
イイフロイベント
この度は、ゆ～ゆアワード企画にて入賞
をさせて頂き非常にうれしく思っており
ます。当館は薬湯露天風呂と無料岩盤浴
が自慢の24時間営業の施設です。朝まで
ゆったりお過ごし頂けますよ！

ランキング7位！ありがとうございます。来年
は全国No1目指します！！当館はハイウェイオ
アシス直結の温泉施設です。産直市場、お
子様遊園地など遊び処満載ですので、ぜひ
ご家族皆様で遊びに来てください！！

我々は「湯へのこだわり」「健康・癒し」「コ
ミュニケーション」「地域エンタメ」をモッ
トーに、お客様に寄り添った温泉を目指しま
す。野菜直売所や宿泊施設も完備！評判の
「ぬるめ」ラジウム温泉をご体感下さい。

この度は、当店をお選びいただき誠にあり
がとうございます。今後もよりお客様の満
足度を高め、次回はさらに上位を狙えるよ
う頑張ります!!炭酸泉シュワシュワさせて
お待ちしております！

10位受賞記念に、
コロナの湯をあい
うえお作文で紹介
します！

皆様のご来店、心よりお待ちしております。

イイフロイベント（2016年11月開催）ではアンケートにご協力ありがとうございました。
お風呂・清潔感・スタッフ対応の3項目をみなさんで評価していただきました。
159,161枚のアンケート結果より選ばれた2016年度ランキングの発表です。
頂点に立つのはどの施設だ？！

受賞コメント : 日々ご来館頂き誠にありがとうございま
す。今後も多くのお客様に箱根の自然と温泉を満喫し
て頂けます様努力工夫をして参ります。

箱根湯本温泉 天成園（神奈川県）

足柄下郡箱根町湯本 682　  0460-83-8511 
営業時間  10:00～翌9:00
基本料金  大人￥2,484（税込／別途入湯税￥50） 

 小学生￥1,296（税込）
 幼児（3歳～）￥972（税込）

受賞コメント : この度はランキング 2位ということにスタッ
フ一同大変驚いております。投票いただいた皆様にお礼を
申し上げます。今回のランキングに恥じないよう施設の運
営、お客様に喜ばれる接客を続けていきたいと思います。

天然温泉 羽生 湯ったり苑（埼玉県）

羽生市神戸843-1　  048-563-3726
営業時間  10:00 ～ 23:00 土日祝日 8:00 ～ 23:00
基本料金  大人720円～ 小人（小学生以下）360円～

この度は栄誉ある賞を頂戴致しまして、心より感謝申し上げます。この結果に満
足することなく、お客様に非日常を味わって頂ける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。

横須賀温泉 湯楽の里（神奈川県）

横須賀市馬堀海岸 4-1-23　  046-845-1726 
営業時間  9:00～24:00（最終受付23:00）　
基本料金  大人（レンタルタオルセット付）1,030円～ 

 小人（レンタルタオルセット付）510円～

投票して頂いた皆様、たくさんの愛を
ありがとうございました。私たちは引
き続き「みなさまに会いに来て頂ける
お風呂屋さん」をめざしていきます。
これからも応援をよろしくお願いいた
します！

このようなご評価を頂き心より感謝申
し上げます。当店は開放的な露天風呂、
高濃度炭酸泉、岩盤浴楽蒸洞が自慢の
施設になります。これを励みにし、お客
様により一層喜んで頂けるよう従業員一
同頑張っていきます。

4位 天然温泉満天の湯（神奈川県）

横浜市保土ケ谷区上星川3-1-1　  045-370-4126 
営業時間  6:00～25:00（最終受付24:30）
基本料金  大人680円（会員）～ 小人350円（会員）～

5位 市原温泉湯楽の里（千葉県）

市原市古市場 329-1　  0436-40-4126 
営業時間  9:00～翌1:00
基本料金  大人790円（会員690円）～ 小人410円（会員360円）～

6位 湯の郷 絢ほのか（北海道）
札幌市清田区清田2条3丁目2-26　  011-881-2686 
営業時間  24時間営業 風呂6:00～翌3:00／岩盤浴7:00～翌2:00
基本料金  大人850円～ 子供（3歳～小学生まで）350円 ～

 幼児（3歳未満）無料

7位 天然温泉 かきつばた（愛知県）
刈谷市東境町吉野55　  0566-35-5678 
営業時間  9:00～23:00（最終受付22:15）土日祝朝7:00オープン
基本料金  大人820円 小人410円

8位 湯～モアリゾート 太山寺温泉 なでしこの湯（兵庫県）
神戸市西区伊川谷町前開270-1　  078-977-0261 
営業時間  10:00～22:00（最終受付21:30）

 土曜10:00～24:00（最終受付23:30）
基本料金  平日600円（70歳以上は100円引） 子ども300円

9位 湯めぐり四季彩風呂 極楽湯 尼崎店（兵庫県）
尼崎市浜1丁目6番18号　  06-6497-4126 
営業時間  朝6:00～翌1:00（受付終了0:30）
基本料金  大人440円、小学生150円、幼児60円 2歳以下無料

 （平日・土日祝 同額）

10位 天然温泉 コロナの湯 安城店（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

名前の通りで館内も露天風呂
も広々として、ゆったり気分
も味わえるよ。露天の開放
感は凄いよ～！

日帰りでも温泉宿の雰囲気が味わ
えること間違いなし！ぜったいおす
すめだよ～ ! ! お食事も次郎お気に
入り♪もちろん宿泊もできます。

露天風呂もお食事も東
京湾を眺めてのんびりと
できる絶好のお店です。
京急馬堀海岸駅
からも歩いてい
けるよ。

露天と内湯のどちらでも薬湯
が楽しめる 24 時間営業のお
店。北海道に行ったらぜった
い行かなきゃネ。

伊勢湾岸自動車道刈谷PAに直結もして
いるので、運転の疲れも開放
感あふれる露天風呂と充実し
たお休み処で吹っ飛びます！

天然ラジウムのお湯はとにか
く評判がいいです。なぜか昔
懐かしい雰囲気の、こころ和
む施設です。

次郎ホームのお風呂～♪漢方炭酸
泉風呂は他では味わえない！みな
さん一度お試しあれ！後悔はさせま
せん。

落ち着ける露天風呂と感じのいいス
タッフの皆さんで、ほっこりできる
こと間違いなし。

なんとこの価格で開放感のある
露天風呂が堪能できるなんて！
絶対お得！ご飯も美味しいよ～♪

お風呂もだけど映画やボウ
リング等が楽しめる総合レ
ジャー施設。天然温泉と健美
効炉で温活するならぜひ。

【コ】効能様々な岩盤浴や
【ロ】露天岩風呂
【ナ】ナノ炭酸泉の檜風呂で
【の】のんびり
【湯】ゆっくり楽しんでください♪

あなたが選ぶ素敵なお風呂～♪



東海
ベスト5

関西
ベスト5

各項目で評価の高いお店もご紹介、
ぜひ一度ご利用ください！

番外編

スタッフ対応お風呂清潔感いかがでしたか～？！
あなたのお気に入りのお店は
ランクインしていましたか？？
まだ行った事ないお店や

お近くでランクインしたお店が
あったら、ぜひ行ってみましょう。
ゆ～ゆアプリでクーポンを
発行しているお店も
たくさんありますよ！！
もちろん来店ポイントも

取得できます。
忘れずに取得してね～♪

6月にもイベントを開催します。
お楽しみに！

集計協力 : ㈱ルックツアー
イラスト：ALaBulka

ご利用頂いた皆様から評価頂き、スタッフ
一同嬉しく思います。が、これに満足するこ
となく、さらにご満足頂ける環境・サービス
をご提供できるよう努力していきます。また、
反対に厳しいご意見もどんどんお寄せ下さ
い。出来る限りお声を反映させて頂きます！

ランキング 3位に選んで頂き誠に有難うご
ざいます。目指すは「日本一心に残る施設」、
それがゆの蔵です！！源泉かけ流しと炭酸泉
が大好評のお風呂や食事と一緒に楽しめる
大衆演劇を是非お楽しみ下さいませ！

この度は栄誉ある結果を頂戴いたしまして、
誠に有難う御座います。これからもスタッフ
一同皆様に喜んで頂けますよう、創意工夫
と努力を致して参ります故、今後もくつろぎ
天然温泉津島湯楽を宜しくお願い致します。

アワードで関西地区4位の評価ありがとう
ございます。サウナも入れて大人440 円！
天然温泉が自慢の極楽湯枚方店です。地域
密着型店舗として皆様に愛される癒しの空
間を目指します。

四季折々の風景が楽しめる和風大露天風呂や白いタ
イルと高さ10mの解放感たっぷりの洋風風呂など種
類豊富な天然温泉をお楽しみいただけます。日本最
大級の炭酸温泉も大人気です。お食事処さつき亭で
は旬の素材を贅沢に使ったメニューが自慢です。美
味しいお料理と天然温泉をぜひお楽しみください。

お客様のご利用があっての結果に、本当に
感謝申し上げます。これを励みにして、より
一層の満足度を得て頂ける施設づくりを目
指して参ります。今後もあすかの湯をよろし
くお願いいたします。

3位 癒しの里 名張の湯（三重県）

名張市希央台2-77-1　  0595-28-5526 
営業時間  10:00～24:00（最終受付23:00）
基本料金  大人（中学生以上）750円  小人（4歳～小学生）370円 

 3歳以下無料

3位 天然温泉 ゆの蔵（大阪府）

門真市新橋町 33-11　  06-6907-4126 
営業時間  9:00～24:00（最終受付23:00）
基本料金  大人 1200円（21時以降800円）中高大学生 800円（要学生証）

 4才～小学生 400円 3歳以下 無料

1位 天然温泉 かきつばた（愛知）
（総合ランキング7位）

1位 湯〜モアリゾート 太山寺温泉 なでしこの湯（兵庫県）
（総合ランキング8位）

2位 天然温泉 コロナの湯 安城店（愛知）
（総合ランキング10位）

2位 湯めぐり四季彩風呂 極楽湯 尼崎店（兵庫県）
（総合ランキング9位）

4位 天然温泉 津島健康の里 湯楽（愛知県）

津島市西愛宕町 2-208　  0567-23-4126 
営業時間  10:00～24:00（最終受付23:40）
基本料金  大人全日1,100円（タオル・館内着無料貸出し）

 大人全日600円（タオル・館内着貸出し無し）

4位 天然温泉 つくもの湯 極楽湯 枚方店（大阪府）

枚方市招提田近 3-8-1　  072-867-4126
営業時間  平日10:00～翌2:00（受付終了1:30）土日祝6:00～
基本料金  大人440円 小学生150円 幼児60円 2歳以下無料

 （平日・土日祝 同額）

5位 長久手温泉 ござらっせ（愛知県）

長久手市前熊下田170　  0561-64-3511 
営業時間  9:00～23:00（最終受付22:00）
基本料金  大人（12才以上）700円 子供（3才以上～12才未満）300円

 3歳未満/無料

5位 あすかの湯（奈良県）

橿原市醍醐町 375　  0744-21-1126 
営業時間  朝10:00～翌1:00（最終受付0:30）
基本料金  平日 大人680円～ 小人320円～

露天の開放感、次郎は大好き！
スタッフの礼儀正しさと親切度は
日本一かも。

お風呂だけじゃなく大衆演劇やいろ
いろなカルチャー教室も楽しめるお
店。入口「ええもん市場」の関西ソ
ウルフードが次郎は大好き！

温泉だけじゃなく歌謡ショーやよし
もとお笑い健康道場など、一日楽
しめるお風呂だよ～！

この価格で温泉なんて安い～！開放
感のある露天に綺麗な館内、そして
無料送迎バスもあるなんて…脱帽。

炭酸泉のお風呂の大きさには圧倒！
ランニング・ポールウォーキング・
バランスボール・ストレッチ・筋トレ
などさまざまな教室も楽しめます。

お風呂と湯温のバリエーションが豊
富なお店だから自分のスタイルにあ
わせて楽しめるよ～！

湯楽の里 松戸店（千葉県）
松戸市和名ケ谷947-3

 047-303-4126
営業時間  9:00～25:00（最終受付24:30）
基本料金  大人690円～ 小人310円～

こみちの湯ほのか（北海道）
札幌市中央区南3条西2-15-5　  011-221-4126
営業時間  24時間営業 
基本料金  高校生以上1,250円

 （湯着・バス、フェイスタオル・岩盤浴用大判タオル付）
 ＊深夜0時以降深夜料金が必要

笑がおの湯 千葉寒川店（千葉県）
千葉市中央区寒川町2-147-1

 043-264-4126
営業時間  10:00～24:00
基本料金  大人820円～ 小人400円～

新宿天然温泉テルマー湯（東京都）
新宿区歌舞伎町1-1-2　  03-5285-1726
営業時間  11:00～翌9:00
基本料金  大人2,364円～ 中学生以上18歳未満1,620円～ 

 ＊深夜料金（深夜1:00～早朝6:00）1,836円

湯処ほのか（北海道）
北広島市虹ヶ丘1-8-6　  011-374-2615
営業時間  9:00～24:00（最終受付23:30）
基本料金  中学生以上（湯着orタオルセット）700円～ 

 小学生（湯着orタオルセット）300円～




