[ホテルアイリス忘年会号]2019.11

ホテルアイリス2019

【期間】 11月1日(金）〜12月31日(火)

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。
フリードリンクプランは、
卓盛は￥6,000から、個人盛は￥7,000から承ります。
Free Drink Plan

フリードリンク付

7,500 プラン

円
(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

【洋】●サーモンのエスカベッシュ・パプリカマリネ・トレヴィス・サニーレタス
ァ(カサゴ・パーナ貝・海老・アサリ・ペティトマト)

●魚介のアクアパッツ

●アンガスビーフのロースト 温野菜添え

●デザートとフルーツの盛合せ 【和】●御造り3種盛合せ(鮪・鯛・甘海老)妻色々 ●ホエー豚の角煮
青梗菜添え ●鰆の西京焼きと前盛り ●きりたんぽ鍋
Free Drink Plan

●温本荘うどん

薬味一式

フリードリンク付

6,500 プラン

円
(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

【洋】●鴨スモークのサラダ仕立て
●牛リブロースのサイコロステーキとフライド
ポテト 温野菜添え
●小エビとペンネのグラタン
●栗のロールケーキ

ベリーソース

【和】●御造り(鯛・サーモン)
●天婦羅(キス・海老・青唐)※塩
●山海鍋
●温天鷺うどん

薬味一式

※和洋折衷卓盛・和洋折衷個人盛コース共、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)
※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￥6,500でご提供
￥6,500プラン

￥7,500プラン

Free Drink
Dr
Plan

和洋折衷個人盛コース
和
ース

7,500 プラン
7,5
円

Free Drink Plan

(お一人
(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)

8,500 プラン
8,

フリードリンク付
････････
････････････････････････････････････････

円

(お一人様 お料理･お飲物･税･サ込)
(お一

【洋】●前菜3種盛り(秋田由利牛のロースト

フリードリンク付
･････
･･･
････････････････････････････････････････

ビーフ・魚介のマリネ・スモークサーモン)

【洋】●前菜3種盛り(秋田由利牛のロースト
スト

●真鯛と小海老のアメリケーヌソース フェッ

ビーフ
ビー ・テリーヌ・ブレッドカップ≪鮭とアボ
アボ

トチーネ添え

カドのタルタル≫)
カドの

●アンガスビーフのロースト 温野菜添え

●帆立貝のベーコン巻き
●帆

小海老添え
え

●デザートとフルーツの盛合せ

トマトとジェノバの2色ソース
トマ
●アンガスビーフのグリル
●ア

【和】●御造里3種盛合せ

温野菜添え
え

(鮪・ハマチ・甘海老)妻色々

●デザートとフルーツの盛合せ
●デ

●天婦羅盛合せ(イカ・海老・南瓜・青唐)※塩

【和】●御造り3種盛合せ(鮪・蟹・平目)妻色々
色々

●山海鍋

●天婦羅盛合せ(スズキ・海老・茸・青唐)※塩
●天
※塩

●茶碗蒸し

●鴨鍋
●鴨

●温天鷺うどん 薬味一式

●お吸物(舞茸・三ツ葉・帆立)
●お
●お寿司(海老・イカ・イクラ)
●お

Free Drink Plan
n

Plus
One
プラス一品で
みんなが笑顔に！

乾杯より
2時間
飲み放題！

フリードリンク

●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)
★麻婆豆腐 ￥2,783

★酢豚 ￥3,630

★ビーフストロガノフ
バターライス添え ￥4,235

★タラコとカリカリベーコンの
￥3,388
スパゲッティ

●ワイン(赤・白)
ルコールビール

★は8〜10名様用です
※表示価格はいずれも消費
税・サービス料込です。

●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)
●ノンアルコールカクテル

●梅酒

●ノンア

●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
【2時間30分飲み放題】
★海の幸のクリームパスタ
￥3,388

★お寿司盛合せ ￥6,050

ババロアとフルーツ
￥544

本日のデザートとフルーツ
￥544

+300円 (税･サ込)

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)
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ホテルアイリス クリスマスナイト 2019

Hotel IRIS Chris
stmas Night 2019

【ビューティーこくぶ
ものまねライブ in IRIS】
で優勝2回！歌唱力抜群の
「ものまね王座決定戦」
実力派。変幻自在のものまねライブを是非！！
プロフィール
TX「全日本そっくり大賞」にて、カールスモーキー石井のものまね
で大賞を受賞したのがきっかっけで、精密機器販売の営業マンと
して働きながら、
ものまねの仕事もするように。その後、山下達郎
のものまねでCX「爆笑！！そっくりものまね紅白歌合戦」に出演し
本格的にプロとして活動を開始。
レパートリー
氷川きよし、山下達郎、森山直太朗、
スピッツ、米米ＣＬＵＢ、平井堅、
槇原敬之、河村隆一、徳永英明、
ジャパネットたかたの高田明前社長、
布施明、
山崎まさよし、小林幸子、etc...

Information
●2019年12月4日(水) ●会場 2階 菖蒲の間
●料金 お一人様 ￥13,000 (お料理・お飲物・税・サ込)
（保護者同伴） 未就学児 ¥3,000
小学生〜高校生 ¥6,000
●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
※チケットはフロントでお求めください

IRIS Happy Christmas Plans
聖夜を彩るアイリスのクリスマスプラン!
期間12月15日(日)〜12月25日(水)
●女性のお客様には岩盤浴(ラ･クー)優待券をプレゼント!
●ディナー/17:00〜20:30(LO) ●いずれも前日までに要予約
●20日(金)と21日(土)を除く ●期間中、天空のコースはお休みです

ホテルアイリス

天空クリスマスディナー
お一人様

6,500円(税込)

････････････････････････････････････････････････
●前菜盛合せ(ローストチキン・テリーヌ・白身魚のエスカベッシュ)
●季節野菜のポタージュ ●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
●デザートとフルーツの盛合せ

温野菜添え ●季節のサラダ

●パン or ライス ●コーヒー or 紅茶

シングルルーム(一泊朝食付・税込)

家族で楽しむクリスマス
家族
楽しむクリ
お一人様 3,700円(税込)

････････････････････････････････････
●秋田由利牛ローストビーフのサラダ ●本日のスープ
●白身魚のソテー ●ローストチキンとフライドポテト
●フルーツとデザートの盛合せ ●パン or ライス
●コーヒー
●コ
ヒ or 紅茶
紅 or ソフトドリンク

ツインルームは、お二人様で￥13,000
（一泊朝食付・税込）
です。是非ご利用ください。
※特別宿泊プランは数量限定ですので、お早めのご予約を
お願いいたします。

新春を華やかに彩るアイリスの

※3 〜 4 人前

おせちお渡し日

12 月 31 日 ( 火 ) 正午〜
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。
ださい。
※内容は写真と若干変更になる場合がございます。

特選

￥6,500

特別宿泊プランをご用意いたしました。

和洋折衷二段重 16,000 円 ( 税込 )

12 月 28 日 ( 土 )

お一人様

忘年会プラン、
クリスマスプランをご利用のお客様限定で、

厳選
秋田由利牛
フィレステーキ
入り

お申込み締切日

特別宿泊プラン

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

彩る街並みを望みながら、ディナーを楽しむ

和洋折衷三段重
※4 〜 5 人前

22,000 円 ( 税込 )

