌイユ添え

●天婦羅盛合せ(海老・舞茸・青唐)※塩　

●若鶏と根菜のポトフ仕立て　

●温天鷺うどん　茸と薬味一式　

●デザートとオレンジ・キウイフルーツ
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6,000円プラン　(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)

Party Plan フリードリンク付

7,000円プラン　(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)

Party Plan フリードリンク付

Free Drink Plan
～フリードリンク～

乾杯より
2時間
飲み放題！

飲み放題の2時間が、2時間30分に延長できます
※別料金にてスパークリングワインも承ります(1本 ￥3,500税・サ込)

和洋膳コース

●前菜：テリーヌ　パーナ貝の燻製　

　秋田由利牛のローストビーフ　

●御造り3種盛合せ(写真は、鮪・平目・甘海老)

●白身魚(写真はカサゴ)と魚介

　(アサリ・バーナ貝・海老)のアクアパッツア

●国産牛肉と野菜の陶板焼き

●天婦羅盛合せ

(こち・海老・舞茸・青唐)※男鹿の藻塩

●帆立と海老のX.O.醤炒め

●白身魚(写真は鯛)の蕪蒸し

●鰆(サワラ)の西京焼き　

　はじかみ　玉子焼き

●お寿司3種盛り(サーモン・エンガワ・イクラ)

●フルーツ(メロン・葡萄・オレンジ)

●魚介のマヨネーズ風味　

　フェットチーネ添え

●御造り3種盛合せ(写真は鮪・帆立・ハマチ)

●鮭の玉子素焼きと前盛り　

●ホエー豚の角煮　青梗菜添え　

●天婦羅盛合せ

　(キス・海老・舞茸・赤パプリカ)※塩

●若鶏とパプリカ・玉ねぎ・ピーマンの

　黒胡椒炒め

●茶碗蒸し　蟹餡かけ

●温天鷺うどん　茸と薬味一式　

●洋梨のコンポート

7,000円プラン　
Party Plan

フリードリンク付
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★五目餡かけ焼きそば
               ￥2,970(税・サ込)

★タラコとカリカリベーコンの
スパゲッティ  ￥2,970(税・サ込)

★小海老とウィンナーの
　ピラフ   ￥2,970(税・サ込)

★お寿司盛合せ    
               ￥5,400(税・サ込)

茶碗蒸し      ￥360(税・サ込)
(フカヒレ入りは￥600)

アイスクリーム or シャーベット
　　　　　    ￥360(税・サ込)

●ビール　●焼酎(芋・麦・米・甲類)　●ウィスキー(ハイボール含

む)　●カクテル3種(レゲエパンチ・カシスオレンジ・ファジーネー

ブル)　●ワイン(赤・白)　●冷酒(秋田誉「白玲瓏」・天寿「純米吟

醸鳥海山」・雪の茅舎「奥伝山廃」)　●日本酒(お燗・常温)　●梅

酒　●ノンアルコールビール　●ノンアルコールカクテル　●ソフト

ドリンク(ウーロン茶・オレンジジュース・ジンジャーエール・コーラ) 
※10名様以上でご利用できます

●お刺身サーモン　玉ねぎスライス　レモン　万能ねぎ　特製山葵ドレッシングと共に

●ローストビーフ　ポテトフライ添え　●鱸(スズキ)の天婦羅　野菜餡かけ　●若鶏のトマト煮　

ガーリックライス添え　●筑前煮(鶏肉・牛蒡・人参・コンニャク・レンコン・生椎茸・絹さや)　

●魚介とマカロニのグラタン仕立て　●温天鷺うどん　茸と薬味一式　●抹茶のババロア

【期間】　11月1日(木）～12月31日(月)

★は8～10名様用です
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8,000円プラン　
Party Plan

フリードリンク付
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(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)

【2時間30分飲み放題】 +200円 (税･サ込)

プラス一品で
みんなが笑顔に！

Plus
One

【他各種】
★ビーフストロガノフ バターライス添え
★海老チリソース煮
★秋田由利牛のビーフシチュー
　フェットチーネ添え
　　　　　各￥3,564(税・サ込)
・ホールケーキ(6～8名様)
　　　　　　￥3,780(税・サ込)



IRIS Happy Christmas Plans
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期間12月22日(土)～12月25日(火)

聖夜を彩るアイリスのクリスマスプラン!

クリスマスナイトをゆっくりと美味しい料理と共に　

天空クリスマスディナー

････････････････････････････････････････････････
●前菜盛合せ(ローストチキン・茸とベーコンのキッシュ・白身魚のエス

カベッシュ)　●季節野菜のポタージュスープ

●ロブスター　アメリケーヌソース　●秋田由利牛フィレ肉のロッシーニ

温野菜添え　●季節のサラダ　●デザートとフルーツの盛合せ

●パン or ライス  ●コーヒー or 紅茶　

お一人様 6,000円(税込) 家族で楽しむクリスマス
お一人様 3,000円(税込)

家族みんなが笑顔で、美味しいクリスマス！

●女性のお客様には岩盤浴(ラ･クー)優待券をプレゼント!

●ランチ/11:00～14:00　ディナー/17:00～21:00

●前日までにご予約ください

･･･････････････････････････････････

お一人様 ￥3,780(税込)
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築山の忘年会
一年のご褒美に、落ち着いた個室で美味堪能！

【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)　お一人様 ￥2,220(税込)
※2名様から承ります(個室2名～16名)
※ご利用は1階和食処「築山」のみとさせていただきます　

※期間：11月1日(木)～12月31日(月)　※前日までにご予約ください　

12.5
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●2018年12月5日(水)
●会場 2階　菖蒲の間
●料金　お一人様　￥13,000 
　　　　　(お料理・お飲物・消費税・サービス料込)
●受付/17:30～　開場/18:15～　
　お食事/18:30～　ショー/19:00～
　※ショー終了後、抽選会あり
　※高校生以下のご入場はお断りいたします

･････････････････････････････

ものまねタレントとして活躍を続ける「美川憲二」その

形態、声帯ともソックリ度はトップクラスを誇る。美川健

二とそのオトモダチ6人による「NEW HALF SHOW」

は[歌とダンスとトーク]が炸裂します。驚く！感動する！楽

しめる！このショーは”怖いものみたさ！”の心理に勝る

とも劣らず、観る者を”トリコ”にします。

特 選 和洋折衷三段重　21,000 円 ( 税込 )

和洋折衷二段重　14,000 円 ( 税込 )

12 月 28日 ( 金 )

12 月 31日 ( 月 ) 正午～

◎数に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

< 限定 100セット >

<限定 100セット >※4～ 5人前

※3～ 4人前

特 選 和洋折衷三段重 21 000円

～

い

和洋折衷二段重　14,000 円
< 限定 100セット >※3～ 4人前

( 税込 )

>

※内容は写真と若干変更になる場合がございます。

お申込み締切日

おせちお渡し日

●ミネストローネスープ　●秋田由利牛のシチュー

温野菜添え　●季節のサラダ　●フルーツとデザート

●パン or ライス　●コーヒー or 紅茶 or ソフトドリンク
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お一人様 ￥3,780(税
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築山の忘年会

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)　お一人様 ￥2,220(税込)
2名様から承ります(個室2名 16名)

間：11月1日(木)～12月31日(月)　※前日までにご予約くださ
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