
全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 

期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 10,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、10名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員5～8名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
          お酒又はジュース1本付   宴会時カラオケサービス 

お問合せ・ご予約 
華やぎの章 慶山 
（担当 予約課） 

 

055-262-２１６１ 

自家源泉かけ流しの広々した大浴場、岩・桧の大露天風呂で湯三昧。 
また、毎晩9時より従業員による「慶山太鼓ショー」を開催しております。 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・７月２６日～８月９日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１０名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、オフシーズン1５０名様より、オンシーズン２００名様より対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員４～７名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           中国雑伎団ショー観覧無料（毎夜21時より１階ロビーにて） ※月２回不定休あり 
           グループホテル「ホテル花いさわ」「春日居びゅーほてる」の無料湯めぐり。（１８時まで送迎あり） 

お問合せ・ご予約 
石和びゅーほてる 

 

０５５－２６２－４４２５ 

趣きのある和の風情に雅な時が薫る心づくしの宿。 
湯に戯れ、湯に身をゆだね、癒やしの時をお過ごし下さい。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・8月２１日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 9,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、20名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、150名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～6名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
ホテル 花京 

 

055-26３-４４５５ 

ホテル花京がお客様にご提供させていただくのは「母の心のおもてなし」 
心に残る旅のひとときをお届けいたします。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 1１,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、２名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員４～７名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
          ２０名様以上カラオケサービス 

お問合せ・ご予約 
旅館 㐂仙 

 

055-262-２４０４ 

当館は、日本庭園と湯量豊富な温泉が自慢の宿です。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 10,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、4名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、70名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～7名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
木創りの宿 きこり 

 

055-262-3794 

純和風建築と館内には銘木があり、大浴場は古代桧にて温泉との調和が 
良く、心地よい時間をお過ごしいただけます。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 20,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、4名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、70名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～7名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
きこり竹林庭 瑞穂 

 

055-262-3794 

各部屋ともゆったりとした空間があり、竹林庭を楽しみながらのひとときを 
過ごしていただけます。開放感のある露天風呂の空間をお楽しみいただけます。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 1０,０00円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１５名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員４～５名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
京水荘 

 

055-26２-２１７１ 

旬の素材を生かした会席料理とラドン泉、露天風呂を完備した 
                                      天然温泉をお楽しみください。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・ホテルが指定する特日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 1１,０00円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、４名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員４～６名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
銘庭の宿 ホテル君佳 

 

055-26２-３７５７ 

石和温泉・春日居温泉２つの源泉が楽しめる宿。 
美しいとき、美しい食を彩る。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、15名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、80名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～6名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           夕食時お酒又はソフトドリンク１本サービス  カラオケサービス 

お問合せ・ご予約 
宵待の里 花水晶 

 

055-262-2380 

山野草をテーマとした客室に岩とひのきの露天風呂が付いた大浴場、料理は旬の素材を生かした会席料理 
で皆様をおもてなしいたします。「温もり・安らぎ・味わい」で皆様のお越しをお待ち申し上げます。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、2名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、150名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～８名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           夕食時にお酒又はジュースを１本サービス  １５名様以上カラオケサービス 

お問合せ・ご予約 
ホテル 平安 

 

０１２０-３６-４９８９ 

木樹の緑と巨岩に囲まれ、広がる空を天井とした趣あふれる露天風呂。 
朝早くは清々しく夕暮れはほのぼのとした雰囲気につつまれ、湧きでる温泉はきめ細かくなめらかな泉質です。 
のんびりと温泉情緒を心ゆくまでご堪能ください。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１０名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、オフシーズン1５０名様より、オンシーズン１８０名様より対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員４名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           中国雑伎団ショー観覧無料（ロビーにて） ※休演日あり 

お問合せ・ご予約 
ホテル 花いさわ 

 

０５５－２６２－４１６６ 

石和温泉駅から徒歩5分の好立地。敷地内に源泉を有し、常時湯舟から溢れる湯は自慢の花いさわ温泉。 
8階建ての建物からの眺望も良い。宴会場は和式・様式どちらにも対応可。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 16,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、10名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員5～6名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
銘石の宿 かげつ 

 

055-262-４５２６ 

全国より集めた銘石、巨石、現代造園技術の粋を凝らして造りあげた約５，０００坪の 
日本庭園と大露天風呂。純数寄屋造りの客殿で雅趣を満喫してください。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 8,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、10名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員5～8名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
          お酒又はジュース1本付   宴会時カラオケサービス 

お問合せ・ご予約 
華やぎの章 甲斐路 

（担当 予約課） 
 

055-262-７３７３ 

泉質の良さと豊富な湯量の広々とした大浴場・風情ひときわ露天風呂で湯三昧。 
また、日本庭園を臨む足湯もご利用いただけます。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、８名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、1０0名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～８名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           日本酒又はジュース１本サービス 

お問合せ・ご予約 
ホテル 古柏園 

 

055-262-５８９０ 

７階展望風呂からは、富士山・南アルプスが一望できます。 
旬の甲州会席が好評です。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・4月1日～4月7日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 10,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、2名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、250名様よりおひとり様1,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～5名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
ホテル 石庭 
（担当 丸茂） 

 

055-262-４１５５ 

石和温泉郷で有数の湯量を誇る源泉かけ流しの展望大浴場と 
                           日本料理、夜には甲府の夜景が一望できます。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・８月１日～８月２１日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 1２,５00円～ （入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、２名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員２～５名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
銘庭の宿 ホテル甲子園 

 

055-26３-３２１１ 

約2,000坪の中に、１９室と贅沢な造りになっており、約1,000匹の錦鯉が遊泳し、 
ご来館いただくお客様にごゆっくりおくつろぎいただけます。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・3月３日・8月21日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様（４名１室） 1０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、2名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員４～5名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
          夕食時お酒又はソフトドリンク１本付 

お問合せ・ご予約係 
ホテル 石風 

 

055-262-２１５１ 
             （代表） 

当館は1,000坪の日本庭園の景観のすばらしさと、毎分1,000リットルの湯量を誇る自噴大温泉 
が自慢でございます。 
真心のこもったおもてなしで、皆様のお越しをお待ちしております。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・8月２１日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 ８,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１５名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、平日１５0名様よりおひとり様１,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～６名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
ホテル 千石 

 

055-262-１０５９ 

湯量豊富な源水１００％の温泉は、サウナ付大浴場と露天風呂併設の岩風呂 
2種類のお風呂が楽しめます。夕食は料理長自慢の千石会席膳をご堪能ください。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・8月２１日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１0名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、1０0名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～８名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
ホテル 八田 

 

055-262-３１０１ 

石和唯一の展望ワイン風呂と大浴場露天風呂が好評 
夜行われるロビーコンサートも人気です。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 12,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、2名様以上でお願いいたします。 
 ※お部屋は1室定員2～5名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
          夕食時1ドリンク券サービス 

お問合せ・ご予約 
ホテル ふじ 

（担当 予約係） 
 

055-262-４６７７ 

県内最大級の大浴場には、サウナ・露天風呂の設備が充実しています。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、２名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、３０～４０名様よりおひとり様１,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～６名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 

お問合せ・ご予約 
みなもと旅館 

 

055-262-５５７６ 

この度は、みなもと旅館をご指定頂きありがとうございます。 
特別プランをご用意いたしました。皆様からのご予約をお待ちしております。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日・8月２１日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 １０,000円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、おとな３名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、平日２０名様よりおひとり様2,000円アップにて対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員4～６名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           １０名様以上のご利用でカラオケ使用料（通常10,500円）を無料サービス 
           夕食時にはお酒又はジュースを1本サービス 

お問合せ・ご予約 
和風旅館 峯 

（担当 井上 久志） 

055-262-２６７７ 

和の趣に包まれた、しっとりと閑静なたたずまい。豊かなぬくもりに肌を潤し、多彩な山海の味わいが宴に 
華を添える。それぞれの季節にゆるやかな時が流れる和風旅館峯。 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 



期間 ： 平成26年2月1日（土） ～ 平成27年3月31日（火） 
 ※設定除外日（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間・全館貸切・休館日） 
 

料金 ： 1泊2食付 お一人様 ９,６５0円～ （税・入湯税別） 
 ※料金は目安です。休前日、連休、時期により変わりますので、お問合せ下さい。 
 ※代理店手数料等が発生する場合は、別途料金がかかる場合がございます。 
 ※お申込は、１０名様以上でお願いいたします。 
 ※全館貸切は、1２0名様より対応させて頂きます。 
 ※お部屋は1室定員２～５名となりますので、ご了承ください。 
 

 特典 ： お楽しみ抽選会又はビンゴ大会 
           夕食時にグラスビール又はジュースを１本サービス   
           カラオケ使用料（通常２，１００円）無料サービス 

お問合せ・ご予約 
かんぽの宿 石和 

 

０55-262-3755 

石和温泉駅から徒歩約7分と便利です。自慢の日本庭園には錦鯉が泳ぎ、毎年5月から7月にはカルガモの 
雛が数十羽誕生し、当宿のアイドルとなっています。 
心癒すおもてなしと安心と信頼のおける「かんぽの宿 石和」です。 

写真はイメージです 

全国信用組合員様（年金）旅行特別プラン 
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