
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＋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）

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）

宿泊者割引

¥4,980
60分 ￥5,340

¥6,580
80分 ￥7,020

を始めました

豚肉鍋（おろしポン酢付き）
￥８６０

鶏つくね豆浮鍋
￥８６０

鶏つくね豆浮鍋
￥８６０

豚キムチラーメン
￥８５０

キムチスープ
￥720

鍋焼きうどん
￥980

カキと鶏のトマト煮
￥７２０

白菜とホタテのクリーム煮
￥８５０

餅と野菜のみぞれ揚げ
￥720

カキグラタン
￥７２０

豚モツ豆腐
¥860

石和5店舗同時開催
冬のあったかフェア大広間

LINE

入館+アカスリ+ボディーケア

３点セット企画
1月：お年玉キャンペーン
2月：大感謝祭キャンペーン

2月から実施予定！！

1月 子供福袋
2月 馬油ハンド＆かかとクリーム ¥1,440

馬油ハンド＆かかとチュ－ブ ¥1,030
かがやき姫 ¥1,650

3月さくらシリーズ

かかとケアシリーズ

新発売
焼肉
 ライスバーガー
ドリンクセット ¥540
単品 ¥360

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。1～3月2015
WINTER

この度は、ご宴会をいただきありがとうございました。今後は、そ
ば、うどん、鍋以外の料理には必ず汁物を提供する様に致します。

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。

お料理は品数的には良いと思います。ただご飯には
やはり汁物がほしいかなと思います。

お褒めのお言葉をいただき大変嬉しく存じます。これからもお喜
びいただけるよう努めて参ります。またのご来館を心よりお待ち
申し上げております。

ご意見

回答

どの部署のスタッフさんも親切にして頂き、快く宿
泊する事が出来ました。

この度は、ご宴会いただきありがとうございました。お褒めのお
言葉を頂き大変嬉しく存じます。11月14日からは忘新年会の
コースが始まりました。コラボコースも引き続きご用意しており
ます。またのお越しをお待ち申し上げております。

ご意見

回答

日本食、中華のコラボのコースは良かったです。両
方の良いとこどりのお得感で満足です。

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
1月

2月

3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。

富士山雪まつり
2015 年1月15日(木)～
2015年2月25日(水)まで　
場所：河口湖美術館芝生広場

座禅草は、紫褐色の外皮に包まれ小さな花が
密集して咲くサトイモ科の多年草です。座禅を
組む僧侶の姿に似ているところからこの名前が
つけられたと言われています。山間の湿地帯に生息し、真冬の厳し
い寒さの中、自ら発熱して雪を割って地表に現れます。

澄み切った冬の夜空を彩る打
上げ花火「河口湖・冬花火」。
毎回プログラムが一部異なる
ので何度見ても楽しめます。

2015 河口湖・冬花火

座禅草

会場には、すべり台や富士山等の雪のモニュメント
が設置され、雪と触れ合い、雪遊びが楽しめます。

水が綺麗な富士五湖では、美味しいワカサギが釣れます。
精進湖：富士五湖の中では比較的観光開発が進んでいな
いため、静かな環境で釣りと富士山の雪景色を楽しめます。
山中湖：ドーム船での釣りの他、湖が氷結した際は穴釣り
も楽しめます。

1月17日～2月22日間の土・日曜日、
2月23日(月)富士山の日
場所：河口湖畔大池公園

花
情報

春
の
訪れ

を告げる

見頃：例年2月下旬～3月中旬頃
場所：玉宮ざぜん草公園（甲州市塩山平沢）

ワカサギ釣り
11月初旬～3月末頃まで(精進湖)、
9月～4月(山中湖)

旬の

味覚

新春！運だめしビンゴ大会4日日

8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】

3日火 節分イベント

3日火 ひなまつりイベント

お正月イベント（夫婦太神楽）
お正月工作教室
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

1日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】
目指せ女子力up！『健康ストレッチ教室』【15：00～】

18日日 プールで宝釣り【１５：００～】
ゲームコーナーイベント【16：00～】

15日日 プールで宝釣り【１５：００～】

15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】

22日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

22日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

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～】

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31日土

26日木 風呂の日イベント【８：００～】
ヨガ教室【14：００～予約制】
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7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

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21日土

ヨガ教室【14：００～予約制】
わくわく工作教室【１５：００～】24日土

ヨガ教室【14：００～予約制】10日土

ヨガ教室【14：００～予約制】
バレンタインDayイベント14日土

ヨガ教室【14：００～予約制】
ホワイトDayイベント14日土

ヨガ教室【14：００～予約制】
わくわく工作教室【１５：００～】28日土

石和温泉駅前清掃【6：００～】14日水

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

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

お正月イベント
（振る舞い酒・餅つき・餅、ミカンの配布・三味線演奏）1日木
お正月イベント（日本舞踊と三味線の演奏）2日金

1日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】
目指せ女子力up！『健康ストレッチ教室』【15：00～】
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