
石和5店舗同時開催
冬のあったかフェア

リラクゼーション美 楽 園
営業時間

1・2F

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

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）

ブリ照り焼きと鶏唐揚げ定食
￥１，380

ブリ照り焼き定食 ￥１，080
ブリ照り焼き（単品） ￥860

信玄鶏の鶏鍋 ￥960
プラス雑炊セットorうどんセット

￥１，330

信玄鶏の鶏鍋 ￥960
プラス雑炊セットorうどんセット

￥１，330

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

ホタテと卵のチリソース
￥880

餅と野菜のみぞれ揚げ
￥720

カキグラタン
￥７２０

豚モツ豆腐
¥860

大広間

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）

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

エステティックメニュー
・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。

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）

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2016
WINTER

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
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。

7日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

13日日 ビンゴ大会【１５：００～大広間】

31日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

3日日 お正月イベント

6日日 ゲームコーナーイベント【16：00～】

10日日 ビンゴ大会【１５：００～大広間】

26日火 風呂の日イベント【８：００～】

14日日 バレンタインデーイベント
ビンゴ大会【１５：００～大広間】

17日日 プールで宝釣り【１５：００～】

20日日 プールで宝釣り【１５：００～】

21日日 プールで宝釣り【１５：００～】

3日水 節分イベント

3日木 ひなまつりイベント

14日月 ホワイトデーイベント

30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

24日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

28日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

27日日 カラオケ大会【１４：００～予約制】

26日金 風呂の日イベント【８：００～】

11日月 イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】

11日木 イイ汗かこうキャンペーン岩盤浴半額Day【１０：００～】

料理教室【１5：００～】9日土

料理教室【１5：００～】13日土

料理教室【１5：００～】12日土

お正月イベント
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

2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～】27日土

わくわく工作教室【１５：００～】23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19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16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
カラオケデュエット大会【14：00～予約制】

20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6日土

石和温泉駅前清掃【6：００～】13日水

お正月イベント1日金

石和温泉駅前清掃【6：００～】10日水

石和温泉駅前清掃【6：００～】9日水

季節により、冬はリンゴジュース、通年桃ジュース・ぶどうベー
スの野菜ジュースなども提供させて頂いておりますので、ぜ
ひご賞味下さい。

ご意見

回答

朝食に山梨県の果物はありましたが、ぶどうジュース・い
ちごジュースなどほしい。

大変申し訳ございません。1時間毎見廻りの際に場所取り
チェックを行い、お戻りでない席の荷物は、フロントに引き下
げをしております。混雑時はよりこまめに見廻りを行うよう
気を付けて参ります。

ご意見

回答

2階のレストルーム（ソファ式）の場所取りをしている方が
多くいます。巡回を多くし、物を置いているのを片付ける
なり注意をしていただきたいと思います。空いていても物
が置いてあるので利用出来ません。皆利用したいのは同
じですので、宜しくお願い致します。

｢河口湖冬花火」が、澄み切った冬の夜空を打上げ花火で彩
るイベントです。打ち上げ時間：午後8時から午後8時20分。

2016 河口湖・冬花火
場所：河口湖畔大池公園
2016年1月16日～2月21日までの土曜・日曜と、
2月23日（富士山の日）の計13回 

座禅草

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、
座禅を組む僧侶の姿に似ているところか
らこの名前がつい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
の中で自ら発熱し、雪を割って地表に現れ
るその姿に、春への訪れを感じます。

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）

夏はラベンダーが咲き誇る大石公園
が、光の滝と波をイメージした最長の
イルミネーションで彩られます。湖に映
える幻想的な光景をお楽しみ下さい。

光のナイアガラ＆ウェイブ
2015年12月1日～2016年1月31日
場所：河口湖　大石公園

表紙の写真

フルーツ公園の夜景（山梨市）
笛吹川フルーツ公園では、一年を通して様々なフルー
ツや花、木々を楽しむことができる公園です。また、高台
に位置するため、富士山や南アルプスの雄大な山並み
や、甲府盆地の大パノラマを一望することができます。
夜になると、公園内の至る所から、「新日本三大夜景」に
も選ばれた素晴らしい夜景を楽しむことができます。

山梨県笛吹川フルーツ公園

花
情報
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