
【石和温泉 共通宿泊商品券　利用対象宿泊施設】
番号 対象宿泊施設名 施設紹介 予約電話番号 予約ページURL 住所 特典 宿泊予約の条件

1 ホテル古柏園
7階の大浴場と露天風呂からは甲府盆地と南アルプ
スを一望でき、夜には夜景を8階の朝食会場からの
形式も格別。

055-262-5890 http://www.kohakuen.co.jp
笛吹市石和町市部
822

ウェルカムドリンク
女性の浴衣は7色よりお選びい
ただけます。

―

2 ホテル君佳
石和・春日居2つの源泉から湧く天然温泉をお楽しみ
ください。

055-262-3757 http://www.kimiyoshi.com
笛吹市石和町川中島
1607-28

粗品プレゼント １部屋２名様以上

3 和風旅館 峯
石和温泉郷の中でも客室数10室の小さな和風旅館
です。どうぞ石和温泉にお越しの際は当館をご利用
下さいませ。

055-262-2677 http://www.mi-ne.co.jp
笛吹市石和町川中島
495-2

ウェルカムドリンク ―

4 みなもと旅館
小さな和風旅館。名物は「かものすき焼き」「かものみ
そ鍋」ワインの香漂う「露天ワイン風呂」でございま
す。

0120-10-5576
http://www.minamotoryoka

n.jp
笛吹市石和町八田
26-3

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

5 石和常磐ホテル
石和温泉の東玄関の入口に位置し、インターチェン
ジから5分のところです。心こもったおもてなしで皆様
をお待ちしております。

055-262-6111
https://isawa-tokiwa-

hotel.com/
笛吹市石和町川中島
1607-14

赤ワインの入浴剤プレゼント １部屋２名様以上

6 ホテル平安
湯量豊富な大浴場、野趣味溢れる露天風呂、そして
真心こめた季節のお料理をお楽しみ下さいませ。

055-263-5811 www.hotel.heian.net
笛吹市石和町川中島
538

コーヒー１杯サービス １部屋２名様以上

7 ホテル石庭
ホテル石庭は自噴温泉が自慢の宿。
その湯量は1日300万ℓ。100％源泉かけ流しの「究極
の美肌湯」です。

055-262-4155
http://www.hotel-

sekitei.co.jp
笛吹市石和町窪中島
587

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

8 ホテル八田
当館の自慢は展望ワイン風呂です。露天風呂も大き
くお部屋のお風呂もすべて温泉です。

055-262-3101 www.hotel-hatta.co.jp
笛吹市石和町川中島
1607

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス

１部屋２名様以上

9 ホテル花京
湯の里石和の心安らぐたたずまいの中、情緒あふれ
る和のしつらい、きめ細やかなおもてなしで心に残る
旅のひとときをお届けいたします。

055-263-4455 https://kakyo.co.jp
笛吹市石和町川中島
116

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス
（夕食のご利用がない方には
モーニングコーヒーサービス）

１部屋２名様以上

10 かんぽの宿石和

日本庭園の中庭では、錦鯉やカルガモへの餌やりが
大人気！湯量と効能ともに恵まれた良質な温泉、四
季折々の会席料理は山梨ならではのワインと相性抜
群です。

055-262-3755
https://www.kanponoyado.j
apanpost.jp/isawa/plan/ind

ex.html

笛吹市石和町松本
348-1

夕食時にドリンク（グラスビール
またはウーロン茶またはオレン
ジジュース）をお１人様につき１
杯サービス

１泊２食付き

11 旅館　喜仙
2000坪の庭園にちりばめられたお部屋。庭園露天風
呂が自慢の宿。

055-262-2404 http://www.kisen.gr.jp
笛吹市石和町川中島
482

コーヒー１杯無料券プレゼント １部屋２名様以上

12 石和びゅーほてる

珍しいシースルー・エレベーターを備え、天気が良け
れば富士山を望むことができます。館内には小川が
流れ、ロビーからは大きな錦鯉が悠々と泳ぐ池を眺
めることができます。

055-262-3193 http://www.i-view.jp/
笛吹市石和町川中島
1607

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

13 ホテル花いさわ

敷地内源泉からの豊富な湯量が自慢の自噴温泉な
ので、湯船から常に溢れ出ており、とても湯質が柔ら
かいと評判です。バリアフリー仕様の貸切家族風呂
も完備しております。

055-262-3193
http://www.hana-

isawa.com/
笛吹市石和町松本
1409

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

14 ホテル千石
サウナ付大浴場と源泉掛け流し露天風呂併設の岩
風呂、２種類の温泉（交替制）が楽しめます。

055-262-1059
http://www.hotel-

sengoku.co.jp
笛吹市石和町川中島
545

夕食時にドリンクをお１人様につ
き１杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

15 富士野屋夕亭
温泉かけ流し、和風旅館
料理はホロホロ鳥の会席料理

055-262-2266 http://www.fujinoya.co.jp
笛吹市石和町八田
286

夕食時ワインまたはジュースを
お１人様につき１杯サービス
（夕食のご利用がない方にはは
別途）

―

16
大江戸温泉物語
ホテル新光

世界遺産富士山の麓までお車で50分！
豪華バイキングと化粧水のような肌触りの「美肌の
湯」が自慢の宿。

0570-011268
https://shinko.ooedoonsen.

jp/
笛吹市石和町八田97

夕食時にドリンクをお１人様につ
き１杯サービス（飲み放題プラン
内より）

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

17
木創りの宿きこり
竹林庭瑞穂

情緒漂う湯けむり通りに佇む純和風旅館。優しい木
のぬくもりと、心あたたまる温泉をお楽しみ頂けます。

055-262-3794
https://www.yamashita.gr.j

p/mizuho/
笛吹市石和町川中島
325-1

夕食時にグラスワインをお１人
様につき１杯サービス
（夕食のご利用がない方には
モーニングコーヒーサービス）

１部屋２名様以上

18 旅館泉山荘
当館自慢の郷土料理、甲州ワインビーフ、甲州富士
桜ポーク、馬刺をご用意し皆様のご来館をおまちして
おります。

055-262-2662 http://www.senzanso.co.jp
笛吹市石和町川中島
1607-169

チェックアウト時にミニワインプレ
ゼント

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

19
銘庭の宿
ホテル甲子園

およそ2千坪の築山造りのお庭と県下最大級の人工
の大滝、スタッフの笑顔がお客様をお迎えします。

055-263-3211
http://www.hotel-

koushien.jp
笛吹市石和町市部
977-7

夕食時にドリンクをお１人様につ
き１杯サービス（飲み放題プラン
内より）

１部屋３名様以上

20 ホテルうかい
ホテル敷地内700坪程度の自家菜園を持ち、旬の野
菜を食材にしています。
鵜の小屋も有り見学できます。

055-263-1010 http://hotel-ukai.co.jp
笛吹市石和町市部
307

夕食時にグラスワイン又はソフト
ドリンクを一杯サービス

１泊２食付き
かつ１部屋２名様以上

21 銘石の宿　かげつ

四季折々で違った美しさを映し出す日本庭園の中
に、個性豊かな石。錦鯉がゆったりと揺らめく池。情
緒豊かな空間でくつろぎに満ちた時間をお過ごし頂
けるよう、真心のおもてなしでお迎えいたします。

055-262-4526
https://www.isawa-

kagetsu.com/
笛吹市石和町川中島
385

・池の鯉のエサ
・2食付きの場合は夕食時グラス
ワイン1杯サービス

―

22 名湯館　糸柳

明治30年創業の老舗旅館。板前が腕を振るう自慢の
料理に舌鼓を打ち、敷地内から湧出する源泉に心も
体もリフレッシュ。料理・風呂・サービス良しのおもて
なしの宿。

055-262-3141 http://itoyanagi.co.jp
笛吹市石和町駅前
13-8

夕食時にワイン（赤or白）又は
ブドウジュースをお1人様につき
１杯サービス

１部屋２名様以上

※本ドライブプランお申し込み前に、上記２２施設のうち宿泊を希望する施設に、直接お電話もしくはインターネットから宿泊予約を行ってください。

※利用対象宿泊施設にご予約をされる際に「石和温泉 共通宿泊商品券付ドライブプラン」利用の旨、お申し出ください。

※ 宿泊予約をされる際は、本ドライブプランお申し込み者名で宿泊予約をしてください。※各宿泊施設の詳細については、ホームページにてご確認ください。

※共通宿泊商品券の未使用分は返金できません。また、ご宿泊料金が１万円に満たない場合のご利用時においてもおつりは出ませんのでご注意ください。


