
　心地良く体を動かした後は、日本各地の名湯を再現した秦野唯一の人
工温泉や種類豊富なお風呂が充実の「湯花楽 秦野店」へ。アメジストサ
ウナ、黄土サウナでマイナスイオン浴、
幻想的な雪が舞い降りるクールルームで
究極の癒し体験もできます。アルコール、
おつまみ、麺類、デザートなど豊富なメ
ニューが揃う食事処やボディケア、フッ
トケア、エステなども充実しているので、
身体の芯に残った疲れを解放できます。

　大自然の中で思いきり遊んだ後は、身体を癒しに滞在
型温泉施設「湯花楽 厚木店」へ。地下1,500mからく
み上げた天然温泉をかけ流しで楽しめる源泉露天風呂
や人気の源泉高濃度炭酸泉の他、炭湯、ラジウムミスト
風呂など個性豊かなお風呂を満喫。ここに来たら是非体
験したいのが麦飯石サウナ「ボルケーノ」。真っ赤な火
山をイメージした噴火口からトロッコ麦飯石が2時間に
1回登場する光景は圧巻。ヒマラヤ岩塩、麦飯石、トルマリン効果・効能
を一度に体感できます。電気石と呼ばれる鉱物が敷き詰められた「トルマ
リンサウナ」や、1,500 冊のマンガが並ぶクールルームもおすすめです。
　疲れを癒したら鉄板焼きコーナーがある食事処へ。お好み焼き、もんじゃ
焼き、定食、丼物などなど美味しい料理が満載です。今日の疲れを取りき
るなら種類豊富なリラクゼーションを。ボディケア、エステ、アカスリ、
タイ古式、足技で疲れをリセット。身も心も溶けるほどの癒しを体験。

新緑に包まれ散策を楽しんだ後は、地下 1,200mから湧
出する天然温泉を堪能しに「湯花楽 北本店」へ。お肌
をなめらかにする重曹・食塩が主成分の泉質に、さらに

温泉成分が増加。効果効能もパワーアップした「美肌の湯」を、露天風
呂や地域初の源泉炭酸泉で心ゆくまで楽しめます。壷湯、アスレチック
バス、ソルトサウナなどお風呂も種類豊富、また夜の露天風呂は竜神が
舞う光と音のエージェントで神秘的な露天空間に。その他、食事処、リ
ラクゼーションも充実し、思いきり心身リフレッシュできます。

住　神奈川県秦野市平沢 295-2　
　0463-84-4126 　

交 東名高速「秦野中井」インターより約10分
料　平日（大人）830円 小人 370円
　　土日祝（大人）930円 小人 470円
営　9：00 ～ 25：00
休　年中無休（年数回メンテナンス休館あり）
HP　http://www.yukaraku.com/hadano

住　埼玉県北本市山中 1-62　
　048-593-2525 　

交　JR 高崎線北本駅東口から徒歩 18 分
料　平日（大人）720円 小人 310円
　　土日祝（大人）820円 小人 310円
営　10：00 ～ 25：00
休　年中無休（年数回メンテナンス休館あり）　
HP　http://www.yukaraku.com/kitamoto/

住　神奈川県相模原市中央区相模原 7-1-20　 　0120-307-326 　交　JR 相模原駅より徒歩約 7分
料　一般大人 1,550 円　子供 310 円　幼児（1歳以上）160 円
営　24 時間営業 ※ AM3時～ 6時ご利用の場合は深夜料金 870 円 ※入館より 8時間を超えた場合は 2時間毎に延長料金 540 円
休　年中無休　HP　http://www.jn-family.com/

住　千葉県白井市中 149-1　 　047-497-2626 　　047-497-2626 　交　国道 16 号富塚交差点から白井工業団地方面へ
料　平日 大人 550 円 小学生 250 円 幼児 150 円　土日祝 大人 650 円 小学生 300 円 幼児 200 円
営　平日 10：00 ～ 24：00 休日 8：00 ～ 24：00 
休　年中無休（年数回メンテナンス休館あり）　HP　http://shiroinoyu.com/

住　神奈川県厚木市林 5-8-12　
　046-296-4126 　　046-296-4126 　

交　東名厚木 IC より15分、
　　小田急線「本厚木駅」から無料シャトルバスあり
料　平日（大人）1,350 円　土日祝（大人）1,550 円／小人 620 円
営　10：00 ～ 25：00（最終入館 24：00）
休　年中無休（年数回メンテナンス休館あり）　
HP　http://www.yukaraku.com/atsugi/

　東京都内から約1時間、神奈川県北西部
に広がる丹沢山地へ。見渡す山々、四季折々

の大自然の中、ハイキングやプチ登山で心身リフレッシュ。小
田急線秦野駅を拠点に5つの
ハイキングコースがあり、静
かな森、ゆるやかな尾根筋、
四十八瀬川の源流、相模湾を
見渡す展望台など、思い思い
のコースを楽しみながら森林
浴を存分に。

　東京都心から約45分、関東圏有数の自然
スポットへ。修験場の霊地「大山」登山への

入口でもある厚木市周辺には広大な森林公園が点在し、市内
には複数の温泉が湧出。一年
で最も過ごしやすいこの季節、
登山、史跡探訪、ハイキング、
森林セラピーなど自然と一体
になる充実の1日を。
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スパ・フィットネス・食事・宿泊施設完備
手軽に 24時間リフレッシュ

湯花楽グループに新たに加わりました！
天然温泉、12種類のお風呂、サウナ、レストラン、韓国式エステ、野菜直売所完備

湯遊三昧 湯花楽 秦野店
本物より本物らしいオリジナル人工温泉を完備

天然温泉 湯花楽 厚木店
ワンランク上の滞在型温泉施設、麦飯石サウナ「ボルケーノ」は圧巻！

天然温泉 湯花楽 北本店
重曹成分による「美肌効果」を堪能

スパリゾート「JNファミリー」

「天然温泉　白井の湯」
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日本各地の名湯を再
現した人工温泉や高
濃度炭酸泉も完備。
朝もうれしい！
毎日9時開店

写真はイメージ

写真はイメージ

日本各地の名湯が楽しめる
人工温泉

竜神が舞う夜の露天風呂

美肌効果たっぷりの天然温泉露天風呂

究極の癒しは 2F サウナフロアへ

館内はバーコードで対応。精算は帰りに一括でOK

お腹がすいたらメニュー豊富な食事処へ

地域初！源泉炭酸泉

2時間に 1度の特別演出 !!「ボルケーノ」

開放感あふれる露天風呂でゆったり

　JR上野駅から約 45分、緑のトンネルをく
ぐり抜け北本へ。市内に流れる荒川沿いには

縄文時代から泉が湧き出す神秘の楽園「大宮台地」が広がりま
す。周辺には弁天様が祀られる
「厳島神社」や鎮守「北本氷川
神社」など神社仏閣や遺跡や古
墳が群集しています。新緑の中
をのんびり歩き、タイムスリッ
プしたような古代風景を満喫し
ませんか。

埼玉県
北本市

いにしえの古代を感じる
新緑散策

写真はイメージ
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