
春の特製ちらし寿司 桜エビとアサリの海鮮かき揚げ丼桜エビとアサリの海鮮かき揚げ丼

リラクゼーションクレール
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

ボディーケア 菊嶋
営業時間

2F
平日　AM10:00～翌AM2:30
土曜　AM10:00～翌AM4:00

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＋525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）

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

石和5店舗同時開催
春うららフェア大広間

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

鶏肉シイタケうま煮そば

旬の山菜天ぷら

桜そば

春キャベツのふわふわ焼き

アスパラと彩野菜のベーコン炒め

新玉ねぎの素揚げ

桜エビとタケノコのドリア

春キャベツのぶっかけそば

風呂の日コース
3０分➡￥2,600
40分・60分・80分コース➡ +10分サービス

桜シリーズのお土産

4月4月

6月6月

5月5月
サクランボのゼリー

（サクランボキララ）

桃 地元農家直売（時価）

＊その日によって
　フルーツの内容が
　変更になります

フレッシュ

ジュース

100％
フレッシュ

ジュース

100％
フレッシュ

ジュース

100％

あかすり通常コース

おすすめコース

※汗をかきやすくなってお肌気になっていませんか？？
※あかすりをして皮膚や毛穴に溜まった垢や角質を取り除き、
　新しい綺麗な肌を蘇らせましょう。
※毎月お得なキャンペーンをご用意しております。
　キャンペーン内容は、お問い合わせ下さい。是非一度、お試し下さい。

風・林・火・信玄コース

３０分ショート
４０分ノーマル

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。4～6月2014
SPRING

ご意見ありがとうございます。男女ともに浴室内の備品置き場へ設置
しております。他のお客様のご利用で見当たらない場合はご遠慮なく
係員までお申し付け下さい。早急に対応させていただきます。

ご意見

回答

皆様から寄せられた、
ご意見・ご感想を紹介します。

ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。客室に加湿器機能付き
ポットのご用意があります。大型の加湿器が必要な場合は加湿器の貸
し出しはフロントにて行っております。お気軽にお申し付け下さい。

当日は、人の多さにびっくりお風呂の子供用の
椅子がこの日のように混雑時あれば良いと思
いました。招待券ありがとうございました。

サービスは大体いいと思うが加湿器を備えた
方がいい。あるいは貸し出しする。（乾燥に弱
い人も多い）この頃はどこのホテルにもある。

ご意見

回答

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
4月

5月

6月

子供の日イベント【8：００～】5日月

ゲームコーナーイベント【13：00～】6日日

11日日
ビンゴ大会【１５：００～大広間】
母の日イベント【８：００～】
イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】

ヨガ教室【１４：００～予約制】10日土

ヨガ教室【１４：００～予約制】14日土

ヨガ教室【１４：００～予約制】
手作り工作教室【１５：００～】24日土

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊7日土

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊21日土

ヨガ教室【１４：００～予約制】
手作り工作教室【１５：００～】28日土

5日土 健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊

12日土 ヨガ教室【１４：００～予約制】
13日日 ビンゴ大会【１５：００～ 大広間】

8日日 ビンゴ大会【１５：００～ 大広間】

20日日 プールで宝釣り【１５：００～】

18日日 プールで宝釣り【１５：００～】

27日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

25日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】
25周年の日イベント【8：００～】

22日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】
２５周年記念フィナーレ大抽選会

15日日 プールで宝釣り【１５：００～】
父の日イベント【８：００～】

11日金 イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】

11日水 イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊19日土

ヨガ教室【１４：００～予約制】
手作り工作教室【１５：００～】
風呂の日イベント【８：００～】

26日土

26日月 風呂の日イベント【８：００～】

26日木 風呂の日イベント【８：００～】

25周年の日イベント【8：００～】25日金

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊3日土

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊17日土

健康ランドこどもの日【お子様入館半額】
健康ランド探検隊31日土

ゲームコーナーイベント【13：00～】4日日

ゲームコーナーイベント【13：00～】1日日

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。

第10回笛吹市桃の里マラソン大会
4月6日(日)　
場所：笛吹市いちのみや桃の里スポーツ公園

武田陣と上杉陣に分かれた一般参加者ら鎧を身に付
け、川中島の合戦を再現します。出陣式のほか、有名
な「信玄公・謙信公の一騎打ち」のシーンも再現。史実
に基づいたシナリオに沿って、武田軍、上杉軍に分か
れ合戦を繰り広げます。

山梨県各地から1,500名の軍勢が甲府駅前広場に
集結し、川中島に向け出陣する様子を再現します。そ
の規模は日本最大級の、華やかで勇ましい戦国絵巻
をお楽しみ下さい。

　アズマシャクナゲは、東北地方から中部地方まで
の山地・亜高山帯に自生する常緑の低木です。和名
のアズマは本種が東日本に多いことから名付けられ
ました。西沢渓谷では、甲武信が岳の東隣りの木賊
山の手前にこのアズマシャクナゲの大群生地帯が
あり、開花時期は淡い紅色に染まります。

信玄公祭り 甲州軍団出陣

川中島合戦戦国絵巻
4月20日(日)
場所：笛吹市役所前笛吹川河川敷

ピンク色の染まった春爛漫の桃の里を、
5,000人ものランナーが駆け抜けます。

4月5日(土)
場所：甲府駅前・平和通り・城東通り・舞鶴城公園

表紙の花：アズマシャクナゲ
（5月中旬～5月下旬）西沢渓谷（山梨市）

情
報

花
周辺

●桃の花 （4月上旬～4月中旬） 笛吹市、甲州市
●ラベンダー （6月下旬～7月中旬） 河口湖畔（富士河口湖町）
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