スタンプ4つ集めて、
招待券・割引券をもらっちゃおう！！

「ゆ〜ゆ な店」

お店の営業状況については
施設HP等で確認してね。

4 1

金

2022

5 10

日 付
火

店

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。
〒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 405号室

に当たる!!

名

担当印

ラリー印

2
3
4
氏名
（フリガナ）

「ゆ〜ゆ編集部」
ゆ〜ゆめぐりスタンプラリー担当
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。
当選者の発表は賞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。
4月号参加店舗以外のスタンプは無効となります。

連絡方法
年齢

才

TEL.
メール

住所 〒

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。

炭酸水
素塩泉

栃木県 栃木市

湯楽の里 伊勢崎店

塩化
物泉

令和4年4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

〒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

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。
［料金］平日
（大人）820円（小人）390円／
土・休日・特定日
（大人）
920円
（小人）
490円
※3歳以下無料
［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

名様

1

応募〆切：2022年5月10日
（火）
※当日消印有効

栃木温泉 湯楽の里

126

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！

スタンプラリー！
今月の
実施期間 2022

抽選で毎月63組

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

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。館内利用時はマスク着用にご協力
お願い致します。
［料金］平日
（大人）800円（小人）390円／
土・休日・特定日
（大人）
900円
（小人）
490円
※3歳以下無料
［営業時間］9：00〜深夜1：00（受付終了24：00）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり

当店自慢の昭美の湯や、高濃度炭酸泉をぜ
ひお楽しみ下さいませ。新聞やテレビでも紹介
されたサンゴライトを使用した
「サンゴライト化粧
水風呂」へ「ユッカ濁り湯」
をブレンドしておりま
す。この機会に相乗効果をご堪能してみては
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／3歳以下無料
［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

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

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）950円（小人）620円／
土・休日・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
340円 土・休日・特定日460円
［営業時間］平日・土日祝8時〜23時（最終受付22時）
［休館日］4月19日
（火）
メンテナンス休館日

6

つくば温泉 喜楽里 別邸

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。
［料金］平日
（大人）
1,100円
（小人）
650円
土・休・特定日
（大人）
1,350円
（小人）
750円
温熱房（岩盤浴）平日300円／土・休日・
特定日350円
［営業時間］9：00〜24：00
（受付終了23：00）
※小学生以上を対象とした施設です。
［休館日］営業日につきましては、HPまたは
お電話にてご確認ください。

湯楽の里 取手店

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

茨城県 土浦

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、瞬時に立ち上る蒸
気が発汗を促すプログラムです。
炭酸泉とロウリュウサウナで疲労回復!!
［料金］平日
（大人）
650円
（小人）
300円／
土日祝（大人）740円（小人）350円／3歳
以下無料 ３/31をもちまして会員料金廃止
［営業時間］9時〜深夜1時（最終受付24：30）お食
事処ゆらり亭9：30〜23：00（ラストオーダー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

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

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）
670円
（小人）
250円／
土・休日・特定日
（大人）
720円
（小人）
300円
会員割引あり／3歳以下無料
［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

スーパー銭湯 崋の湯

湯楽の里 土浦店
〒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

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

新型コロナウイルス感染症対策中
当店では岩盤浴半額の日を実施しております。
通常420円⇒210円にてご利用頂けるお得
な日となっております。
実施日は毎月発行される
湯楽だよりをご確認下さい。
皆様のご来店をお
待ちしております。
［料金］平日
（大人）850円（小人）450円／
土日祝日
（大人）
950円
（小人）
500円
※3歳以下無料
［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

酒々井温泉 湯楽の里

塩化
物泉

千葉県 酒々井

〒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

酒々井アウトレットから車で15分！趣きの異なった
和・洋の湯は軟水泉を使用し男女日替わり制。
当店自慢の緑に包まれた露天風呂では人気「高
濃度炭酸泉」や壷湯など訪れるたびに気分を変
えてのんびり湯めぐりを楽しめます。女性専用岩
盤浴「崋蒸洞」
では多種類の鉱石を使用し、心地
よい発汗を癒しの音楽とともに体感いただけます。
［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］10:00〜24:00
（最終受付23:00）

LINE公式お友達募集中！

〜感染症対策実施中〜 酒々井IC・酒々井プレミ
アム・アウトレットから車で1分！ お買い物帰りに開放
的な露天風呂や高濃度炭酸泉で免疫力を高めては
いかがでしょう！アウトレット利用レシートでお得にご利
用いただけます。詳しくは当店HPをご覧ください。
［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
※3歳以下無料
［営業時間］9：00〜23：00
（最終受付22：00）
［休館日］
年数回メンテナンス休館あり

お友達登録で来店ポイントプレゼント

湯楽の里 松戸店

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
■料金改定のお知らせ
誠に勝手ながら2022年4月1日
（金）
より、
ご利用
料金を改定させていただきます。
今後ともさらなるサービスの向上に努めて参りま
すので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し
上げます。
詳細につきましては、館内掲示・HP等でご確認下さい。
［料金］平日
（大人）
620円
（小人）
330円／土日
特定日
（大人）720円（小人）360円／3歳以下
無料
［営業時間］9時〜深夜1時
（最終受付24:30）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり

7

の有効期間は令和4年4月末日まで。

Instagram

JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里

塩化
物泉

千葉県 千葉

〒261-0022 千葉県千葉市美浜区美浜26
（JFA夢フィールド内）
tel.043-205-4126 https://www.yurakirari.com/makuhari/
★JR京葉線海浜幕張駅南口より送迎バスあり

展望露天風呂では、雄大な海の景色と温泉をお楽しみ
いただきながら、非日常の世界へといざないます。日本
一の長さの「幕張の浜」をランニング・ウォーキング後の
ランニングステーションとしてもご利用いただけます。
［料金］平日
（大人）
1,050円
（小人）
450円
／土・休日・特定日
（大人）1,300円（小人）
500円※3歳以下無料
［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。

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

船橋温泉 湯楽の里

源泉かけ流し、
高濃度炭酸泉、
寝湯、
ロウリュ
ウサウナなど人気のアイテムが充実していま
す。お風呂の他にも、
岩盤浴やお食事、
リラク
ゼーション、
漫画コーナー、
ゲームコーナーなど
が揃っており、
1日中お楽しみいただけます！ ご
利用の際は、
マスクの着用、会話自粛などの
感染拡大防止対策にご協力ください。
［料金］平日
（大人）800円（小人）400円／土・
休日・特定日
（大人）950円（小人）500円 入館
回数券（10回分）7,300円 ※3歳以下無料
［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

※会員100円引き／3歳以下無料

［営業時間］9時〜深夜24時（最終受付23：30）
［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

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

笑がおの湯 松戸矢切店

塩化
物泉

埼玉県 春日部

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｡高濃度炭酸泉を導入致しま
した。お得な回数券も販売中です!
［料金］平日
（大人）740円（小人）330円／
土日休
（大人）
820円
（小人）
360円
［営業時間］10：00〜24：00
［休館日］年中無休（年数回メンテナンス休館あり）

LINE公式アカウント
お友達募集中！

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

〒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

お風呂が至福の空間に！
絶景の富士山が登場！
日本に3人しかいないと言われているペンキ絵師が
北本の地に世界に誇る富士山を誕生させました。
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。
［料金］平日
（大人）
750円
（小人）
400円／
土日祝
（大人）
850円
（小人）
450円
／3歳以下無料
［営業時間］朝9時〜深夜12時（最終受付11：30）
［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

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を楽しめる
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。※現在温泉井戸工事中。
［料金］平日
（大人）
830円
（小人）
360円／土日
休
（大人）
980円
（小人）
460円※3歳以下無料
［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

天然温泉 花咲の湯 HANASAKI SPA

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）

「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。
コミック本も設置しました。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）
750円
（小人）
390円／
土日祝日
（大人）
890円
（小人）
440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］営業日等につきましてはHPでご確認ください。

春日部温泉 湯楽の里

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

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
定のお食事付きプランもございます。
［料金］平日
（大人）
790円
（小人）
420円／土日
休
（大人）
840円
（小人）
470円

極楽湯 羽生温泉

塩化
物泉

塩化
物泉

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
アジアンな雰囲気漂う日帰りスーパー銭
湯。
「源泉かけ流し」
・
「高濃度炭酸泉」や信楽焼の特
殊陶板より湧き出す無数の気泡が心地よい「美泡の
湯」
など12種類のお風呂。岩盤浴エリアは、3室7種類
と専用休憩エリア内に25,000冊の雑誌・コミックが読
み放題。
「コロナ禍感染対策」実施の上で営業中！
詳細は、
当館HPをご確認ください。
【入浴料金】
（平日）
大人880円・
（土日祝）
930円・小人全日440円
【岩盤料金】
（平日）
大人610円・
（土日祝）
660円・小人利用不可
【営業時間】
（平日）
8時〜24時・
（土日祝）
8時〜25時
（最終受付:各日1時間前）
【休館日】年中無休
（年3回程度メンテナンス休館あり）

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
★春日部駅西口より朝日路線バス
「かすかべ温泉」
・
「ウィングハット」行き

リニューアルオープン予定
すべてのお客様の健康と癒やしのために、
かすかべ湯元温泉は生まれ変わります。
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宮沢湖温泉 喜楽里 別邸

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15分

見沼天然温泉 小春日和

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。
4月は回数券購入キャンペーンの開催です。
［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］営業日等につきましてはHPでご確認ください。

池袋から特急で40分。宮沢湖を一望する高
台に立つ日帰り温泉で、
日常から離れた大人
のリゾート気分を味わうことができます。お食事
処「天風」
では、新鮮な海の幸、山の幸、旬の
食材を使ったお料理をお楽しみいただけます。
※営業時間を変更している場合がございます。
ご来店前に店舗までご確認下さい
［料金］入館料大人（タオルセット付）平日：1,050円
/土休日：1,100円。岩盤浴（岩盤浴着付）平日：320
円/土休日：500円＊小学生から入館できます。
［営業時間］9：00〜23：00
（最終受付22：00）
［休館日］営業日等につきましてはHPでご確認ください。

昭島温泉 湯楽の里

塩化
物泉

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

所沢温泉 湯楽の里

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）
750円
（小人）
400円／
土日休
（大人）
880円
（小人）
450円

新型コロナウイルス感染拡大対策中
広々とした緑豊かなやすらぎの空間で、本格天然
温泉が楽しめます。
［料金］平日
（大人）
850円
（小人）
420円／土日
祝（大人）960円（小人）470円＊会員割引あり
／3歳以下無料
（最終受付24：30）
［営業時間］9：00〜25：00
［休館日］年に数回メンテナンス休館あり

※3歳以下無料

［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

公式インスタグラム
フォロワー募集中

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）
920円
（小人）
460円／
土・休日・特定日
（大人）1,050円（小人）
580円 ※3歳以下無料
［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

都内で温泉旅行気分♪東京にいながらにして、湯河
原の天然温泉をお愉しみいただけます。天然温泉以外
にも、お食事、
ウェルネス、岩盤浴など丸一日、ゆったり
とお過ごしいただけます。是非ご来館ください。
［料金］2,530円（税込）※中学生以上/深夜料金は別途
［営業時間］24時間営業
［休館日］施設メンテナンスのため、4月7日（木）は臨時休館日となります。
最新の営業時間・各種サービスは公式HP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。

最新情報・お得なクーポンは
公式HPでゲット！

宿泊・日帰りプランのご予約承ります

単純
温泉

秋川渓谷 瀬音の湯

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

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2020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。

の有効期間は令和4年4月末日まで。

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
深部2,000ｍから湧出する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お肌をつるつるにする美肌の
湯。岩盤浴ではスタッフによるロウリュウを毎日開催！全館ナノ
水採用で、高濃度ナノ炭酸泉は体感必須のおすすめ風呂！
午前中は岩盤浴にてセルフロウリュウ開催中。4月1日より
深夜営業再開！
［料金］平日2,100円、土日祝日2,400円
（７時間制）、岩盤浴600円［営業時間］10：00〜翌朝8：00
［休館日］年数回メンテナンス休館あり
平和島
LINE
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塩化
物泉

平和島HP

［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

天然温泉平和島

港北天然温泉 ゆったりCOco

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

溝口温泉 喜楽里

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！
！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）920円／（土・休日・特定日）
1,080円 岩盤浴
（フリータイム制）
480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

最新の情報は、
ホームぺ―ジでご確認ください

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 https://www.miurayu.com
★京急弘明寺駅より徒歩8分

湯快爽快

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

みうら湯の一番人気は黒湯炭酸泉！
湯あがり後はしっとりぽかぽか。
全館ナノ水使用でさらに保湿浸透作用がＵＰ
！
今後の社会情勢によりイベントや営業時間が
変更になる場合がございます。
［料金］平日
（大人）
850円
（小人）
300円
土日祝（大人）950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］平日10：00〜23：00／
土日祝10：00〜24：00（最終入館30
分前）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり
友達大募集！
熱海・湯河原温泉 横浜みなとみらい 万葉倶楽部

塩化
物泉

神奈川県 横浜

〒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。
［料金］平日
（大人）
850円
（子供）
300円／土休
日
（大人）
950円
（子供）
400円
＊毎月11・26日ふろの日：平日
（大人）
700円
（子
供）
200円／土休日
（大人）
800円
（子供）
250円
［営業時間］10時〜24時
（最終受付23時30分）
＊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

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

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）1,040
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

さがみ湖温泉 うるり

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

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！
★休館日および営業時間：ホームページの最新
情報をご参照下さい ★感染予防対策を徹底し
てまいりますが、
ロッカールームでは可能な限りマ
スクを着用し、浴室、
サウナでの会話をお控えいた
だくようご協力をお願いいたします
＊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 弘明寺店

炭酸水素
塩泉

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！
（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）
［休館日］4/19
（火）
＊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。

神奈川県 相模原

相模・下九沢温泉 湯楽の里

〒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

〒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

炭酸水素
塩泉

当館自慢の人工高濃度炭酸泉は、内湯と
露天の２箇所にあり露天風呂からは前方
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。皆様のご来館お待ちしております。
［料金］
平日
（大人）
900円
（小人）
500円
土休日・特定日
（大人）
1,100円
（小人）
650円
［営業時間・休館日］HPまたはお電話でお問合
せください。

炭酸水素
塩泉

神奈川県 相模原

露天風呂の温泉の泉質はナトリウム塩化物炭酸
水素塩泉です。
（ｐｈ9.08）
皮膚からの水の蒸発を
抑えるため湯冷めしにくく、別名「熱の湯」
とも呼
ばれ、
保温効果にとても優れています。
［料金］平日
（大人）850円（小人）470円／土・休日・
特定日
（大人）980円（小人）570円 ※3歳以下無料
［営業時間］9:00〜24:00［最終受付］23：30
［休館日］営業状況はHPまたはお電話にてご確認下さい。
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はだの・湯河原温泉 万葉の湯

硫酸
塩泉

神奈川県 秦野

〒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

横須賀温泉 湯楽の里

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）1,100円（子供）550円／土・休
日・特定日
（大人）1,330円（子供）650円※3歳以下
無料 ※岩盤浴（チムジルバン）中
学生以上ご利用可能
平日500円 土・休日・特定日550円
［営業時間］9：00〜24：00
（最終受付23：00）
［休館日］年数回メンテナンス休館あり

［料金］大人1,980円／小学生1,030円／幼児
820円
（3才〜未就学児）
［営業時間］24時間営業 ※一部追加料金あり
新型コロナウィルスの早期収束をお祈りしております。
入館料 平 日1,650円（税込）
土日祝1,870円（税込）
※1枚につき4名様有効
（大人のみ）
令和4年4月末日

箱根湯本温泉 天成園

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

天然温泉コロナの湯 小田原店

神奈川県 小田原

塩化物強塩泉の天然温泉とオート
ロウリュのサウナが自慢!
汗をかきながら11,500冊のコミックを
読める天然溶岩サウナの健美効炉!
フリードリンクコーナー「いろどり」で水
分補給も万全!
時間を忘れて一日中ゆっくりできる設備が満載です!

［料金］大人
（中学生以上）
2,530円
（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。

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。

硫酸
塩泉

静岡県 沼津

お客様とスタッフの安全確保にむけ、感染拡大防止策実施中！

お得なクーポンは
こちら

神奈川県 小田原

プライベートな空間でゆったりとお
使いいただける、貸切施設もご用
意しております。貸部屋（2時間）
2,800円 貸切風呂
（1時間）
3,300円
［料金］大人（中学生以上）2,530円（深
夜料金は別途）
［営業時間］営業時間に
つきましては今後変更となることがあるた
め、恐れ入りますが都度ホームページに
てご確認くださいませ。新型コロナウイル
スの早期収束をお祈りしております。

入館料＋セルフソフトドリンク
通常3,010円（税込）⇒2,530円（税込）

ご優待・4

ニューウェルシティ湯河原 いずみの湯

硫酸
塩泉

〒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

ロングドライブで疲れたら、手ぶらで気軽に立ち寄れる万
葉の湯へ。名湯 湯河原温泉に浸かって心も体もリフ
レッシュしてみませんか。お食事では沼津ならではの新鮮
な海の幸をご堪能ください。
［料金］平日1,700円/土日祝2,200円（深夜料金は別途）
［営業時間］24時間営業※最新状況はホームページでご確認ください。
［休館日］
４月11日臨時休館日

新規会員募集中
（登録無料）
LINEから登録
会員特典あり
！

小田原お堀端 万葉の湯

Facebook

〒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

コロナの湯

［料金］
平日（大人）800円（小人）350円/土日祝（大人）
950円（小人）350円 その他 2歳以下無料 会員割
引あり
（入会費300円）/健美効炉（大人）800円（小人）
300円 ※館内着・タオルセット・フリードリンク付き
［営業時間］8：00〜深夜1：00 土日祝7：00〜深夜1：00
検索
［休館日］年中無休
（メンテナンス休館あり）

LINE

沼津・湯河原温泉 万葉の湯

硫酸
塩泉

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）
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］11：00〜21：00
（最終受付20：00）
。
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
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塩化
物泉

〒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

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！

ご優待・4

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

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。

ご優待・4

塩化
物泉

1枚につき5名様有効
（大人のみ）
令和4年4月末日まで有効

の有効期間は令和4年4月末日まで。

※深夜3時以降は深夜料金がかかります。※1枚で5名様まで有効
※小田原館のみ有効 令和4年4月末日
コード：13873

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

「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）
750円
（小人）
350円／
土日祝
（大人）
800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

ご近所リゾートコロナの湯 豊川店

天然温泉コロナの湯 安城店

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

10,000冊に増刷したコミックを読みながら
発汗できる健美効炉の中にある自慢の設備、
プライベートスペース
『ひとこもり』
は
個室も完備！周りを気にせずくつろげます！
！
ナトリウム・カルシウム塩化物質の天然温泉の
露天風呂と良い汗を流せる岩盤浴もオススメです！
［料金］平日
（大人）
750円
（小人)350円/土日祝
（大
人）
900円
（小人）
450円 2歳以下無料/健美効炉・
岩盤浴 平日
（大人）
600円
（小人）
350円/土日祝
（大
人）
800円
（小人）
450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
［休館日］年中無休（メンテナンス休館あり） コロナの湯 検索

［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）
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］6：00〜25：00
（最終受付24：30）
コロナの湯 検索
［休館日］4月21日
（木）

天然温泉 かきつばた

愛知県 半田

単純泉

〒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

単純泉

関西

［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）

天然温泉露天風呂 宮の湯

大阪市 女性

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
宮の湯は天然温泉露天風呂とやわらかい軟水の湯です。
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に高純度軟化水
を使用しております。
是非
「お肌つるつる」
『 髪の毛つやつや』
を体感
してください。

解放感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!
パウダールームに美容アメニティや高品
質ドライヤーを完備！男女問わず気軽に
来店できます!また、
家族や友人とゆっくり
ご利用できる
「貸切風呂」
も大人気!
［料金］平日(大人)700円(小人)350円/土日祝(大人)
800円(小人)350円 その他 2歳以下無料/健美
効炉 平日(大人)650円(小人)350円/土日祝(大人)
700円(小人)350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（※土・日・祝日は朝6:00〜）
［休館日］年中無休
（メンテナンス休館あり）

松原天然温泉you,ゆ〜はほんと
おすすめなので、あまり紹介して
ほしくないくらいです
（笑）
。

愛知県 刈谷

当館では、
お客様に安心してご来館していただく
ために、検温、
アルコール消毒、館内の換気など
新型コロナウイルス感染症の予防対策を徹底し
ております。新型コロナウイルス感染拡大により
営業時間等が変更となる場合がございます。
詳しくはホームページ等でご確認ください。

愛知県 名古屋

〒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

コロナの湯 検索

塩化
物泉

〒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

土日は朝風呂7：00オープン！
健康の為に朝活始めませんか？
また高濃度の炭酸風呂もおすすめ！
微細な炭酸が血流を促進。
サウナではアロマロウリュ毎日実施中！
４種類の韓国式岩盤浴
（チムジルバン）
も大人気！
4月13日
（水）
リフレッシュオープン予定!
（※料金改定実施）
［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円
（小人）
300円 ※レンタルタオルセッ
ト・館内着付
［営業時間］月〜金曜日9:00〜23:00、土・日曜日7:00〜23:00
［休館日］4月12日
（火）
コロナの湯 検索

天然温泉コロナの湯 中川店

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

露天風呂は月替りで温泉地の名湯
が楽しめます。内湯には流水浴や
電気ジェット風呂があります。
サウナではアロマロウリュも定期開
催中！
ココロもカラダもコロナの湯でOFFろう♪

天然温泉コロナの湯 半田店

塩化
物泉

［料金］平日 大人680円、
小人200円／土日休 大人
780円、
小人250円 ※会員割引あり
［営業時間］
10：
００〜24：00（最終入浴受付23：30）
平日630円
・土日祝730円で
［休館日］
毎月第３火曜日
（休日の場合は翌日）
手ぶらセットに！

※1枚につき1名様有効

ゆ〜ゆ読者
の声

父は毎週温泉に入って食事を

するのが楽しみのようです。

関東

親孝行になってるかなぁと
感じています。
千葉県 女性

初めてアンケートに回答させていただきました。
温泉ファン、サウナファンとして
これからも楽しみに読ませていただきます！
どうかプレゼントあたりますように、
よろしくお願いします。
岐阜県 男性

東海

命の洗濯と昔母がよく温泉や温浴施設に行くと言っていました。
この年になると最近はその言葉を思い出し、実感しています。

関東

これからも素晴らしい企画を楽しみにしています！

埼玉県 男性
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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

塩化
物泉

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

単純
温泉

京都府 京都

〒610-1143 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-4
tel.075-333-4126 https://www.manyo.co.jp/kyoto/
★京都縦貫自動車道大原野ICより車で約7分、JR桂川駅･阪急洛西口駅方面より無料シャトルバス運行

2021年11月グランドオープン。二種類の自家源
泉は京都屈指の名湯といわれています。つるつる
すべすべを実感できる
「美肌の湯」
をご堪能下さい。
お食事や岩盤浴、癒し処も充実。
ホテル京都エミ
ナースも隣接し、宿泊にもご利用いただけます。
［料金］大人（中学生以上）2,530円、小人（小
学生）1,270円、幼児（3才〜未就学児）990円
※深夜料金別途※入湯税別途
［営 業 時 間］24時間営業（大浴
場清掃時間あり）
［休館日］年中無休（メンテナンス休館あり）
最新情報は公式HPでご確認ください

鳴尾浜温泉 熊野の郷

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/土日祝（大人）
1,000円（小人）450円/朝風呂700円（7：30〜10：00
※日祝のみ）※家族風呂（1室5名様まで）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。
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岐阜県 大垣

コロナの湯 検索

毎日朝風呂6時オープン！
天然温泉大露天風呂で
こころも身体もリフレッシュ‼
健美効炉内の休憩スペースも充実!!
人気コミック読み放題！Wi-Fi、充電スポット完備！
ゆったり、
まったり、
おくつろぎください。
［料金］平日
（大人）680円（小人）320円/土日祝（大
人）
750円
（小人）
320円 2歳以下無料/健美効炉・岩
盤浴 平日
（大人）
650円
（小人）
320円/土日祝
（大人）
700円
（小人）
320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･フリードリンク付
［営業時間］
月〜木曜日6:00〜24:00
金・土・日・祝日6:00〜深夜1:00
［休館日］年中無休
（メンテナンス休館あり）

癒しの里 名張の湯

塩化
物泉

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

源泉から湧き出す温泉を、和風・バリ風の2
つのタイプでご用意。
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/
朝風呂550円（日祝7：30〜10：00）/家族風呂
（５名様まで）平日3,080円土日祝3,850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。

京都 竹の郷温泉 万葉の湯

単純泉

〒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

四季折々の景色を眺められる露天風呂が疲れた体を優しく癒します。
4月のイベント
1日
（金）
ビンゴ大会 3日
（日）
桜茶会
9日
（土）
10日
（日）
日本酒イベント
13日
（水）
メンテナンス休館日
16日
（土）
17日
（日）
春の露店 山桜祭り
20日
（水）
サウナの日 24日
（日）
ピアノリサイタル
25日
（月）
26日
（火）
ローズマリー風呂
29日
（金）
より、回数券特別販売開始
［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］10：00〜22：30
［休館日］4月13日
（水）

松阪温泉 熊野の郷

天然温泉コロナの湯 大垣店

の有効期間は令和4年4月末日まで。

広々とした露天風呂に高濃度炭酸泉、室温
や効能が異なる5種類の部屋を配置した岩盤
浴。
そしてオートロウリュサウナ。
当店には様々な温活アイテムが揃っています。
※4月14日より下記の通り価格改定をさせて頂きます。
［料金］平日
（大人）850円（小人）400円（3歳以
下）無料/土日祝（大人）900円（小人）450円（3歳
以下）無料。●岩盤浴 平日（大人）750円（小
人）400円/土日祝（大人）800円（小人）450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

玉光湯 ひじりのね

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

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。
［料金］平日
（大人）750円（小人）350円／
土日祝
（大人）
900円
（小人）
400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の為休館日あり

松原天然温泉 you,ゆ〜

塩化物
温泉

大阪府 松原

〒580-0005大阪府松原市別所２-4-35
tel.072-333-1126 http://www.e-ofuro.com
★西名阪松原インター南側 阪神高速大堀ランプ出口すぐ

3万年前の自然のめぐみを地下1,500ｍから湧出する源
泉をそのままでお楽しみいただけます。いつまでもポカポカ
温かい、よく眠れるようになった、腰痛や関節の痛みが和
らいだなど多くのご意見をいただきます。大阪平野では特
別な泉質の黄金の湯が皆様に好評です。また毎日数量
限定のお昼御膳も大人気！ぜひ一度お召し上がりください。
会員登録をされるとお得にご利用いただけます。
［料金］大人1,800円 小人1,000円 17時以降
大人1,000円 小人500円 ＊会員割引あり
［営業時間］10：00〜24：00（最終受付23：00）
［休館日］年中無休（メンテナンス休館あり）

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部

単純泉

湯〜モアリゾート 太山寺温泉なでしこの湯

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

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650円 小人（3歳〜小学生）350円 70
歳以上550円/土日祝 大人750円 小人（3歳〜小学生）
450円 70歳以上600円/手ぶらセット割引750円
［営業時間］8：00〜23：00
（最終受付22：30）
［休館日］年中無休
ご来館前に営業時間・休館日についてはHPでご確認ください。
手ぶらセット券 950円→750円

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

令和4年4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

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。
グラウンドゴルフ場と手ぶ
らバーベキュー場
（要予約）
も併設。
［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
（祝日の場合は営業）

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］営業時間は予告な
く変更になる場合がございます。詳細はホームページを
ご覧ください。
［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。

入浴料金100円割引

VOID

本券1枚で5名様まで有効

入館料670円（通常770円）

ご優待・4

令和4年4月末日まで有効

ゆ〜ゆ 4月号

第148回
表紙のお宿

本券1枚で3名様まで有効

ご優待・4

LINEでお得な情報、クーポンを配信中！

ご優待・4

兵庫県 神戸

〒651-2108 兵庫県神戸市西区伊川谷町前開270-1
（おフロいちばん）http://nadeshikonoyu.com/
tel.078-977-0261
★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

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］
大人：2530円・小学生：1270円・幼児：
990円/深夜料金（大人）1870円（小学生・幼
児）
1100円※大人は日帰り入湯
税75円別途頂戴します
［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

丹波市立 薬草薬樹公園 丹波の湯

ラジウム
温泉

本券1枚で2名様まで有効

読 者 プ レ ゼ ント

令和4年4月末日まで有効

応募締め切り
2022/4/25
（月）

一枚の湯

当日消印有効

天然温泉とグルメバイキング、
そして豊かな自
然を活かした
「ネイチャーツアー」
でおもてなしする
大江戸温泉物語 日光霧降。
もうひとつの魅力が「湯上り＆無料ラウンジ」です。湯上りラウンジでは、
ほてった体をクールダウンする冷たいお飲み物やアイスキャンディ、生ビー
ルをご自由にお楽しみいただけます。
ロビーラウンジではご到着時や夕食・朝食後に、
コーヒーなどのソフトドリ
ンクでほっと一息。なんと高性能マッサージチェアも無料でご利用いただけ
ます！旅の疲れ、
日常の疲れを思う存分ほぐしてみてはいかがでしょうか？
お財布を気にせず各種サービスを堪能できる、お得なおもてなしも日光霧
降の魅力です。
大自然の中を散策し、天然温泉を楽しんだ後は、
おまちかねのグルメバイ
キング。
５月31日まで
「春の創作グルメバイキング」
を開催中。白ワインにぴっ
たりの海鮮冷菜、
ドイツの伝統料理や栃木県のブランドフィッシュ、
日光サー
一泊2食付 宿泊券（1組2名）プレゼント
モンのお造りなど、
どなたにも親しみやすい美味しさでおもてなしいたします。
従来のハガキでの応募に変わり、インターネットでの応募に変更させていただきます。 日光霧降の自然を満喫する宿に足を運んでみませんか？
応募方法

https://yu-yu1126.net/monthly-present/にアクセスいただき、
アンケート等必要事項にご入力の
上ご応募ください。QRコードからもアクセス可能です。切手が不要となりますので、皆さんお気軽にご応
募ください！
※ハガキでご応募される場合は、氏名・性別・年齢・住所・職業・お電話番号・ゆ〜ゆを受け取ったお店・
よく利用する温浴施設とその理由・温浴施設を月に利用する回数をハガキにご記入の上、
〒231-0868 横浜市中区石川町2-64-405 ゆ〜ゆ編集部4月号プレゼント係までお送りください
※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
プレゼントの転売はできません

Contents

応募はコチラから▶

●大江戸温泉物語 日光霧降
〒321-1421

栃木県日光市所野1535-1

0570-011263
https://nikko.ooedoonsen.jp/
おすすめ!!
スタンダードプラン

12,078円〜 消費税込み・入湯税別
＊１泊２食付き、
大人２名様１室利用時

02 特集1 太郎の漫湯記〜観光とお風呂でちょっと遠くへ〜in 日光
04 特集2 お風呂で解決次郎の入浴メンテ！ 転地効果で心身リフレッシュ♪の巻
06 お気に入りのお風呂が見つかる人気の温浴施設「ゆ〜ゆな店」
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