
イイフロイベント（2015.11月開催）ではアンケートのご協力ありがとうございました。
164,998枚ものアンケート結果より選ばれた2015年度ランキングを発表します。
101施設の頂点に立つのはどこの施設?!

施設コメント : イイフロイベントで 1 位を頂きまして誠
にありがとうございます。今後もゆっくりほっこりでき
る癒しのスーパー銭湯を目指し、皆様の笑顔を原動力
に頑張って参ります。どうぞスパバレイ枚方南を宜しく
お願い致します。

スパバレイ枚方南
www.hirakata-u.com
大阪府枚方市津田山手 1 丁目 24-1

 072-808-4126 
営業時間●10:00～25:00
基本料金●大人440円　小学生150円　幼児60円

施設コメント : この度は栄誉ある結果を頂戴致しまして、
スタッフ一同喜びと同時に大変恐縮致しております。これ
からも創意工夫・努力を重ねてより多くのお客様に箱根
の自然・温泉を満喫頂きたいと一同考えております。今
後も箱根湯本温泉天成園をよろしくお願い申し上げます。

箱根湯本温泉 天成園
www.tenseien.co.jp/higaeri
神奈川県足柄下郡箱根町湯本 682

 0460-83-8511　営業時間● 10:00 ～翌朝 9:00
基本料金●大人2,300円（税別／入湯税50円別途）
　　　　　0時以降は深夜料金1,500円（税別）

施設コメント : 当施設が全国の入浴施設の中で、お客様からの評価が
３位というまさかの結果に大変驚いております。常日頃から心掛けてい
るクレンリネスとスマイルコミュニケーションがお客様に認めていただい

ているのだなあとスタッフ一同感
謝の気持ちでいっぱいです。これ
を励みにより一層喜んでいただ
ける施設を目指してまいります。

ジェームス山天然温泉 月の湯舟
www.tsuki-no-yufune.com
兵庫県神戸市垂水区青山台 7-4-46　  078-752-2619 
営業時間●9:00～25:00　基本料金●大人750円～　小人400円～

施設コメント : 誠に有難う御座います。当店は、
炭酸泉や内湯・露天風呂共に、広めのお風呂が特
徴です。さらに、毎日お得な日（お背中流します等）
を実施の「得々カレンダ－」もご好評頂いておりま
す。これからも「湯楽の里 松戸店」を宜しくお願い
いたします。

施設コメント : 当店をご利用して
くださったお客様に心より感謝申
し上げます。この結果に満足する
ことなく、より快適な空間をご提
供できるよう従業員一同、気を引
き締めてまいります。皆様のご来
店心よりお待ち申しあげます。

施設コメント : スタッフ
一同大変感謝しており
ます。これを励みにして
今まで以上にお客様に
喜んで頂けます様努力
して参りたいと思いま
す。この度はありがとう
ございました。

施設コメント: 従業員一
同、今までの努力が報
われたことに非常に感
激しております。これか
らも、より良い癒しの空
間を提供できるよう努
力を惜しまずがんばり
ます。

施設コメント:10位と言う
名誉ある順位を頂きました
事は、ひとえに皆様方の日
頃よりのご愛顧、ご支援に
よるものと心から感謝いた
します。これからも、皆様方
の癒しの場としてご期待に
沿えるよう、より一層の努
力をしてまいります。

施設コメント: 皆様方に
評価して頂いた事は、素
直に嬉しく、従業員一同
感謝しております。本当
にありがとうございます。
これからも皆様 方に癒
しと潤いを感じて頂ける
存在であり続ける様、ま
い進してまいります。

施設コメント : 投票して
頂き、ありがとうござい
ました。私たちは「みな
さまに会いに来て頂け
るお風呂屋さん」をめざ
しています。これからも
応 援をよろしくお願い
いたします！

湯楽の里 
松戸店
www.yurakirari.com
千葉県松戸市 
和名ヶ谷 947-3

 047-303-4126 
営業時間●9:00～25:00
基本料金●大人690円～
　　　　　小人310円～

国立温泉  
湯楽の里
www.yurakirari.com
東京都国立市谷保 3143-1

 042-580-1726 
営業時間●9:00～25:00
基本料金●大人820円～
　　　　　小人410円～

6位 みどりの湯 田喜野井店
www.midorinoyu.jp
千葉県船橋市田喜野井 6-24-10　  047-464-4126 
営業時間●9:00～25:00
基本料金●大人800円～　小人400円～

9位 溝口温泉 喜楽里
www.yurakirari.com/kirari-net/mizonokuchi_top.html
神奈川県川崎市高津区千年 1068-1　  044-741-4126 
営業時間●9:00～24:00
基本料金●大人800円～

10位 日帰り温泉 湯快爽快たや
www.yukaisoukai.com/tay/
神奈川県横浜市栄区田谷町 146-3　  045-854-2641 
営業時間●10:00～26:00（金・土・祝前日～27:00）
基本料金●大人:740円～　小人350円～

7位 日帰り温泉 湯快爽快くりひら
www.yukaisoukai.com/kur/
神奈川県川崎市麻生区片平 8-2-1　  044-989-2644
営業時間●9:00～24:00（金・土・祝前日～25:00）
基本料金●大人930円～　小人430円～

8位 天然温泉 満天の湯
mantennoyu.com/
神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川 3-1-1
  045-370-4126　営業時間● 6:00 ～25:00
基本料金●大人780円～　小人450円～　幼児350円～

「屋上天空大露天風呂」では
箱根の自然を眺めながら、
自家湧出の天然温泉が堪能
できちゃうよ！

ゲルマニウム岩盤浴、サウナ、天
然温泉露天風呂を備えた、ワンラ
ンク上のスパリゾート・スーパー銭
湯。平日限定の京都野菜ランチバ
イキングはおすすめだよ〜♪

外観はお風呂屋さん？
と思ってしまうような
お洒落な建物。もちろ
ん露天風呂の開放感も
最高 !!

4 位

5 位

ゆ〜ゆアワード 2015
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3位



お風呂＆低温サウナ
健美効炉を完備の施
設、日頃の疲れをとる
ために「温活」したい
人にはおすすめ〜!! 
ビジネスホテルも隣
接しているから出張
族は要チェック！

施設コメント : 数ある施設の中で 1 位、光栄
です！！接客・清掃を意識した店づくりを進め
ていますが、一番大切な日常のご利用者様に
評価して頂いていることが解り、大変嬉しく
思っています。

施設もきれいでスタッフの 
対応も親切〜♪ 
露天風呂の開放感は最高！

11 種類のお風呂と高温サウナ・ロ
ウリュウ（男性）・塩サウナ（女性）
が楽しめる施設。大きな施設では
ないけれど、スタッフの
アットホーム感がおすす
め！お背中流し隊も登場
するんだな〜。

ゆ〜ゆアワード 2015 

やっぱり地方別のランキングも気になりますよね?!
まずは関東地方ランキングをご紹介〜。
総合でもランクインした5施設が堂々登場！

関東

お次は関西地方ランキングをご紹介！1位と2位は総合でもランクイン
したあの施設、3位から5位の施設も要チェックやで〜〜!!!関西

さあ、ラストを飾るのは東海地方のランキング！名古屋はスーパー銭湯
発祥の地ともいわれているそう。お値段も安いがや〜。東海 1 位 箱根湯本温泉　

 天成園
日帰りは 23 時間営業なので「宿泊」
と組み合わせれば最長 38 時間ま
でリーズナブルに利用可能。従来

の温泉旅館ではできな
かった過ごし方が楽しめ
るんだよ！

1 位 スパバレイ
 枚方南
お風呂でのんびりするもよし、サ
ウナでじっくりと汗をかくのもよし、
人気コミックを読みながら過ごす

のもよし、家族やカッ
プルで楽しめる施設だ
よ！

2 位 ジェームス山
 天然温泉 月の湯舟
地下 1000m から汲み上げた天然温
泉と瀬戸内海から引き込んだ天然
海水温泉の 2 種類が楽しめる施設。
源泉に含まれる炭酸ガス
量によって乳白色の度合
いが日々違うんだ〜。

3 位 国立温泉
 湯楽の里
晴れた日には富士山を眺めながら
堪能できる露天風呂をはじめ、寝こ
ろび湯や高濃度炭酸泉
が楽しめちゃうよ。

4 位 みどりの湯
 田喜野井店
露天風呂、桧風呂、足湯が天然温
泉。海水によく似た食塩を含んだ
塩辛く茶色い色の湯は保温効果が
高く、湯冷めしにくいのが特
徴なんだって。入口の足湯は
これからのシーズンのんびり
お話するにはもってこい！

5 位 日帰り温泉
 湯快爽快くりひら
温泉は別名「美肌の湯」とも言われ、
浴後は清涼感があり、やわらかな泉質
が肌に優しくなめらかなお湯！温泉と
岩盤浴で「下駄履きで出かけられる湯
治場」として、また、ジョギングやウォー
キングのベースキャンプとしても利用
できるよ。

2 位 湯楽の里
 松戸店

施設コメント : 関西地区で3位
を頂きましたこと感激に堪えま
せん。日々のスタッフの努力、何
より湯楽をご支持くださるお客
様のおかげです。心から感謝申
しあげます。これからも皆様の
期待に応える湯楽であり続ける
ために、一生懸命努力してまいり
ます。ありがとうございました。

施設コメント : ありがと
うございます～。皆さん
に感謝。源泉掛け流しの
露天風呂と毎日開催され
るお背中流しサービスが
自慢です！お客様との一
期一会を大切に。。癒し
の時間をご提供いたしま
す♪♪

施設コメント : 誠にあり
がとうございます。ご利
用いただいたお客様の評
価に恥じぬよう、より良
いお店作りに日々精進し
て参ります。今後ともご
愛顧の程、宜しくお願い
申し上げます。

施設コメント : ありがとうご
ざいます。当館は高速 道、
一般道どちらからも利用で
きるハイウェイオアシス直
結の温泉施設です。産直市
場・ゴーカート・メリーゴー
ランドなど遊び処いっぱい
です！ご家族皆さんでのお
越しをお待ちしております。

施 設 コ メント : ありが
とうございました。モッ
トーは地 域の皆様に親
しまれるお店作り !! ペッ
パー君も加わり、お客様
も思わずにっこり、お風
呂でゆったり、美味しい
食事でほっこりと出来る
お店です。

施設コメント : バンザー
イ＼(̂ _ )̂／パチ！パチ！
パチ！コロナの湯安城店
が第 5 位に選ばれました
(*^_^*) ナンバーワンに
はなれませんでしたが、
あなたのオンリーワンに
なれるよう頑張っていき
ます (^_-)= ☆

3位 くつろぎの湯 湯楽
osaka.yuraku4126.com/
大阪府大阪市住之江区北加賀屋 3-5-37　

 06-4702-4126　営業時間● 10:00 ～26:00
基本料金●大人 720 円～　小人 310 円～

3位 天然温泉 かきつばた
www.kakitsubata-spa.com/
愛知県刈谷市東境町吉野 55

 0566-35-5678　営業時間● 9:00 ～23:00
基本料金●大人 820 円　小人 410 円

4位 美肌温泉 あぐろの湯
www.aguro-no-yu.com
兵庫県神戸市長田区南駒栄町 1-6　  078-691-1126
営業時間●10:00～25:00（土日祝8:00～）
基本料金●大人850円～　小人400円　幼児200円

4位 コロナの湯 豊川店
www.korona.co.jp/Onsen/tok/index.asp
愛知県豊川市下長山町上アライ 14-1

 0533-85-6623　営業時間● 6:00 ～25:00
基本料金●大人600円～　小人300円

5位 玉光湯 ひじりのね
hijirinone.com/
京都府京都市伏見区羽束師菱川町 678
  075-925-1126　営業時間● 8:00 ～24:00
基本料金●大人650円～　小人300円～

5位 天然温泉コロナの湯 安城店
www.korona.co.jp/onsen/anj/index.asp
愛知県安城市浜富町 6-8
  0566-74-8611　営業時間● 9:00 ～24:00
基本料金●大人700円～　小人300円

温泉と人工炭酸泉が
楽しめる地域に密着
した 施 設。 定 期 的
に駐車場でフリーマ
ケットも開催されて
るんだって！ペッパー
くんがお出迎えして
くれるよ〜。

4 位に続いてランク
イン！コロナの湯と
いえ ば お 風 呂だ け
じゃなく映画やボウ
リングも楽しめる施
設。一日楽しむには
最高だね。

源泉かけ流しが楽し
めるお風呂と、隣接
したホームセンター
もあり。買い物＆お
風呂が楽しめるのが
イイネ！

最近リニューアルし
て休憩施設も TV 付
きリクライニングも
完 備 され 充 実 度も
UP！伊 勢湾岸自動
車道刈谷 PA に直結
しているので高速道
路を降りなくても利
用できて便利〜 !!

温泉と、体も浮いて
しまうような死海風
呂が 楽しめる施 設。
とくに子育てママ・パ
パを応援しているの
で、使いやすい設備
やサービスが満載！
おすすめだよ〜。

いかがでしたか〜 ?!

あなたの利用しているお風呂はランクインしましたか ??

お近くでランキングに入ったお風呂があったら、ぜひ行ってみてくださいね。

そうそう、ここだけの話ですが今回ランクインしたお風呂は

ゆ〜ゆアプリで割引クーポンを発行しています。中には200円も安くなっちゃうお風呂も ! ! !

もちろんアプリを使ったスタンプラリーにもご参加いただいています。

ぜひゆ〜ゆアプリを利用してみてください！詳しくは裏表紙を見てくださいね。

6月にもイイフロイベントを開催いたします！
ご応募お待ちしています !!

施設コメント : ありがとうございます。滝を眺めなが
らゆったりくつろげる和風の大露天風呂や高さ 10m
の天窓があり解放感たっぷりの白いタイルの洋風露天
風呂など種類豊富なお風呂が楽しめるのが自慢です。
様々な効果・効能に溢れ日本最大級の大きさを誇る「炭
酸温泉」が一番のおすすめです。高濃度のシュワシュ
ワ炭酸温泉を満喫してください。

隣接のあぐりん村で野菜も買えるし、 
大きな人工炭酸泉のお風呂は最高！

1位 癒しの里
 名張の湯
www.nabarinoyu.com/
三重県名張市希央台 2-77-1

 0595-28-5526
営業時間● 10:00 ～24:00
基本料金●大人 750 円
　　　　　小人 370 円

2位 長久手温泉
 ござらっせ
www.nagakuteonsen.jp/
愛知県長久手市前熊下田
170

 0561-64-3511
営業時間● 9:00 ～23:00
基本料金●大人 700 円
　　　　　小人 300 円

集計協力 : ㈱ホリデー　http://holiday-j.com
イラスト：ALaBulka


