スタンプ4つ集めて、招待券をもらっちゃおう！
！

「ゆ〜ゆな店」
スタンプラリー！
今月の
実施期間 2020

7 1

水

2020

8 10

月

応募〆切：2020年8月10日
（月）※当日消印有効

抽選で毎月63組

今月の参加店舗を
期間中に４回利用して
応募してください
異なったお店でも
同じお店でもOK！
日 付

店

名様
126
に当たる!!

名

担当印

1

2

応 募 方 法

参加票には応募者本人が必要事項を記入してください。
参加者本人がフロントで入浴前にゆ〜ゆ印をもらってください。
お一人様、毎号1回の参加とさせていただきます。
12歳以下の参加はご遠慮ください。
プレゼントの店舗は指定できません。
必要事項をご記入の上、下記住所に送付してください。

3

4

〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町2丁目64番地プラザセレス石川Ⅰ 406号室

「ゆ〜ゆ編集部」ゆ〜ゆめぐりスタンプラリー担当

氏名
（フリガナ）

連絡方法
年齢

●プレゼントの対象店舗は毎月かわりますので、
プレゼントの店舗を指定することは出来ません。
●当選者の発表は商品の発送をもって代えさせて頂きます。
●参加店舗の各種クーポンを利用する場合は、必ず入浴前にフロントへ ゆ〜ゆ本誌を提示してください。
●参加店舗は毎月変わりますのでご注意ください。誤った店舗の押印は無効扱いとなります。
●7月号参加店舗以外のスタンプは無効となります。

住所

TEL.
才 メール

〒

あなたのお気に入りの施設

ゆ〜ゆを受取ったお店
ゆ〜ゆめぐり参加票

※ご応募頂いたお客様の情報は厳重に管理し、外部へ提供することはございません。

栃木温泉 湯楽の里

炭酸水
素塩泉

栃木県 栃木市

〒328-0071 栃木県栃木市大町22-70
tel.0282-20-2641 http://www.yurakirari.com
★東北自動車道栃木ICより栃木市街
（右折）
方面に約5分

湯楽の里 伊勢崎店

塩化
物泉

令和2年7月号

群馬県 伊勢崎

〒372-0813 群馬県伊勢崎市韮塚町1191-1
tel.0270-22-2641 http://www.yurakirari.com
★北関東自動車道 駒形ＩＣより本庄方面へ約6km

栃木温泉湯楽の里は、2005年3月に地下
1,000ｍから湧出しました。
この温泉は洗い
流した後に肌がスベスベになるのが特徴で、
胃酸の働きや胆汁の分泌も促すと言われて
います。源泉かけ流しの天然温泉をお楽しみ
ください。

当店自慢の昭美の湯や、高濃度炭酸泉をお
楽しみ下さい。世界で初めて導入した「サンゴ
ライト化粧水風呂」
は肌の保湿力がアップしま
す。この機会にしっとり肌を手に入れてみては
いかがでしょうか。
［料金］平日
（大人）
850円
（小人）
380円／土
日祝
（大人）
950円
（小人）
430円会員割引あり
［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24：30）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

［料金］平日
（大人）
780円
（小人）
380円／
土日休・特定日
（大人）
880円
（小人）
480円
［営業時間］8時30分〜24時（最終受付23時30分）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお
電話にてご確認下さい

湯楽の里 日立店

茨城県 日立

〒316-0005 茨城県日立市河原子町1-1-6
tel.0294-25-4126 http://www.yurakirari.com
★JR常陸多賀駅から車10分

ひたちなか温泉 喜楽里別邸

塩化
物泉

茨城県 ひたちなか

〒312-0033 茨城県ひたちなか市大字市毛640番地2
tel.029-229-2641 http://www.yurakirari.com
★北関東自動車道茨城東ICより約15分

当店自慢の絶景露天風呂をどうぞ御堪能あ
れ！この爽快感を体験したら癖になること間
違い無し！更に炭酸泉や、
ゆっくりくつろげる
リクライ二ングル−ムも完備し、
たっぷり楽し
める施設となっております。是非ご来店下さ
いませ。

ひたちなかの田園と水戸の街並みを眺望す
る、小学生以上を対象とした隠れ家的日帰り
温浴施設。田園風景を望む天然温泉の露
天風呂をはじめ、高濃度炭酸泉や岩盤浴
「温熱房」
などで健康増進！ゆったりとした気
分でくつろげます。
［料金］平日
（大人）
940円
（小人）
620円／
土日祝特定日
（大人）
990円
（小人）
720円
その他 レンタル館内着+大判タオル平日
320円 土日祝特定日430円
［営業時間］平日・土日祝8時〜24時（最終受付23時）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

［料金］平日
（大人）
780円
（小人）
370円
／土日祝
（大人）
880円
（小人）
470円
［営業時間］9：00〜深夜1：00（受付終了24：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電
話にてご確認下さい

つくば温泉 喜楽里 別邸

ラリー印

塩化
物泉

茨城県 つくば

〒305-0831 茨城県つくば市西大橋614-1
tel.029-846-2641 https://www.yurakirari.com
★首都圏中央連絡自動車道 つくば中央ICより車で５分

木漏れ日の中、露天風呂で楽しむ天然温泉は
格別！このほか高濃度炭酸泉や温熱房（岩盤
浴）、お食事処、
リラクゼーションなどが楽しめま
す。大人の隠れ家的寛ぎスペースとして、
ごゆっ
くり大地の恵みを心ゆくまでお楽しみください。
※未就学児のご入館はご遠慮いただきます。
［料金］平日
（大人）
1,050円
（小人）
650円
／土・休・特定日
（大人）1,250円（小人）
750円
（小学生から入館可）
。温熱房
（岩盤
浴）
平日300円／土・休・特定日330円
［営業時間］9：00〜24：00
（受付終了23：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

湯楽の里 土浦店

茨城県 土浦

〒300-0053 茨城県土浦市真鍋新町20-43
tel.029-825-1526 http://www.yurakirari.com
★常磐自動車道「土浦北IC」
より約15分

高濃度炭酸泉は美容・美肌に効果抜群。
人気はロウリュウサウナ♪熱したサウナスト
ーンに水（自動）
をかけ、瞬時に立ち昇る蒸
気が発汗を促すプログラムとなっています。
炭酸泉とロウリュウサウナで疲労回復！
！
［料金］平日
（大人）710円（小人）330円／土
日祝（大人）810円（小人）380円 会員割引あり
［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24：30）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお
電話にてご確認下さい
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市原温泉 湯楽の里

塩化
物泉

千葉県 市原

〒290-0008 千葉県市原市古市場329-1
tel.0436-40-4126 http://www.yurakirari.com
★JR内房線浜野駅徒歩20分

湯楽の里

取手店

美容と健康に効果的な高濃度炭酸泉を導入
しています。
またコミックコーナー、
お食事処も
備え、
リラクゼーションメニューも充実しており
お風呂上りも、
ごゆっくりお寛ぎいただけます。
［料金］平日
（大人）650円（小人）250円／土日休
（大人）700円（小人）300円 ※2歳まで無料［営業時
間］9時〜深夜1時
（最終受付24：30）
［休館日］営業
日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

☆営業再開致しました☆
当店は通常通り営業を再開しております！
テナントの一部は時短営業となっておりますので
営業時間の確認はホームページにてお願い致します。
お食事処咲楽では、
テイクアウトメニューを開始
致しました。また、店内は感染症対策に十分配慮して
営業致しております。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。
［料金］平日
（大人）840円（小人）450円／土日休
（大人）940円（小人）500円※大人会員100円引き
［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

笑がおの湯 千葉寒川店

千葉県 千葉

〒260-0832 千葉県千葉市中央区寒川町2-147-1
tel.043-264-4126 http://www.com-keisei.co.jp
★ＪＲ本千葉駅より徒歩10分
（蘇我方面へ向かって線路沿い）

【LINE公式アカウントお友達募集中！】
最新情報やお得なクーポン配信中！
ＱＲコードを読み取って友達になろう♪

酒々井温泉 湯楽の里

スーパー銭湯 崋の湯

千葉県 成田

〒286-0048 千葉県成田市公津の杜2-40-1
tel.0476-28-2444 http://www.hananoyu-narita.com
★京成本線 公津の杜駅 徒歩8分

笑がおの湯 松戸矢切店

おかげさまで13周年
笑がおがいっぱい。
たのしさいっぱい。
「湯・食・
美」
がひとつになったやすらぎの空間をご提供
いたします｡お客様のご要望にお応えし高濃
度炭酸泉を導入致しました。
冷やし中華始めました！
夏の新メニューも好評販売中です。
［料金］平日
（大人）
740円
（小人）
330円／
土日休
（大人）
820円
（小人）
360円
入浴回数券（8枚綴り）5000円の販売もございます。
［営業時間］10：00〜24：00
［休館日］年に数回メンテナンス休館あり

今ならお友達登録で来店ポイント10pプレゼント
塩化
物泉

千葉県 船橋

〒273-0045 千葉県船橋市山手3-4-1
tel.047-495-2626 http://www.yurakirari.com
★東武アーバンパークライン 新船橋駅より徒歩8分・塚田駅8分

熊谷温泉 湯楽の里

単純
温泉

埼玉県 熊谷

〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2-1-65
tel.048-525-4126 http://www.yurakirari.com
★秩父鉄道石原駅徒歩10分

天然温泉、
源泉かけ流し、
岩盤浴、
高濃度炭
酸泉、塩サウナなど人気のアイテムが充実し
ています。岩盤浴で心も身体もデトックス！
！
好評な岩盤浴は土日祝も完全フリータイム
化しております！
詳細はHPにてご確認下さいませ。

内湯では高濃度炭酸泉、露天風呂では天然温
泉を本格的な岩風呂でお楽しみ頂けます。毎日
朝9：00〜10：00は朝風呂価格にてご入浴料金
600円。時間制限なく閉店まで館内でお過ごし
頂けます。又、夜22：00以降は夜風呂料金600
円となります。会員様限定でお食事プラン1,200
円（入浴＋お食事）岩盤浴プラン950円（入浴＋
岩盤浴）
も毎日実施しております。
［料金］平日
（大人）
790円
（小人）
420円／土日
休
（大人）
840円
（小人）
470円※会員100円引き
［営業時間］9時〜深夜1時（最終受付24：30）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい

［料金］平日（大人）750円（小人）400円／土日休
（大人）900円（小人）500円 入館回数券 6,800円
［営業時間］9時〜深夜1時（最終受付24：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電
話にてご確認下さい

千葉県 松戸

〒270-2232 千葉県松戸市和名ヶ谷947-3
tel.047-303-4126 http://www.yurakirari.com
★県道２８１号沿い「工業団地入口」交差点近く

北本温泉

湯楽の里

単純
温泉

埼玉県 北本

〒364-0014 埼玉県北本市ニッ家3-162-1
tel.048-590-4126 http://www.yurakirari.com
★旧中山道「ニッ家」交差点近く

■毎日がお得な日！
「湯楽の里 だより」
ご好評いただいています！
・女性塩サウナ泥パックの日
・お子様にガチャガチャメダルプレゼントの日
・露天風呂で
「替わり湯」
の日
など日々違うイベントをお楽しみ頂けます。
詳しくは、
ＨＰ
・館内掲示ポップにてご確認下さい！
■Ｌ
Ｉ
ＮＥショップカード導入してます。
ご入浴時にフロント設置のＱＲコード読み取り頂きます。
・
５ポイントで
「レンタルタオルセッ
ト無料貸し出し」
・
１０ポイントで
「入浴料１名無料」
［料金］平日
（大人）710円（小人）330円／土日特定日
（大人）
810円
（小人）
380円 ＊大人会員150円引き
［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24:30）
［休館日］年に数回メンテナンス休館日あり

の有効期間は令和2年7月末日まで。

千葉県 松戸

〒271-0096 千葉県松戸市下矢切115
tel.047-312-4126 http://www.com-keisei.co.jp
★北総線 矢切駅出口の目の前
（徒歩0分）

LINE@はじめました！
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千葉県 酒々井

〜通える温泉へようこそ〜
景色を一望できる開放的な露天風呂には高見の
湯『源泉掛け流し』。高濃度炭酸泉もオススメです！
器が大きい！名物『カレーうどん』是非ご賞味下さい
ませ！皆様のご来店お待ち致しております。
［料金］
シンプルコース:平日
（大人）900円（小人）520円
／土日休（大人）1,050円（小人）670円 ＊ナイトサービ
ス
（20時以降）:平日
（大人）750円（小人）370円／土日
休（大人）900円（小人）520円［営業
時間］9：00〜23：00（最終受付22：
00）
［ 休館日］営業日につきましては
HPまたはお電話にてご確認下さい
Ｌ
Ｉ
ＮＥ公式アカウント。友達募集中！

酒々井アウトレットから車で15分！趣の異なった
和・洋の湯は男女日替わり制。緑豊かな露天風呂
の「高濃度炭酸泉」や季節に応じた
「温泉めぐり
の湯」
でのんびりと湯巡りをご堪能ください。
＊現在営業時間を短縮しております10時〜24時
（最終受付23時）
［料金］
（大人）
８４０円
（小人）
４２０円
（幼児）
100円
夜風呂割り 21時以降 大人700円
［営業時間］10：00〜25：00
（最終受付24：00）
［休館日］年中無休 ＊営業についてはＨＰでご確
認下さい

湯楽の里 松戸店

塩化
物泉

〒285-0912 千葉県印旛郡酒々井町飯積1-1-1
tel.043-312-0026 http://www.yurakirari.com
★東関東自動車道 酒々井ICより車で１分

週替りで楽しめる天然生薬の「薬湯風呂」、
美容と健康に効果的な高濃度炭酸泉が大
好評!!男女日替りなので楽しみも2倍。おも
しろお風呂が30種類！お食事処「笑福庵」
では十割蕎麦をはじめ、定食やおつまみなど
多数ご用意致しております。
日頃の疲れを
「笑がお」
で癒しリフレッシュ！
ボディケア・アカスリ6/10よりリニューアルオープン！
［料金］平日
（大人）
740円
（小人）
330円／
土日祝
（大人）
820円
（小人）
360円
［営業時間］10：00〜24：00
［休館日］年中無休 ７月はお休みなく営業いたします。

船橋温泉 湯楽の里

茨城県 取手

〒302-0021 茨城県取手市寺田5001-2
tel.0297-70-5526 http://www.yurakirari.com
★国道294号線沿い 取手市役所となり

天然温泉と岩盤浴、
地域最大級の高濃度炭酸泉で
癒しの時間をお過ごしください。
人気のリクライニングルームを完備！
人気の漫画を3,500冊に増冊し、
より過ごしやすくなりました！
［料金］平日
（大人）
820円
（小人）
420円／
土日祝
（大人）
870円
（小人）
470円
※会員価格あり
［営業時間］9時〜深夜1時（最終受付24：30）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお
電話にてご確認下さい

利用方法につきましては各施設までお問い合せ下さい。

優待券のみの切り取りは無効になります

春日部温泉 湯楽の里

塩化
物泉

埼玉県 春日部

〒344-0007 埼玉県春日部市小渕105-1
tel.048-755-4126 http://www.yurakirari.com
★公園橋大通り沿い「八丁目中」交差点近く

見沼天然温泉 小春日和

塩化
物泉

埼玉県 さいたま

〒337-0026 埼玉県さいたま市見沼区染谷3-191
tel.048-686-3636 http://www.koharubiyori.co.jp
★JR北浦和駅東口より無料送迎バスあり
（日祝運休） 無料駐車場250台

純和風の佇まいに、38.4℃の湯を露天・内湯
共に「非加熱源泉かけ流し」
でご堪能いただけ
る日帰り温浴施設です。露天は、
あつ湯、ぬる
湯、半身湯もあり、全てが源泉かけ流しのこだわ
り。
日常を忘れほんのり旅行気分が味わえます。
時間短縮・規模縮小にて営業中です。HPをご確認下さい。
［料金］平日
（大人）
850円
（小人）
500円／
土日祝
（大人）
950円
（小人）
600円
※入館5歳以上
［営業時間］平日 10：00〜24：00
土日祝 9：00〜24：00
［休館日］年中無休
（年数回メンテナンスあり）

地下1500ⅿから湧出するナトリウム・塩化物強塩
温泉は、
日本天然温泉審査機構でオール満点の
評価を得た自慢の湯。冬季だけ加温する源泉の
湯、壺湯など、露天でかけ流し温泉が楽しめるほか、
高濃度炭酸泉やリラクゼーションバスなど内湯も
充実。サウナでは1時間に1回、
自動でサウナスト
ーンに水がかけられるオートロウリュウが楽しめます。
［料金］平日
（大人）
７８０円
（小人）
360円／土日
休（大人）
９８０円（小人）460円
［営業時間］9時〜深夜1時
（最
終受付24：30）
［休館日］年に数
回メンテナンス休館あり
Ｌ
Ｉ
ＮＥ公式アカウント。友だち募集中！

かすかべ湯元温泉

単純
温泉

埼玉県 春日部

〒344-0036 埼玉県春日部市下大増新田66-1
tel.048-733-1126 http://www.kasukabeonsen.com
★東武伊勢崎線「せんげん台駅」西口、東武野田線「豊春駅」西口より無料送迎バスあり

天然温泉 花咲の湯 HANASAKI SPA

塩化
物泉

埼玉県 羽生

〒348-0024 埼玉県羽生市神戸843-1
tel.048-563-3726 https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/hanyu/
★東北自動車道 加須ＩＣ国道125号線加須バイパス15分

「 新型コロナウィルス感染症対策 」
実施の上で営業再開中。詳細は、お手数ですが
当 店HPやSNSにて御確認頂けます。各対応に
おきましては御理解とご協力を賜りたいと思います。
皆様の自粛疲れした心と身体を温泉で癒していただき
たいと思います。御来館をお待ちしております。
＊営業時間・休館日は当館HPを御確認下さいませ
【入浴料金】大人
（平日）
880円・
（土日祝）
930円
小人
（全日）
440円＊オムツ着用の方、
入浴不可。
【岩盤料金】平日610円・土日祝660円＊小人の
利用不可。
【営業時間】10時〜25時
（最終受付24時）
【休館日】年中無休
（年数回の設備点検あり）

所沢温泉 湯楽の里

アルカリ
単純泉

埼玉県 飯能

〒357-0001 埼玉県飯能市大字宮沢27-49
tel.042-983-4126 http://www.yurakirari.com
★西武池袋線 飯能駅よりバス10分

塩化
物泉

埼玉県 所沢

〒359-0001 埼玉県所沢市下富604
tel.04-2943-0126 http://www.yurakirari.com
★県道6号線下富交差点近く

導入された高濃度炭酸泉も大人気！気軽に毎
日通える健康習慣としてお試しください。美と健
康の岩盤浴「楽蒸洞」
も合わせてご利用下さい。
お食事処もリニューアル！オススメはトンテキ
（豚
肉のステーキ）定食や名物カレーうどん、
ぜひ一度ご賞味ください。
［料金］平日
（大人）
790円
（小人）
420円／
土日休
（大人）
920円
（小人）
470円

「天然温泉＆源泉かけ流し
（43.9度）
」
当店自慢のお風呂をご堪能ください！
土日祝日は朝8時オープン！10時までに入
館されると710円でお時間の許す限りゆった
りできます。7月はなんと有名アニメとのコラ
ボ企画も！
？LINEお友達登録でイベント情
報、
お得なクーポンなど配信。
［料金］平日
（大人）
730円
（小人）
370円／
土日祝日
（大人）
890円
（小人）
420円
［営業時間］平日10：00〜23：00（最終受付22：
30）／土日祝日8:00〜23:00（最終受付22：30）
［休館日］
なし ※年数回メンテナンス休業あり

宮沢湖温泉 喜楽里 別邸

埼玉県 上尾

〒362-0021 埼玉県上尾市原市570
tel.048-723-3726 http://hanasakispa.jp
（PC・携帯・スマホ共通）
★埼玉新都市交通ニューシャトル原市駅から徒歩4分、
岩槻ICから車で約15分

泉質は肌の角質をとる
「美肌効果」のアルカリ
単純温泉。料金にはタオル・館内着のレンタル
も含まれているので“手ぶらでOK!”。家族一緒
に水着で入れるテルメ・プールも毎日19：00ま
で営業！毎週平日の水曜日はサービスデー大
人1,000円（税抜）
！大好評！温泉+高濃度ナノ
炭酸泉！＊当面は夜間営業はいたしません。
［料金］大人1,620円・平日割引1,240円／子供670円・
平日割引570円・土曜日330円＊価格はすべて税抜き
［営業時間］10：00〜翌朝8：30
（最終入館
受付 深夜1：00）
※深夜料金は別途かかります
［休館日］営業状況はHPまたはお電話でご確認ください。

極楽湯 羽生温泉

塩化
物泉

※会員100円
（子供は50円）
引き

［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24：30）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電
話にてご確認下さい

昭島温泉 湯楽の里

単純
温泉

東京都 昭島

〒196-0001 東京都昭島市美堀町3-14-10
tel.042-500-2615 http://www.yurakirari.com
★都道220号沿い、
拝島上水橋そば
当店自慢の天然温泉かけ流し・高濃度炭酸泉・岩盤
浴など極上のリラクゼーションをご堪能下さいませ。
<得々プランのご案内>
「岩盤浴プラン」
「お食事プラン」
「贅沢プラン」の
３種類です。
大変お得な得々プランをぜひご利用ください！
（大人）
850円
（小人）
420円／土日
［料金］平日
祝
（大人）
960円
（小人）
470円＊会員割引あり
［営業時間］9：00〜25：00
（最終受付24：30）

池袋から特急で40分。露天風呂から秩父の
山々、
眼下は宮沢湖を望み温泉地に来たよう
なリゾート気分を味わうことができます。
現在、
コロナウィルスの感染拡大予防の観
点からビュッフェレストランは中止し、
オーダー
形式での提供となっております。営業状況は
HPでご確認ください。
［料金］入館料大人（タオルセット付）平日：1,030円
/土休日：1,050円。岩盤浴（岩盤浴着・館内着付）
平日：360円/土休日：540円＊小学生から入館できます。
［営業時間］9：00〜24：00
（最終受付23：00）
［休館日］年に数回メンテナンス休館あり

天然温泉平和島

塩化
物泉

東京都 平和島

〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1
tel.03-3768-9121 http://heiwajima-onsen.jp
★京浜急行線 平和島駅より徒歩10分 100円バス運行中
創業30年を迎えた都内屈指の天然温泉です。良
質なナトリウム‐塩化物強塩温泉は保温・保湿が良く
冷めにくい性質があり、お肌もつるつるにする美肌
の湯。昨年３月にリニューアルし、登場した岩盤浴で
は、人気のフィンランド式ロウリュウを開催！全館ナノ
水採用で、体の芯まで温まる高濃度ナノ炭酸泉は
体感必須のおすすめ風呂！※情勢により営業時間
等が変更になる場合がございます。
［料金］平日2,000円、土日祝日2,3
00円（７時間制）、岩盤浴500円
［営業時間］24時間営業
（2：00〜5：00深夜割増有）

LINE公式友達募集中
お得な情報やクーポンを
配信します！

国立温泉 湯楽の里

塩化
物泉

東京都 国立市

〒186-0012 東京都国立市泉3-29-11
（フレスポ国立南内）
tel.042-580-1726 http://www.yurakirari.com/
★JR南武線「矢川駅」、
多摩モノレール「万願寺駅」
より徒歩15分

源泉掛け流しの露天風呂をはじめ、寝ころ
び湯や高濃度炭酸泉、
サウナやボディケア
など極上の温泉リラクゼーションを心ゆくま
でご堪能ください。
［料金］平日
（大人）
870円
（小人）
430円／
土日休
（大人）
980円
（小人）
530円
［営業時間］9時〜深夜1時（最終受付24：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電
話にてご確認下さい

LINE公式アカウント
友だち募集中
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東京・湯河原温泉 万葉の湯

塩化
物泉

東京都 町田

〒194-0004 東京都町田市鶴間7-3-1
tel.042-788-4126 https://www.manyo.co.jp/machida/
★東名高速横浜町田インターそば

国内屈指のアルカリ性単純硫黄泉は美肌
の湯で好評！温泉総選挙2019では「うる
肌」部門で全国1位に選ばれました。物産販
売所や和食レストラン、宿泊コテージ、無料
足湯などを備えた日帰り温泉施設です。皆
様もぜひ美肌の湯で日頃の疲れを癒してく
ださい。
［料金］3時間利用
（おとな）
900円
（こども）
450円＊障がい者割引あり
［営業時間］随時HPでご確認ください。
［休館日］3月・6月・9月・12月の第二水曜日

Facebookページ、いいね！を押して
お得な情報ゲット

最新情報発信中！くわしくはスマホでアクセス！
塩化
物泉

神奈川県 横浜

〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-7-1 港北みなも3F
tel.045-595-0260 http://www.sportsoasis.co.jp/coco/
★横浜市営地下鉄センター北駅より徒歩5分、
センター南駅より徒歩5分

大江戸温泉物語

塩化
物泉

源泉を活用した内湯、四季を感じられる露天
風呂、屋外に広がる足湯などさまざまなお風呂
を堪能できます。
また、江戸・下町の賑わいを再
現した
「広小路」や湯上りにゆったりできる
「休
み処」
など一日中楽しめます。
［料金］
（大人）
平日2,768円、土日祝2,988円、
特定日3,098円
（大人ナイター）
平日2,218円、
土日祝2,438円、特定日2,548円（小人）一律
1,078円＊深夜割増
（午前２時〜）
2,200円［営
業時間］午前11：00〜翌午前09：00（最終受
付07：00）月1回メンテナンスの為、
23：00閉館
※特定日は施設にお問い合わせください。

営業詳細につきましては、最新情報をホームペー
ジにて随時更新いたします。ホームページにてご
確認ください。

弘明寺店

炭酸水素
塩泉

神奈川県 横浜

〒232-0063 神奈川県横浜市南区中里1-25-1
tel.045-710-1126 http://www.miurayu.com
★京急弘明寺駅より徒歩8分

溝口温泉 喜楽里

炭酸水素
塩泉

源泉かけ流しの露天風呂をはじめ、内湯では源泉風呂に高濃
度炭酸泉を再現した「炭酸源泉風呂」が大人気！
！フリータイム
制の岩盤浴は、430円とリーズナブルにゆっくりとご堪能いた
だけます。その他、季節の食材をたっぷり使用したメニューが
お楽しみいただける食事処やリラクゼーションも充実しており、
湯上りにはゆっくり寛げるリクライニングルームも完備しており
ます。是非、日頃の疲れを癒しにお越しくださいませ。
［料金］大人
（平日）
870円／
（土日休）
1,030円 ※中
学生から入館可［営業時間］9：00〜24：00（最終受
付23：30）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり

［料金］平日
（大人）
820円
（小人）
300円
土日祝（大人）920円（小人）400円（3歳以下
無料）
＊滞在中の再入浴可能です。
［営業時間］HPまたはお電話にて
お問い合わせ下さい。
［休館日］年
数回メンテナンス休館あり
友達大募集！

たや

炭酸水素
塩泉

神奈川県 横浜

〒244-0844 神奈川県横浜市栄区田谷町146-3
tel.045-854-2641 http://www.yukaisoukai.com
★環状4号田谷交差点近く

LINE公式アカウント
はじめました。
お友達募集中！
熱海・湯河原温泉 横浜みなとみらい

神奈川県 横浜

〒240-0042 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川３-１-１
tel.045-370-4126 https://www.mantennoyu.com
★相鉄線上星川駅 南口降りてすぐ

東海

神奈川県 横浜

（大人）
880円／土日祝特定日
（大人）
［料金］平日
980円。
（小人）
350円
（幼児）
250円
小人・幼児は曜日区分なし
［営業時間］6：00〜25：00
（最終受付24：30）
（火）
［休館日］7/21
＊営業についてはHPをご確認ください
QRコードでリアルタイム
混雑状況を検索できます。

ゆ〜ゆ

軒並み休館になって自粛中。

読者の声

気分を盛り上げて

初めて天成園に行きました。

入浴剤の人気ランキング

新緑がとてもきれいで

いつも楽しみに拝見してます。

1時間に2回 毎時30分
（マイルド）
毎時00分
（ストロング）
男女サウナにてオートロウリュ稼働中！

の有効期間は令和2年7月末日まで。

塩化
物泉

みなとみらいのベイサイドに佇む和の情緒あ
ふれる温泉空間。夜景が美しい展望足湯庭
園が最高。4タイプの岩盤浴あり。宿泊も可。
［料金］大人（中学生以上）2,750円／小人（小
学生）1,540円／幼児（3才〜未就学児）1,034
円（深夜料金は別途）※入湯税100円を別途徴収いたし
ます（12歳未満非課税） ［営業時間］24時間営業
［休館日］休館日はHPをご確認ください
新型コロナウイルスの早期収束をお祈りしております。
Facebook・LINEで
オトクな情報、配信中
特別クーポン・
限定イベントが満載
Facebook
LINE

［料金］平日
（大人）
820円
（子供）
430円／土休
日
（大人）
920円
（子供）
480円 ＊毎月11日26日
いいふろの日
（大人）
600円
（子供）
200円
［営業時間］10：00〜26：00
（最終受付25：30）
＊情勢により営業に変更があります、詳しくはＨＰでご確認ください

天然温泉 満天の湯

万葉倶楽部

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-7-1
tel.0570-07-4126 https://www.manyo.co.jp/mm21/
★アクセス：みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩5分

JR大船駅からバスで10分ほどにある本格的な天
然温泉。源泉100%の黒湯が特徴です。露天風
呂には医療用炭酸泉に源泉を入れた漆黒の炭
酸泉もご用意しております。
また、低温サウナには
フィンランド式ロウリュを設置。心身共に満足いた
だけます。天然温泉の足湯に無料で入れるのも
たや温泉の魅力です。
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神奈川県 川崎

〒213-0022 神奈川県川崎市高津区千年1068-1
tel.044-741-4126 http://www.yurakirari.com
★JR南武線武蔵溝ノ口駅より蟹ヶ谷行きバス10分橘小学校バス停下車

お食事処みうら亭では、
7月中「アジアンフェア」
を開催！
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
営業時間やイベント内容を変更しております。
HPまたはお電話で最新情報をご確認下さい。

湯快爽快

東京都 台場

〒135-0064 東京都江東区青海2-6-3
03-5500-1126 http://www.oom.jp
★新交通ゆりかもめ
「テレコムセンター」駅下車 徒歩2分

入館料だけで9種類以上のお風呂が楽しめます。
加水無し100%温泉！ ★岩盤浴や100%温泉
の貸切家族風呂完 ★レストラン、
リフレッシュサ
ロン完備 ★大人フルタイムならバスタオル、
フェイ
スタオル、館内着（大人のみ）
が入館料に含む
為、手ぶらで来館可能！
＊3歳未満のお子様のロッカー使用、入浴をご遠
慮頂きます。
（オムツの方の家族風呂利用は可能）

みうら湯

東京都 あきる野

〒190-0174 東京都あきる野市乙津565
tel.042-595-2614 http://www.seotonoyu.jp
★圏央道あきる野ICより車で30分

今話題の「水素風呂」が男女大浴場に登場！
！ 水素の
還元作用により、美肌、疲労回復、アンチエイジングに
高い効果があるといわれています！1回約7分の入浴であ
なたの美と健康に当館の「水素風呂」お役立て下さい！
［料金］2,300円（税込2,530円）＊中学生以上／深夜料金は別途
［営業時間］24時間営業 ［休館日］施設メンテナンス等による臨時
休館あり。※新型コロナウィルス感染症対策の為、
「万葉の湯9つの
安心安全」に取り組んでおります。ご来館前に公式ホームページをご
確認下さい。新型コロナウィルスの早期収束をお祈りしております。

港北天然温泉 ゆったりCOco

単純
温泉

秋川渓谷 瀬音の湯

コロナの影響から温浴施設が
最近はバブなどの入浴剤で
入浴を楽しんでます。
みたいなのも

知りたいなと思います。
愛知県 男性

利用方法につきましては各施設までお問い合せ下さい。

露天風呂からの

食事も美味しかったので
大満足できました。
神奈川県 男性

優待券のみの切り取りは無効になります

相模・下九沢温泉 湯楽の里

炭酸水素
塩泉

神奈川県 相模原

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢2385-1
tel.042-764-2626 http://www.yurakirari.com
★県道508号相模原北公園近く

横須賀温泉 湯楽の里

塩化
物泉

源泉かけ流しの露天風呂や高濃度炭酸泉
等、多数のお風呂をお楽しみ下さいませ。
その他、
カットサロン、
ボディケア、
アカスリも
ございます。
また、
お食事処「咲楽」
では季節
ならではのメニューをご用意致しております。
ぜひ、
ご賞味下さいませ。
［料金］平日800円/土日休950円
［営業時間］9:00〜24:00（最終
受付23:00）
［休館日］営業日につきましてはHP
またはお電話にてご確認下さい

東京湾が一望できる天然温泉かけ流し展望露天
風呂や高濃度炭酸泉のほか、横須賀初のチムジル
バンで体の芯までおくつろぎください。お風呂上りに
は、新鮮食材を使ったお食事処、
ほぐし処、
アカスリ、
お休み処などで１日お楽しみいただける施設です。
［料金］平日
（大人）
1,080円
（子供）
530円／
土日祝・特定日
（大人）
1,280円
（子供）
630円／
その他 岩盤浴
（大人のみ）
全日入館料+480円
［営業時間］9：00〜24：00
（最終受付23：00）
［休館日］営業日につきましてはHPまたはお電話にてご確認下さい
【Ｌ
Ｉ
ＮＥ友達募集】
最新情報やお得なクーポン配信中！
ＱＲコードを読み取って友達になろう♪

LINE公式アカウント友だち募集。当店の最新情報をお届けします！

さがみ湖温泉 うるり

炭酸水素
塩泉

神奈川県 相模原

〒252-0175 神奈川県相模原市緑区若柳1634
042-685-2641 http://www.sagamiko-resort.jp/ururi/
★JR中央線相模湖駅下車、バスに乗り換え8分 中央自動車道、
（東京方面から）相模湖東出口より7分

はだの・湯河原温泉 万葉の湯

単純泉

神奈川県 箱根

〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本682
tel.0460-83-8511 https://www.tenseien.co.jp/
★箱根登山鉄道 箱根湯本駅より徒歩12分

入館料 平 日1,420円（税別）
土日祝1,700円（税別）
ご優待・7

塩化
物泉

神奈川県 小田原

〒256-0813 神奈川県小田原市前川219-4
tel.0465-45-5660 http://www.korona.co.jp/Onsen/odw/
★JR小田原駅西口より無料シャトルバス運行中

LINEにて、
お得なクーポン配信中！
新型コロナウイルスの
早期収束をお祈りしております。
炭酸水素
塩泉

山梨県 富士吉田

〒403-0017 山梨県富士吉田市新西原4-17-1
tel.0555-22-1126 http://www.fujiyamaonsen.jp
★中央自動車道河口湖ＩＣすぐ

コロナの湯

土日は朝風呂8：00開店！ 開放的な
露天風呂と泉質（塩化物強塩泉）
が自慢！別途追加料金で利用出来
る
「天然溶岩サウナ健美効炉」
も併
用する事でさらに発汗を促し、美容
効果を高めましょう
！健美効炉スペースにはコミック、
雑誌、卓球などの娯楽も充実しております。
［料金］
平日（大人）750円（小人）350円／土日祝（大
人）850円（小人）350円 その他 2歳以下無料／健美
効炉（大人）500円（小人）300円 ※タオル・バスタオル・
館内着付※健美効炉利用の際は入泉料も必要です。
［営業時間］平日・祝日10：00〜深夜1:00、土日
8：00〜深夜1:00＊短縮の可能性あり
検索
［休館日］年中無休
（メンテナンス休業あり）

小田原お堀端 万葉の湯

硫酸
塩泉

神奈川県 小田原

〒250-0011 神奈川県小田原市栄町1-5-14
tel.0465-23-1126 https://www.manyo.co.jp/odawara/
★JR小田原駅東口から徒歩5分

伝統工法を駆使した梁組みと展望休憩室から見
える富士山が心身ともに癒してくれます。
人気の日替わり風呂もぜひお楽しみください！
「朝風呂が大好評！」
［料金］朝風呂：大人700円、小人350円/通常
営業：平日大人1,500円、小人750円。土日大人
1,800円、小人900円
［営業時間］10時〜23時
（最終入館22時）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり
＊季節により営業時間変更あり

●おすすめは「選べる御膳付満喫クーポン」。入
館料（2名様分）＋貸部屋（3時間）＋貸切風呂
（1時間）＋選べる御膳2,300円×2名様分セッ
ト通常料金15,950円→12,000円（2名様・税
別）要予約。繁忙期は、お問合せください。温泉
と小田原城天守閣がセットで2,300円！
［料金］大人（中学生以上）2,300円（税別／
深夜料金は別途）
［ 営業時間］24時間営業
［休館日］※臨時休館日はHPをご確認ください
新型コロナウイルスの早期収束をお祈りしております。

大人入館料100円引き
１枚に付き4名様有効

ご優待・7

※1枚につき4名様有効
（大人のみ）
令和2年7月末日

天然温泉コロナの湯 小田原店

温泉宿「天成園」は10時〜翌朝9時迄、23時間「立寄り湯」OK！
●女性はお気に入りの色浴衣で愉しむ１日。
●屋上天空大露天風呂では「美肌の湯」
を堪能♪
●マッサージ、
エステなど豊富なウェルネスメニューも。
●お食事処では、軽食から本格御膳までご用意！
●毎週日曜日はランチバイキングも好評開催中！
［料金］大人
（中学生以上）
2,300円
（税別/深夜
料金別途）
※入湯税50円を別途頂戴いたします
［営業時間］10：00〜翌朝9：00
（23時間営業）
一部営業時間を短縮しております。詳しくはHPをご確認ください。

ふじやま温泉

神奈川県 秦野

手ぶらで気軽に立ち寄れる万葉の湯はだの館。
名湯「湯河原温泉」
で心も身体もリフレッシュ！
高温ロウリュサウナも大人気稼働中です。
館内にはお食事処・癒し処・キッズスペースも
ありますのでご家族でもご利用頂けます。
［料金］大人1,800円/小学生930円/幼児740
円
（3才〜未就学児）
［営業時間］24時間営業 ※一部追加料金あり
［休館日］臨時休館日あり
新型コロナウィルスの早期収束をお祈りしております。

［料金］
平日
（大人）
850円
（小人）
450円
土休日
（大人）
1,080円
（小人）
600円
［営業時間］11：00〜21：00
（最終受付20：30）
［休館日］営業についてはHPでご確認ください。

箱根湯本温泉 天成園

硫酸
塩泉

〒257-0032 神奈川県秦野市河原町2-54
tel.0463-85-4126 https://www.manyo.co.jp/hadano/
★東名高速秦野・中井I.から1,500ｍ

当館自慢の人工高濃度炭酸泉は泡の付き
方が他とは違うと大好評。
内湯と露天風呂の2箇所にあり、
露天風呂で
は前方に関東百名山の一つ石老山を望むこ
とができます。
また、
源泉岩風呂はお肌がすべ
すべになるアルカリ性の美肌の湯です。
うるりならではの森林浴をお楽しみください。

ご優待・7

令和2年7月末日

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

硫酸
塩泉

静岡県 沼津

Facebook

LINE
ペア割ワンドリンク付きクーポン
お一人様当たり
通常2,990円（税別）⇒2,000円（税別）
令和2年7月末日

ニューウェルシティ湯河原 いずみの湯

硫酸
塩泉

13244

静岡県 熱海

〒413-0001

静岡県熱海市泉107
0465-63-3721 https://www.welcity-yugawara.co.jp/
★JR湯河原駅より車で5分路線バスで10分 無料シャトルバス運行あり（時間・乗降場所問合せ）

〒410-0011 静岡県沼津市岡宮1208-1
tel.055-927-4126 https://www.manyo.co.jp/numazu/
★東名高速沼津ICから1200ｍ ぐるめ街道沿い
ロングドライブで疲れたら、手ぶらで気軽に立寄れる万葉の湯
へ。名湯 湯河原温泉に浸かって肌も心もリフレッシュしてみま
せんか。館内には、
お食事処はもちろんのこと、
ボディケア、足つ
ぼ、
アカスリ、
エステ、
タイ古式など癒し処も充実しております。
［料金］平日1,672円/土日祝2,200円（深夜料金は別途）
［営業
［休館日］臨時休館日有
時間］24時間営業 ＊一部追加料金あり
新型コロナウイルスの早期収束をお祈りしております。公式SNSで最新情報配信中！
LINE

Instagram

Twitter

Facebook

ご優待・7

神奈川県 横須賀

〒239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸4-1-23
tel.046-845-1726 http://www.yurakirari.com/
★横浜横須賀道路馬堀海岸IC出口右折しすぐ 京急本線馬堀海岸駅より徒歩12分

入館料 平 日1,672円→1,463円
土日祝2,200円→1,881円
1枚につき4名様まで有効
（大人のみ）
令和2年7月末日まで有効

豊かな温泉と開放感ある露天風呂、
ゆっくりすご
せる休憩所のほか、充実した施設があり日帰り温
泉の魅力がたっぷり。お食事もカジュアルメニュ
ーから本格的な御膳料理まで豊富です。
［料金］大人
（中学生以上）
1,100円小人
（小学
生）
550円 幼児
（3歳以上）
440円 タオル類・浴衣
は有料となります。
［営業時間］11：00〜23：00
（時間短縮営業中で
す。詳しくは、
お電話･HPにてご確認ください）
新型コロナウイルスの早期収束をお祈りしております。

日帰り入館料200円引
ご優待・7

1枚につき5名様有効
（大人のみ）
2020年7月末日まで有効
令和2年7月末日
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天然温泉まめじま湯ったり苑

塩化物
温泉

長野県 長野

〒381-0022 長野県長野市大豆島1641
tel.026-222-1126
★上信越自動車道 須坂長野東ICより車で10分

ご近所リゾートコロナの湯 豊川店

愛知県 豊川

〒442-0824 愛知県豊川市下長山町上アライ14-1
tel.0533-85-6623 http://www.korona.co.jp/Onsen/tok/
★東名豊川IC南 国道151線 城下交差点東へ500M 豊橋駅から無料シャトルバスあり

「天然温泉＋高濃度炭酸泉」
が誕生しました。
長野市大豆島の地に、
こんこんと湧き出る
極上の天然温泉。その天然温泉に炭酸ガ
スを溶け込ませた高濃度炭酸泉の浴槽が
誕生しました。天然温泉の効果と高濃度炭
酸泉の効果をお試しください。他にも源泉湯
をはじめ多種類のお風呂が楽しめ、
エステ、
マッサージなどのリラクゼーションも充実。
［料金］平日
（大人）
700円
（小人）
350円／
土日祝
（大人）
750円
（小人）
400円
［営業時間］10:00〜24:00
（最終受付23:30）
［休館日］年５回 保守点検の為休業させていた
だきます。
＊営業についてはHPをご確認ください

店内に無料Wi-Fiを導入致しました！
低 温サウナ 健 美 効 炉 内 の 漫 画
コーナーもリニューアルし、大人気
タイトルを中心に約10,000冊を総
入れ替え致しました。パワーアップし
た健美効炉で1日中ゆっくりとおくつろぎ下さい。
［料金］平日
（大人）700円（小人）300円/土日祝
（大人）
800円
（小人）
300円 その他、2歳以下無料
/健美効炉
（大人）
500円
（小人）
300円※レンタルタ
オルセット・館内着付※入泉料が別途必要となります。
［営業時間］6：00〜25：00（最終受付24：30）
＊短縮の可能性あり
［休館日］年中無休（メンテナンス休業あり）コロナの湯 検索

熱中症の予防に
お風呂を活用しよう！
毎日の入浴が熱中症予防に有効です。

熱中症は「家の中」や
「夜間」でも発生します。
暑さに慣れて汗を上手にかける
しょねつじゅんか
体になる「暑熱順化」を
めざして！
毎日のお風呂で
しっかり汗をかいて
夏に備える！

しょねつじゅんか

入浴で「暑熱順化」するポイント
40℃
10 〜 20 分

の有効期間は令和2年7月末日まで。
11

しょねつじゅんか

「暑熱順化」が成立すると…
皮膚の
血流量が
増えやすい

熱中症予防には、
こんな入浴法が効果的！

６月から
開始

私たちの体には、季節の変化に適応する能力が備わっ
しょねつじゅんか
ており、暑い季節に慣れることを「暑熱順化」と呼びます。
熱中症は、体温調節がうまくできず、体温が異常に上がる
ことから起こります。暑熱順化が成立すると、体温が低く
ても発汗できるようになるので、体温が上がりにくくなり、
熱中症の予防につながります。

汗で
排出される
塩分が少ない

体温が
上がりにくい

水分補給で
体液量が
回復しやすい

毎日の入浴で汗をかくのも、暑熱順化を助けます。この
入浴法にはちょっとしたコツがあります。約 40℃くらいの
ぬるめのお湯に 10 ～ 20 分ほどつかり、しっかりと汗をか
いてください。夏が到来する前から開始して、2 週間以上
続けるとよいでしょう。
＊高濃度炭酸ガス入浴剤を使用するのもよい。

新型コロナ対策としてのマス
ク着用も熱中症リスクを高め
る一因。マスクの中は常に
湿った状態で喉の渇きを感
じづらいので定期的な水分
補給が必要です。

利用方法につきましては各施設までお問い合せ下さい。

優待券のみの切り取りは無効になります

天然温泉コロナの湯 安城店

塩化
物泉

愛知県 安城

〒446-0022 愛知県安城市浜富町6-8
tel.0566-74-8611 http://www.korona.co.jp/Onsen/anj/
★JR安城駅より車3分・徒歩15分

天然温泉 かきつばた

塩化
物泉

愛知県 長久手

〒480-1102 愛知県長久手市前熊下田170
tel.0561-64-3511 http://www.nagakuteonsen.jp
★名古屋瀬戸道路 長久手ICより県道6・233号を北2ｋm

土日祝日は朝7:00オープン。10:00までにご来館
いただいた方は入館料690円！
！8:00〜10:30
「2階カジュール」
にて
「モーニングサービス」
も実施
＊ご入浴のお客様のみご利用可能。
7月23日
（木）
24日
（金）
お子様ビンゴ大会
25日
（土）
26日
（日）
はお子様花火プレゼント
ご家族皆さまでお楽しみいただける
「天然温泉
かきつばた」へ。ぜひご来館下さいませ。
［料金］
（大人）
890円
（小人）
440円 ヒーリング
（万寿洞）
500円 入泉+万寿洞1,390円 クーポン
ブック特典150円引き
（1,240円）
［営業時間］9：00〜23：00
（最終受付22：15）
［休館日］毎月15日
（土日休の場合は翌平日）

天然温泉コロナの湯 中川店

友だち募集中！

スタンプ

入泉＋レンタルタオル 950円→830円
・本券1枚につき1名様1回限り有効
・ご利用時に必ずフロントにご提示ください
令和2年7月末日まで有効

天然温泉露天風呂と美肌の湯 宮の湯

愛知県 名古屋

〒456-0004 愛知県名古屋市熱田区桜田町20番7号
tel.052-882-8888 http://miyanoyu.jp http://blogs.yahoo.co.jp/miyanoyuatsuta
★都心環状線下、高辻交差点を西方面へ、桜田町交差点を北方面すぐ

コロナの湯 検索

露天風呂にて人工温泉開催中！各
地の名湯を月替わりでご堪能いただ
けます。
また、高温サウナでのロウリュ
イベントは土日祝日好評開催中。高温の熱波を
浴び大量の汗をかくことで、日常では体験出来
ない爽快感を味わえます。5つの韓国式岩盤浴も大人気！
心ゆくまで疲れを癒して下さい♪
［料金］
（大人）700円（小人）300円/土日祝（大人）750円（小
人）300円 その他、2歳以下無料 会員割引あり
（年会費
1,000円）／韓国式岩盤浴（大人）500（小人）300円 ※レン
タルタオルセット・館内着付［営業時間］月〜木・日・祝 10：00
〜23：00（最終受付22：30） 金・土・祝前日 10：00〜24：
00（最終受付 23：30）
＊短縮の可能性あり
［休館日］毎月第三水曜日
コロナの湯 検索

※1枚につき1名様有効
令和2年7月末日まで有効

展望風呂 風（フー）の湯

愛知県 常滑

〒479-0881 愛知県常滑市セントレア１tel.0569-38-7070
★空港アクセス快速特急中部国際空港駅 第1ターミナル4階 スカイタウン

くつろぎ天然温泉 津島湯楽

愛知県 津島

源泉かけ流し・炭酸泉・漢方薬湯（和風呂のみ）が大
好評！２F湯楽さろんにはコミック10,000冊以上を揃
え、一日ゆっくりとお過ごし頂けます（入泉のみの方は
御利用いただけません）。湯楽名物入浴法！当店の
「源泉掛け流し 天然温泉 尾張天王の湯（湯温33
℃）」
とサウナの交互浴を是非堪能してください。
［料金］大人1,200円、
小人600円
（タオル館内
着付き）
/大人650円、
小人350円
（入泉のみ）
［営業時間］営業についてはHPをご確認ください。

［料金］全日
（大人）
955円
（小人）
591円
＊料金は税抜
［営業時間］8:00〜21：00
※毎月第3水曜日は18:00まで
［休館日］詳しくはHPをご覧ください
単純泉

単純泉

〒496-0037 愛知県津島市西愛宕町2-208
tel.0567-23-4126 http://www.tyuraku.com
★東名阪自動車道 弥富ＩＣより北へ10分

日本初の飛行機を望める展望風呂。伊勢湾
に沈む夕日や、飛行機の離着陸をみながら
お楽しみください。旅の疲れをとるには最高
のお風呂です。タオル付きの値段なので手
ぶらでお気軽にご利用できます。セントレア
に遊びにきたついでなどお楽しみください。

天然温泉コロナの湯 大垣店

愛知県 半田

〒475-0838 愛知県半田市旭町3-11-1
tel.0569-21-8677 http://www.korona.co.jp/Onsen/han/
★知多半島道路半田I.Cより車で5分 名鉄河和線「青山駅」下車徒歩5分 武豊線東成岩駅より徒歩1分

平日630円・土日祝730円で
手ぶらセットに！

岐阜県 大垣

〒503-0808 岐阜県大垣市三塚町字西沼523-1
tel.0584-75-5741 http://www.korona.co.jp/Onsen/ogk/
★大垣駅より無料シャトルバス運行中

コロナの湯 検索

愛知県 名古屋

2019年7月にリニューアルオープンを
致しました。解放感のある天然温泉の
大露天風呂と天然溶岩サウナ健美
効炉がおすすめ！充実した漫画コー
ナーのリラクゼーションルーム、卓球
や麻雀が楽しめるレクリエーションルームなど、1日中
楽しめる事間違いなし！
［料金］平日(大人)650円(小人)300円/土日祝(大
人)750円(小人)300円 その他 2歳以下無料／健
美効炉（大人）600円（小人）300円 ※レンタルタオ
ルセット・館内着付※入泉料が別途必要となります。
［営業時間］
日〜木曜日・祝日8:00〜深夜1:00、金・
土・祝前日 8:00〜深夜2:00＊短縮の可能性あり
［休館日］年中無休
（メンテナンス休業あり）

ご近所リゾートコロナの湯 半田店

宮の湯は天然温泉露天風呂と美肌の湯です。
軟水装置を設置し、天然温泉の露天風呂以外
のすべてのお風呂とシャワーが、高純度軟化
水の美肌の湯に生まれ変わりました。
宮の湯の美肌の湯で『お肌つるつる』
『 髪の毛
つやつや』
を体感してください。
［料金］
平日 大人 630 円、
小人 200 円／土日休 大人
730円、
小人250円 ※会員割引 あり

ご優待・7

単純泉

〒454-0954 愛知県名古屋市中川区江松3丁目110
tel.052-303-9711 http://www.korona.co.jp/Onsen/nak/
★国道1号線三日月橋西詰・江松交差点角

大浴場はござらっせ自慢の
「炭酸温泉」
です。
日本
最大級の大きさと超高濃度のシュワシュワの泡が
人気の秘密です！
［料金］
（大人）
720円
（小人）
300円 岩盤浴410円
［営業時間］9：00〜23：00（最終入館受付22：00）
［休館日］第１月曜日
（休日の場合は翌平日）
※営業についてはホームページを確認してください。

ご優待・7

愛知県 刈谷

〒448-0007 愛知県刈谷市東境町吉野55
tel.0566-35-5678 http://www.kakitsubata-spa.com
★伊勢湾岸自動車道豊明ICより東5k 刈谷PA直結

朝7：00〜24：00まで営業！
ナトリウム・カルシウム塩化物温泉の天然温泉
なので神経痛・腰痛・関節痛・五十肩などにも
効果あり！ ゆっくりくつろげる露天風呂と
良い汗を流せる岩盤浴、コミックを読みながら
発汗できる遠赤低温サウナ「健美効炉」も魅力です！
［料金］
平日
（大人）
750円
（小人）
350円/土日祝
（大人）
800円
（小人）
350円 2歳以下無料/健美
効炉・岩盤浴
（大人）
550円
（小人）
350円※入泉
料が別途必要となります。※館内着・レンタルタオ
ルセッ
ト・大判タオル付
［営業時間］
７
：
００〜２４
：
００＊短縮の可能性あり
［休館日］年中無休（メンテナンス休業あり） コロナの湯 検索

長久手温泉 ござらっせ

塩化
物泉

土日祝限定で朝風呂営業中（お得な
モーニングセットもあります!）解放感あふ
れる露天風呂をより心地良くお楽しみい
ただけます。遠赤低温サウナ「健美効
炉」にも注目！中低温で息苦しさを感じな
い為、サウナが苦手な方でも楽に発汗を体感できます。
［料金］平日
（大人）680円（小人）320円/土日祝（大
人）
750円
（小人）
320円 その他 2歳以下無料/健美
効炉・岩盤浴（大人）520円（小人）320円。※レンタル
タオルセット･館内着付。※入泉料が別途必要となりま
す。※小人は岩盤浴をご利用いただけません。
［営業時間］平日9:00〜深夜1:00、土日祝7:00
〜深夜1:00＊短縮の可能性あり
［休館日］年中無休
（メンテナンス休業あり）

大人
入館料1,200円→1,100円
ご優待・7

本券1枚につき5名様まで有効
令和2年7月末日まで有効

天然温泉 三峰

単純泉

岐阜県 可児

〒509-0238 岐阜県可児市大森1748-1
tel.0574-64-0126 http://www.mitsumine-onsen.com
★東海環状自動車道可児御嵩ICより車で10分
7月イベント
1日
（水）
〜三峰風鈴開催
4日
（土）
〜七夕キャンドルナイト
11日
（土）
〜石焼ひつまぶし
18
（土）
19
（日）
薄荷風呂
23日
（木）
〜26日
（日）
クール炭酸泉
26日
（日）
フラショー
［料金］平日
（大人）
750円
（小人）
380円／
土日休
（大人）
850円
（小人）
430円
※満65歳以上・身障者の方 全日720円
［営業時間］10：00〜23：00
［休館日］営業につきましてはHPまたはお電話でご確認ください。

12

癒しの里 伊賀の湯

三重県 伊賀

〒518-0843 三重県伊賀市久米町687-1
tel.0595-21-4126 http://www.iganoyu.com
★名阪国道 上野東ICより100m

癒しの里 名張の湯

三重県 名張

〒518-0772 三重県名張市希央台2番町77-1
tel.0595-28-5526 http://www.nabarinoyu.com/
★近鉄名張駅東出口より徒歩15分 バス利用は名張駅西口より「名張の湯・とれたて名張交流館」下車

広々とした露天風呂に地元名産の伊賀焼を
用いた壺風呂など、様々な工夫を凝らした浴
槽の他、農産物直売所、
レストラン、
ボディケ
アにカットサロンと付帯施設も充実。心も身
体も癒される空間で安らぎの一時を・
・
・。

開放的な露天風呂や高濃度炭酸泉、TV付リ
クライナーも完備した岩盤浴でゆったりお寛ぎ
頂けます。お食事コーナーでは和食洋食の他、
韓国料理や焼肉メニューも揃えております。
［料金］大人
（中学生以上）
800円／小人
（小
学生迄）
400円／乳幼児
（3才以下）
無料
岩盤浴
（小学生以上）
750円
10:00〜23：30
（最終受付22：30）
［営業時間］10：00〜24：00（最終受付23：00）
［休館日］年中無休
※営業時間に関してはHPでご確認下さい

［料金］
（大人）
800円
（小人）
400円
３歳以下無料 岩盤浴550円
（中学生以上）
［営業時間］10：00〜24：00（２３
：
００受付終了）
［休館日］年中無休
（メンテナンス休館あり）
※営業時間に関してはHPでご確認下さい

玉光湯 ひじりのね

塩化
物泉

塩化物
温泉

京都府 京都

〒612-8487京都府京都市伏見区羽束師菱川町678
tel.075-925-1126 https://hijirinone.com/
★第2京阪 巨椋池ICより約5Km 名神高速 京都南ICより約5Km

松阪温泉 熊野の郷

塩化
物泉

露天風呂では「伊勢の国」亀山で掘り当てた天然自然
のタートル温泉をお楽しみいただけます。女性に人気の
お肌がすべすべツルツルになると言われている美人の
湯としても有名です。
また美肌効果、保湿効果も高いと
言われている炭酸泉もお楽しみいただけます。食堂 花
づかしでは、
ご家族でのお食事から汗を流した後の一
杯まで、豊富なメニューで皆様をお出迎えいたします。

源泉から湧き出す温泉を、和風・バリ風の2
つのタイプをご用意。
どちらも本格リゾートの
雰囲気が楽しめます。清流のせせらぎに耳を
すませ木々の緑に囲まれた露天風呂をひと
りじめ。心ゆくまで天然温泉に浸り、身体の
奥にたまった疲れをゆっくりとほぐしてください。
［料金］全日
（大人）
770円
（小人）
440円/
土日休3,850円/朝風呂550円
（7：30〜10：00）
＊家族風呂
（1室5名様まで）
平日3,080円
［営業時間］平日10：00〜24：00/日祝7：30〜24：00
［休館日］年数回メンテナンスのため休館あり営業はHPにてご確認ください
＊一部営業時間が短縮になる場合がございます。

［料金］平日
（大人）700円（小人）300円／
土日祝
（大人）
800円
（小人）
350円
［営業時間］8:00 〜 24:00（最終受付23:30）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり

鳴尾浜温泉 熊野の郷
「ゆ〜ゆな店」
への参加・一般広告のお申し込み・お問い合わせは

☞ライフラボ ゆ〜ゆ編集部

メール：yu-yu@lifelab.co.jp まで

下記のアンケートにお答えください。
Ｑ１．よく利用する温浴施設を知人に紹介できますか？
・紹介できる ・紹介できない（理由：

）

Ｑ２．利用する温浴施設の従業員の接客は？
・満足している ・不満足（理由：

）

Ｑ３．貴方の利用している温浴施設が改装して欲しい場所は？
店舗名（
・風呂の種類（例
）・岩盤浴 ・人工炭酸泉
・食事処 ・休憩処 ・脱衣所 ・その他（

三重県 松阪

〒519-2143 三重県松阪市中万町2074-1
tel.0598-29-4126
★伊勢自動車道・勢和多気ICより国道42号線を松阪方面15分

）
・薬湯
）

Ｑ４．よく利用する温浴施設の満足度をお聞かせください。
・お
風
呂（ 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 ）
・清
潔
感（ 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 ）
・スタッフ対応（ 5 ・ 4 ・ 3 ・ 2 ・ 1 ）
5-満足 4-ほぼ満足 3-普通 2-やや不満 1-不満）
Q５．非常事態宣言解除後はお風呂を利用する回数は？
・利用が減った ・以前と変わらず利用している ・利用しなくなった
Q６．非常事態宣言解除後の施設の対策はどうでしょう
・安心できる対策がされている ・少し不安な対策 ・現状の対策では不安
希望する対策法があれば
（
）
コメント又は施設への要望

塩化
物泉

兵庫県 西宮

〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜1-1-3
tel.0798-44-4126
★阪神本線甲子園駅から無料巡回シャトルバス15分
熊野の郷のお風呂は地下1000mから湧き出る44度の
天然温泉。弱アルカリ性のお湯が体の奥にたまった疲れ
をほぐし、つるつる・しっとりの美肌効果を与えてくれます。
浴槽タイプは和風・バリ風の2つのタイプをご用意。どちら
も本格リゾートの雰囲気が楽しめます。温泉の醍醐味で
ある「元湯100％かけ流し湯」
もご堪能いただけます。
［料金］平日
（大人）900円（小人）400円/土日休（大人）
1,000円（小人）450円/朝風呂700円（7：30〜10：00）
＊家族風呂（1室5名様まで）平日3,300円
［営業時間］平日10：00〜24：00/日祝7：30〜24：00
［休館日］年数回メンテナンスのため休館あり
営業はHPにてご確認ください
＊一部営業時間が短縮になる場合がございます。

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部

単純泉

兵庫県 神戸

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-8-1 プロメナ神戸
tel.078-371-4126 https://www.manyo.co.jp/kobe/
★JR神戸線「神戸駅」
から地下道直結徒歩3分
神戸駅より徒歩3分・ハーバーランドの大型ショッピン
グモール
（umie）
まで徒歩3分。
ショッピングや観光に
も最適。自慢は地上100ｍにある展望足湯庭園・本
格的な映画館で無料上映！また、
日帰り温泉やご宿
泊施設も完備ですので遠方からでもお越し頂けます。
岩盤浴・マッサージ・本格和食料理もおすすめです。
［料金］
＊表記料金は税別価格となります。
（大人）2,300円
（小学生）1,150円（幼児）900円 深夜料金（大人）1,700
円（小学生・幼児）900円。
＊2020年4
月1日より日帰り入湯税75円を別途徴
収［営業時間］24時間営業＊臨時休
館日、各営業時間についてはHPをご確
認下さい

LINEでお得な情報、クーポンを配信中！

湯〜モアリゾート 太山寺温泉なでしこの湯

ラジウム
温泉

兵庫県 神戸

〒651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開270-1
tel.078-977-0261（おフロいちばん）http://nadeshikonoyu.com/
★阪神高速「前開ＩＣ」、神戸淡路鳴門自動車道「布施畑ＩＣ」より車で3分 地下鉄学園都市駅よりシャトルバス７分

国内有数の自噴型天然ラジウム温泉を堪能
できる施設。釜飯会席と飲み放題・温泉入浴
付で5,000円。
［料金］平日 大人600円 小人300円（3才〜小学生）70
才以上500円／土日祝 大人700円小人400円（3才〜小
学生）70才以上550円／宿泊（1泊2食）9,980円〜［営
業時間］10:00〜22:00（最終受付21:30）、土曜のみ！２４
時まで営業（最終受付時間23：30）
［休館日］年中無休（年
に一度休館日あり）営業についてはHPでご確認ください
手ぶらセット券 900円→700円
ご優待・7

※応募された場合、
プレゼント提供会社ならびに情報提供会社からDM・資料などが送られてくることがあります。

本券1枚で3名様まで有効
令和2年7月末日まで有効

白浜温泉 とれとれの湯

塩化物泉・
炭酸水素塩泉

和歌山県 白浜

〒649-2201 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田2508
tel.0739-42-1126 http://www.toretore-spa.com
★JR白浜駅より車で5分 南紀田辺ICより15分

丹波市立 薬草薬樹公園 丹波の湯

絶景の露天風呂を含め9種類のお風呂があり、日ご
ろの疲れを癒すことができます。岩盤浴も6種類あり、
自分好みの部屋を見つけてゆっくり汗を流していた
だけます。＊営業についてはHPでご確認ください。
［料金］
（大人）
770円
（小人）
390円
岩盤浴 大人のみ820円
（入館料別）
［営業時間］9：00〜23：00
［休館日］年中無休（設備点検のため休業あり）
＊諸事情により休館日になる場合もございます。

約300種類の薬草薬樹が植えられた薬草公園内
にあり、
薬草エキスたっぷりの薬草湯と丹波の四
季折々の食材や薬草をふんだんに使った薬膳料
理で心も身体も日頃の疲れを癒してくれる日帰
りコースの施設です。
［料金］
大人600円 小人400円 ＊障がい者割引あり
［営業時間］10：00〜21：00（最終受付20：30）
［休館日］
毎週水曜日 年末30日・31日 8月・11
月無休。
飲食、
売店は10：00 〜 18：00まで営業
しております。
詳しくはHPでご確認ください

入浴料金100円割引

入館料670円（通常770円）

VOID
ご優待・7

兵庫県 丹波

〒669-3157 兵庫県丹波市山南町和田338-1
tel.0795-76-2121 http://www.yakuso.gr.jp
★中国自動車道 滝野社ICから175号線西脇方向30分

本券1枚で2名様まで有効

ご優待・7

令和2年7月末日まで有効

本券1枚で5名様まで有効
令和2年7月末日まで有効

「フロ充」とは、入浴時間を楽しむことで健康と安らぎを得る、心身共に充実したラ
イフスタイルのことです。
ゆ〜ゆでは、普段よりフロ充生活を過ごされているゆ〜ゆな皆さんの「フロ充、
ちょっといい話」を募集しております！温浴施設での思い出など、お風呂にまつわる
体験談をお寄せください。皆さんのご投稿をお待ちしております!!
※ご投稿の内容はゆ〜ゆ各媒体やイベントでご紹介させて
頂く場合がございます。匿名希望の場合はペンネームもご
記入ください
※宛先は「フロ充、
ちょっといい話係」まで、住所はP14プレゼ
ント葉書をご参照下さい。また、
メール、
SNSからもご応募頂
けます
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特集1

太郎の漫湯記〜観光とお風呂でちょっと遠くへ〜in

特集2

お風呂で解決 次郎の入浴メンテ!  

お気に入りのお風呂が見つかる

鬼怒川温泉

お風呂で免疫力UPの巻

人気の温浴施設「ゆ〜ゆな店」
第127回
表紙のお宿

ゆ〜ゆ 7 月号 プレゼント

一枚の湯

一泊2食付 宿泊券（1組2名）

2 3 1 0 8 6 8

鬼怒川パークホテルズ

鬼怒川パークホテルズは、東武鬼怒川
線鬼怒川温泉駅下車、徒歩5分、お車でお
越しの場合は日光宇都宮道路今市I.Cより
約15Kmの場所にある、多種多様なお風呂
を備える温泉旅館です。木楽館、木の館、木
心亭、パークコテージと、目的に合わせて
幅広くご利用いただけるお部屋でお寛ぎ
いただけます。益子焼絵付け体験ができる
ギャラリースペース、コーヒーコーナーや
インターネットデスクも完備しています。
個人様やグループ様ともに大変高い評
価をいただいております。是非、お立ち寄り
くださいませ。
鬼怒川パークホテルズ 宿泊料金

¥12,000～（1泊2食、税別）

温浴施設利用ペア招待券プレゼント5組10名様

湯楽の里 日立店
お問い合せ先

お問い合せ先

〒518-0843
三重県伊賀市久米町687-1
0595-21-4126
http://www.iganoyu.com
詳細は「ゆ～ゆな店」▶12P

ゆ〜ゆ編集部
7月号プレゼント係行

ご予約お問い合せ先

〒321-2522
栃木県日光市鬼怒川温泉大原1409
電話：0288-77-1289
HP：http://www.park-hotels.com/

応募締め切り

氏名
（フリガナ）

性別

年齢

男･女
住所

才

〒

2020年7月25日（土）
当日消印有効

応募方法

応募はがきのアンケートに答え、
必要事項を記入の上、63円切手
を貼ってお送り下さい。
※ご宿泊いただく部屋は、写真
と異 なる 場 合 がご ざ います。
尚、宿泊条件・有効期限は各
施設によって違います。
※応募された場合、プレゼント
提 供 会 社 から DM・資 料など
が 送られてくることが ありま
す。あらかじめご承知ください。
※宿泊券の転売はできません

連絡方法

癒しの里 伊賀の湯

神奈川県横浜市中区石川町2丁目64番地
プラザセレス石川Ⅰ406号室

職業
ご希望の
施設

〒316-0005
茨城県日立市河原子町1-1-6
0294-25-4126
http://www.yurakirari.com
詳細は
「ゆ～ゆな店」▶6P

63円切手を
お貼りください

●電

話

●メール

□ 鬼怒川パークホテルズ
□ 湯楽の里 日立店

ゆ〜ゆを受取ったお店

□ 癒しの里 伊賀の湯
月に温浴施設を
何回利用しますか

よく利用する温浴施設
利用する理由

回

