
石和5店舗同時開催
味覚の秋フェア

リラクゼーション美 楽 園
営業時間

1・2F

MaaNa Café
営業時間

1F
AM8：00～PM10：00（ラストオーダーPM9:30）
AM7:00～（土、日、祝日のみ）

カットサロン あめみや
営業時間

1F
AM9：00～PM9：00（閉店） マーナカフェ隣

売店 プリンセスプリンセス
営業時間

1F
AM8：00～PM10：00（日・祝日→AM7：00～PM10:00）

特殊（ヘアカラー等）PM7：00
その他／PM8：00

メンズ　オーダーストップ

特殊（ヘアカラー等）PM6：00
その他／PM7：00

レディース　オーダーストップ

快適な空間で♪
憩いのひと時を

※カラー料金＋540円

髪のイオンバランスを整え、
キューティクルを補修・保護し
て保湿機能をサポートします。プラチナの

輝き
コラーゲン入りヘアカラーを

試してみませんか?
コラーゲン入りヘアカラーを

試してみませんか?
コラーゲン入りヘアカラーを

試してみませんか?大人気

［あかすり（大浴場）・リラクゼーション（足つぼ健康法・足オイルリンパ・タイ式・クイックケア・個室）］
AM10：00～翌AM2：00（最終受付AM1：20）
［エステティック（フェイシャル・オイルリンパトリートメント・ヘッドスパ・かかと角質）］
AM11：00～AM0：00（最終受付PM11：00）
［ボディケア（全身揉みほぐし）］AM10：00～翌AM2：30（最終受付AM2：00）

中華料理 宝華 AM10：00～PM10：00
（ラストオーダー PM9:30）

AM10：00～PM10：00
（ラストオーダー PM9:30）

和食処 さ・く・ら AM10：00～PM10：00
（ラストオーダー PM9:30）

そば処 和心 大広間提供／AM10：00～PM10：00（ラストオーダー PM10：00）
自店提供／AM10：30～PM11：00（ラストオーダー PM10：00）

ふぁみりい居酒屋 河童 自店提供／ AM11：00～翌AM4：00
  （ラストオーダー AM 3：30）

／土日 AM10：00～PM10：00
（ラストオーダー PM10：00）

洋食 THEキッチン

大広間提供／平日 AM10：00～翌AM 1：00
（ラストオーダー AM0：30）

さんま焼きとてんぷら御膳
￥１，200

さば焼きとてんぷら御膳
￥１，200

さば焼きとてんぷら御膳
￥１，200

とり肉とキノコの
旨煮のせラーメン

￥780

厚揚きのこあんかけ
￥620

きのこそば、うどん
￥860

鶏とキノコのバジルピザ
￥980

栗と海老の黒酢ソース
￥880

きのこの５色てんぷら
￥830

サーモンとキノコの
クリームパスタ
￥880

鮭としらすの二色丼
¥890

大広間

※いちご・メロン・レモン・ブルーハワイ・抹茶の中からお好きな味をお選び下さい。
※バニラアイス・練乳・あずき・いちごソースを各５０円でトッピングできます。

かき氷 31０円２色かき氷 ４1０円　

エステティックメニュー

夏に輝き肌を…

・フェイシャル 30分￥3,390～
・オイルリンパトリートメント 30分￥4,320～
・ヘッドスパ 30分￥4,320～
・かかと角質ケア 30分￥3,600～
（各種アロマオイルでのマッサージあります）

毎月お得なキャンペーンを
ご用意しております。

ほ
う
と
う

［時価］
柿、干し柿

ほうとう
［パック］540円
［箱入り］710円
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石和健康ランド 各店舗情報 「K&H PRESS」の表示価格は全て消費税込みの金額となっております。10～12月2015
Autumn

皆様から寄せられた、
ご意見・ご感想を紹介します。

お客様
アンケート

※予約制のイベントもございますので、恐れ入りますがお早めにフロント又はお電話にてお申し込み下さい。
※日程、時間が変更になる場合もございます。イベント内容は、告知なしで急遽変更することもございますの
で、ご了承下さい。

イベントカレンダー
10月

11月

12月

石和健康ランド 周辺イベント情報 石和健康ランド

※こちらで紹介致しました周辺イベントは天候などの理由で変更になる場合もございます。ご了承下さい。

旬の

味覚

8日日 ビンゴ大会【１５：００～大広間】

13日日 ビンゴ大会【１５：００～大広間】

1日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

4日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

6日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

18日日 プールで宝釣り【１５：００～】

26日月 風呂の日イベント【８：００～】

15日日 プールで宝釣り【１５：００～】

20日日 プールで宝釣り【１５：００～】

25日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

3日火 秋祭り

31日土 健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊

22日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

27日日 カラオケグランドチャンピオン大会【１４：００～】

26日木 風呂の日イベント【８：００～】

11日日 イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】
ビンゴ大会【１５：００～大広間】

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊
カラオケデュエット大会【１４：００～予約制】

17日土

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊3日土

26日土 風呂の日イベント【８：００～】
わくわく工作教室【１５：００～】

毎週土曜日 ヨガ教室【14：００～予約制】

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊5日土

わくわく工作教室【１５：００～】28日土

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊
料理教室【１５：００～】

19日土

わくわく工作教室【１５：００～】24日土

イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】11日金

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊
料理教室【１５：００～】

21日土

健康ランドこどもの日【お子様入館割引】
健康ランド探検隊7日土

石和温泉駅前清掃【6：００～】14日水

イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】
石和温泉駅前清掃【6：００～】11日水

石和温泉駅前清掃【6：００～】9日水

その他イベント
10月31日土
12月24日木、25日金

ハロウィンイベント
クリスマスイベント

小さなゴミ箱設置いたしました。喫煙所は定時に清掃
をおこなっておりますが、その他の時間もタイマーを
使い、チェックや清掃をしてまいります。

ご意見

回答

大広間の喫煙所の灰皿がとても汚かっ
た。ゴミなどもあったので、ゴミ箱を置い
てみては？

ご案内不足で申し訳ございません。軽く召し上がっ
ていただくのにハーフメニューがございますので、ご
利用いただけたらと思います。

ご意見

回答

メニューで軽く食事を取りたかったが、
うどんの値が高い。500円くらいのメ
ニューを増やしてほしい。

大柳川渓谷の紅葉情報(富士川町)

一年の収穫に感謝を捧げるため始まったかつぬまぶどうま
つり。特産品であるぶどう・ワインのサービスのほか、子供神
輿やステージでのアトラクション、鳥居焼き等が行われます。

第62回甲州市かつぬまぶどうまつり
10月3日(土) 場所：勝沼中央公園

第6回甲州市フルーツマラソン大会 

親子で仲良く走る「ファミリーコース
（3.5km）」、甲府盆地と南アルプスを臨むぶ
どう畑の中を走る「ぶどう郷コース（10km）」
と「フルーツラインコース（ハーフ）」、標高差
1,200mを駆け上がる最難関コース・「大菩
薩コース（23ｋｍ）」と、様々なコースがありま
す。快走後のメイン会場では、ぶどうとワイン
でランナーをおもてなしします。

10月18日（日） 甲州市勝沼中央公園

大柳川渓谷内には大小10本の吊り
橋と8つの滝があり、全国的に珍しい
「く」の字に曲がる階段橋や、観音様
が宿ると言われる伝説の滝を見るこ
とができます。難易度の高い「滝めぐ
りコース」のほか「散策コース」もある
ので、お子様からお年寄りまで自分の
体力に合った散策を楽しめます。

見頃：例年10月中旬～11月上旬

「甲州百目」は釣鐘形をした大型の不完全渋柿です。渋抜き
を施して生食もしますが、ほとんどは干し柿として利用され
ています。産地として知られる甲州市では、民家の軒先に多
数の干し柿が吊るされ、この季節の風物詩となっています。

柿【甲州百目】
旬:例年11月上旬～末頃

表紙の写真

紅葉

情報
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