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●東海4県下にある55店と提携しています。これらの提携店で
は、会員の皆様方にご利用いただける会員優待サービスを
行っています。

●提携店をご利用になる場合には、信用金庫が発行する年金友
の会会員証等をフロントでご呈示のうえ、優待料金をお支払
いください。
●コロナウイルス感染症拡大防止等により営業日、営業時間が
変更になる場合があります。詳しくは提携店にご確認下さい。

　〈令和4年10月改訂〉

静岡県静岡県

東海地区4県下の信用金庫の窓口で年金をお受け取り
の皆様方（129万人余り）で組織したのが、「東海地区
信用金庫年金友の会」です。
TO（東海地区）S（信用金庫）NE（年金）T（友の会）は
愛称で「トスネット」と呼んでいます。

庄内温泉　喜多の湯 

山王温泉　喜多の湯 

香流温泉　喜多の湯 

長久手温泉　ござらっせ

稲武温泉　どんぐりの湯

有松温泉　喜多の湯

西浦グランドホテル吉慶 

天然温泉　美白泉　ホテル竹島

本宮の湯 

天然温泉湯元　おおの温泉

かすが・モリモリ村・リフレッシュ館

元湯　谷汲温泉　満願の湯

湯元大理石天然温泉　根尾川谷汲温泉

いび川温泉　藤橋の湯

うすずみ温泉　四季彩館

六条温泉　喜多の湯

倉知温泉　マーゴの湯

美人の湯　かかみがはら

Spa Resort 湯の華アイランド

美輝の里

飛騨川温泉　しみずの湯

巌立峡　ひめしゃがの湯

宿儺の湯　ジョイフル朴の木

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

明宝温泉　湯星館

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

やまと温泉　やすらぎ館

日本まん真ん中温泉　子宝の湯

白川郷の湯

大白川温泉　しらみずの湯

岩寿温泉・旅館　岩寿荘

付知峡倉屋温泉　おんぽいの湯

天然温泉　あさひの湯 

天然温泉　ジャブ 

モクモク手づくりファーム　野天もくもくの湯 

芭蕉の湯・ヒルホテルサンピア伊賀 

伊賀の国　大山田温泉　さるびの 

島ヶ原温泉　やぶっちゃの湯 

スーパー銭湯　鈴の湯 

みえ尾鷲海洋深層水のお風呂　夢古道の湯

伊勢船江温泉　みたすの湯

入鹿温泉ホテル　瀞流荘

湯元山荘　湯ノ口温泉

名古屋市北区西味鋺1-132-1

名古屋市中川区山王1-601

名古屋市守山区森孝2-902

長久手市前熊下田170

豊田市武節町針原22-1

大府市東新町4-94 

蒲郡市西浦町塩柄3

蒲郡市竹島町1-6

豊川市上長山町本宮下1-1685 

揖斐郡大野町相羽120-1 

揖斐郡揖斐川町春日六合3429 

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1 

揖斐郡揖斐川町東横山207 

本巣市根尾門脇422 

岐阜市六条江東3-3-18 

関市倉知516

各務原市蘇原申子町1-1 

可児市土田大脇4800-1 

下呂市馬瀬西村1695

下呂市萩原町四美1426-1

下呂市小坂町落合1656

高山市丹生川町久手446-1

高山市国府町宇津江964

飛騨市古川町黒内1407

郡上市明宝奥住3428-1 

郡上市高鷲町鷲見48-1 

郡上市大和町剣189

郡上市美並町大原2709

大野郡白川村荻町337 

大野郡白川村平瀬247-7

中津川市蛭川4467-4 

中津川市付知町1929-1

三重郡朝日町小向181 

四日市市波木町1077-73

伊賀市西湯舟3609

伊賀市西明寺2756-104 

伊賀市上阿波2953 

伊賀市島ヶ原13680

松阪市田村町235-1

尾鷲市向井12-4

伊勢市船江1-471-3

熊野市紀和町小川口158

熊野市紀和町湯ノ口10

052-902-2651

052-331-4126

052-776-2641

0561-64-3511

0565-82-3135

0562-44-2641

0533-57-6111

0533-69-1256

0533-92-1880

0585-32-2727

0585-58-0001

0585-56-1126

0585-55-2299

0585-52-1126

0581-38-3678

058-274-1126

0575-21-4126

058-380-2622

0574-26-1187

0576-47-2641

0576-56-4326

0576-62-3434

0577-79-2109

0577-72-5526

0577-75-3111

0575-87-2080

0575-72-6011

0575-88-9126

0575-79-4126

05769-6-0026

05769-5-4126

0573-45-2188

0573-82-5311

059-377-5111

059-322-5111

0595-43-0909

0595-24-7000

0595-48-0268

0595-59-3939

0598-25-4126

0597-22-1124

0596-29-4126

0597-97-1180

0597-97-1126

名　　称 所 在 地 T E L

9店

24店

11店

保健・健康保健・健康



11店

裾野市茶畑1769

TEL 055-992-1589

入館料　大人料金10％割引
終日コース1,000円を900円に（日は200円増し）
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後10時（年中無休）
●東名「沼津IC」より車で20分。
●東名「裾野IC」より車で15分。
●JR御殿場線「裾野駅」より車で7分。
　（裾野駅発毎日10時発シャトルバス有り）
●駐車場完備（70台）

神秘の名湯「北海道二股ラジウム鉱石」湯の華石灰華の総
造りのラジウム浴。
水と緑豊かな山間の日帰り入浴＆宿泊。

藤枝市本郷5437

TEL 054-639-1126

入場料　会員証1枚で1名ご優待割引
　　　　大人　510円→460円（会員のみ）
午前9時～午後9時（最終受付、午後8時30分）
（定休日・毎週月曜日、祝祭日の場合は翌日、年末年始）
●バス：藤枝駅ゆらく線（藤枝駅北口3番線ホーム）
　　 　藤枝駅発～瀬戸谷温泉ゆらく前下車
●自家用車：藤枝バイパス・谷稲葉ICより約15分
　送迎バス28人乗り（10名様以上）10名以下の送迎は不可
●駐車場完備（73台）

のどかな風景　ゆるやかな一日　笑顔こぼれる癒しの湯
瀬戸谷温泉「ゆらく」
アナタにそっと伝えたい……

磐田市小島739-3

TEL 0538-32-0833

酵素風呂入浴料　2,200円（税込）を1,800円（税込）に割引
但し、当センターのサービスデーを除く。（グループ全員可）
平　　日　午前10時～午後7時
土・日・祝　午前10時～午後5時
（定休日・毎週水・木曜日）
●遠鉄バス・磐田駅～掛塚線（草崎経由）「長野公民館西」下車。徒歩3分。
●磐田市営バス・天竜～長野線「長野公民館」下車。徒歩1分。
●駐車場完備（6台）

桧のおが粉を酵素の自然発熱で身体を芯から温め、美容と
健康を促進します。長野小学校西隣り。

浜松市浜北区高薗381

TEL 053-586-8888

ランチ・レストランメニューを50円引き（会員のみ）
（ランチ11：00～14：00）
お風呂　平　日 午後2時～午後10時
　　　　土日祝 午後1時～午後10時（不定休）
●遠州鉄道「浜北駅」下車。車（タクシー）で10分。
●「浜北駅」から送迎バス運行。（あらかじめご連絡下さい）
●駐車場完備（200台）

ビラックス高薗は、多忙な毎日を過ごすあなたに健康とやすら
ぎをお届けするニューリゾートです。

静岡市清水区興津東町1234

TEL 054-369-6111

入館料　1,980円→1,760円（グループ全員（入館料のみ））
宿泊料／シングル：一室500円割引（税込）
　　　　ダブル・ツイン・和室：一室1,000円割引（税込）
　　　　（会員のみ）
年中無休、24時間営業
●JR「清水駅」、JR「興津駅」、JR「富士駅」にてシャトルバス送迎有
　（※JR「富士駅」往復1日4本）
●東名「清水IC」を降りて富士方面へ約6km

はるか古代の海底に推積された地層に封印され生まれた化石
海水温泉です。日帰りでもお泊りでもゆったりとお寛ぎ下さい。

沼津市岡宮1265-3

TEL 055-926-4126

入浴料　一般価格より100円引き（会員含む5名まで）
10：00～22：00（温泉）
11：00～20：30（岩盤浴）
定休日　木曜日
●無料送迎バス（毎日）…沼津駅北口（迎え午前10:30、送り午後3:10）
●富士急行バス沼津駅南口6番線…沼津ゴルフ場、東名沼津IC、
　鉄工団地行「宮下入口」下車、徒歩5分。
●駐車場完備（120台）

夕陽のきれいな日帰り温泉、
源泉100%（加水なし）の天然温泉施設です。
展望露天風呂が自慢です。

御殿場市深沢2564-19

TEL 0550-84-1126

入館料200円引き　大人　平　日　3時間1,000円
　　　　　　　　　　　 　土日祝日　3時間1,300円
　（会員含む5名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時まで）
●東名御殿場ICから車で10分
●JR御殿場駅乙女口より無料シャトルバスあり
●駐車場完備80台　
●http://fujihakkei.co.jp

富士の絶景と源泉100％天然温泉。
身も心も癒す至福の時を
心ゆくまでおくつろぎください。

駿河健康ランド

桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬

静岡市駿河区用宗2-18-1

TEL 054-256-4126

オリジナルタオルプレゼント（会員含む2名まで）
平　　日　午前10時～深夜0時（最終受付午後11時）
土・日・祝　午前  9時～深夜0時（最終受付午後11時）
年中無休（メンテナンスのため不定期に
              休館日を設ける場合があります）
●静岡ICよりお車で約10分。焼津ICよりお車で約15分。
●駐車場完備（77台）

静岡市の用宗漁港にある天然温泉。
行き交う漁船や漁港越しに眺める景色、地下1,000mから
汲み上げた良質な天然温泉を是非お楽しみ下さい。

用宗みなと温泉

静岡市葵区東静岡1-1-57

TEL 054-261-1101

入　浴　平日 　　990円（税込）→835円（税込）
　　　　土日祝 1,100円（税込）→835円（税込）
岩盤浴　　　　 1,100円（税込）→980円（税込）
（会員含む2名まで）
平日　  10:00～24:00
土日祝　 9:00～24:00
年中無休（施設メンテナンス日は除く）
●JR「東静岡駅」北口より徒歩1分。静岡鉄道「柚木駅」「長沼駅」より徒歩9分。
●清水IC、静岡IC、新静岡IC各方面より約15分。
●国道1号線バイパス千代田上土より10分。静岡駅よりお車で10分。
●駐車場完備（240台）

県下最大級の岩盤浴と上質な天然温泉。心温まるお料理と
サービスでお客様をお迎えする東静岡天然温泉「柚木の郷」。

東静岡天然温泉　柚木の郷
ゆのき

熱海市下多賀1118-8

TEL 0557-67-5526

入浴料　10％割引
温泉入浴料　　　大人1,100円→   990円
　　　　　　　　小人　550円→   495円
酵素風呂入浴料　大人2,750円→1,980円
　　　　　　　　小人1,100円→   990円
（グループ全員可）酵素着は、別途500円プラスになります。
午前10時～午後8時　酵素風呂は午後5時まで（休・祝日は要確認）
（定休日・不定期につきTELでお問い合わせ下さい。）
●「熱海駅」より伊東線で「伊豆多賀駅」又は「綱代駅」下車
●駐車場完備（20台）

檜のオガ粉に数種の酵素をブレンド自然発酵による温浴効果
で自然治癒力を高めます。疲労回復したい方、冷え性、腰痛、
その他の方におすすめです。

11：00～20：00（食堂）
11：00～20：00（マッサージ）

賀茂郡河津町峰457-1

TEL 0558-32-2626

基本料金の10％割引（入館料）
3時間利用　大　人1,000円→   900円
　　　　　  小　人　500円→   450円
1日利用　　大　人1,800円→1,620円
　　　　　  小　人　900円→   810円
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後9時（火曜日定休・その他メンテナンス休館あり）
詳しくはお問い合わせ下さい。
●伊豆急線「河津駅」より東海バスで10分・河津七滝、修善寺行「踊り子温泉会館」下車。
●駐車場完備（35台）

峰温泉の豊富な湯量をいかした
河津川沿いの町営温泉会館。
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入場料　会員証1枚で1名ご優待割引
　　　　大人　510円→460円（会員のみ）
午前9時～午後9時（最終受付、午後8時30分）
（定休日・毎週月曜日、祝祭日の場合は翌日、年末年始）
●バス：藤枝駅ゆらく線（藤枝駅北口3番線ホーム）
　　 　藤枝駅発～瀬戸谷温泉ゆらく前下車
●自家用車：藤枝バイパス・谷稲葉ICより約15分
　送迎バス28人乗り（10名様以上）10名以下の送迎は不可
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のどかな風景　ゆるやかな一日　笑顔こぼれる癒しの湯
瀬戸谷温泉「ゆらく」
アナタにそっと伝えたい……

磐田市小島739-3
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酵素風呂入浴料　2,200円（税込）を1,800円（税込）に割引
但し、当センターのサービスデーを除く。（グループ全員可）
平　　日　午前10時～午後7時
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●駐車場完備（6台）

桧のおが粉を酵素の自然発熱で身体を芯から温め、美容と
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宿泊料／シングル：一室500円割引（税込）
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年中無休、24時間営業
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　（※JR「富士駅」往復1日4本）
●東名「清水IC」を降りて富士方面へ約6km

はるか古代の海底に推積された地層に封印され生まれた化石
海水温泉です。日帰りでもお泊りでもゆったりとお寛ぎ下さい。

沼津市岡宮1265-3
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入浴料　一般価格より100円引き（会員含む5名まで）
10：00～22：00（温泉）
11：00～20：30（岩盤浴）
定休日　木曜日
●無料送迎バス（毎日）…沼津駅北口（迎え午前10:30、送り午後3:10）
●富士急行バス沼津駅南口6番線…沼津ゴルフ場、東名沼津IC、
　鉄工団地行「宮下入口」下車、徒歩5分。
●駐車場完備（120台）

夕陽のきれいな日帰り温泉、
源泉100%（加水なし）の天然温泉施設です。
展望露天風呂が自慢です。

御殿場市深沢2564-19

TEL 0550-84-1126

入館料200円引き　大人　平　日　3時間1,000円
　　　　　　　　　　　 　土日祝日　3時間1,300円
　（会員含む5名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時まで）
●東名御殿場ICから車で10分
●JR御殿場駅乙女口より無料シャトルバスあり
●駐車場完備80台　
●http://fujihakkei.co.jp

富士の絶景と源泉100％天然温泉。
身も心も癒す至福の時を
心ゆくまでおくつろぎください。

駿河健康ランド

桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬

静岡市駿河区用宗2-18-1

TEL 054-256-4126

オリジナルタオルプレゼント（会員含む2名まで）
平　　日　午前10時～深夜0時（最終受付午後11時）
土・日・祝　午前  9時～深夜0時（最終受付午後11時）
年中無休（メンテナンスのため不定期に
              休館日を設ける場合があります）
●静岡ICよりお車で約10分。焼津ICよりお車で約15分。
●駐車場完備（77台）

静岡市の用宗漁港にある天然温泉。
行き交う漁船や漁港越しに眺める景色、地下1,000mから
汲み上げた良質な天然温泉を是非お楽しみ下さい。

用宗みなと温泉

静岡市葵区東静岡1-1-57

TEL 054-261-1101

入　浴　平日 　　990円（税込）→835円（税込）
　　　　土日祝 1,100円（税込）→835円（税込）
岩盤浴　　　　 1,100円（税込）→980円（税込）
（会員含む2名まで）
平日　  10:00～24:00
土日祝　 9:00～24:00
年中無休（施設メンテナンス日は除く）
●JR「東静岡駅」北口より徒歩1分。静岡鉄道「柚木駅」「長沼駅」より徒歩9分。
●清水IC、静岡IC、新静岡IC各方面より約15分。
●国道1号線バイパス千代田上土より10分。静岡駅よりお車で10分。
●駐車場完備（240台）

県下最大級の岩盤浴と上質な天然温泉。心温まるお料理と
サービスでお客様をお迎えする東静岡天然温泉「柚木の郷」。

東静岡天然温泉　柚木の郷
ゆのき

熱海市下多賀1118-8

TEL 0557-67-5526

入浴料　10％割引
温泉入浴料　　　大人1,100円→   990円
　　　　　　　　小人　550円→   495円
酵素風呂入浴料　大人2,750円→1,980円
　　　　　　　　小人1,100円→   990円
（グループ全員可）酵素着は、別途500円プラスになります。
午前10時～午後8時　酵素風呂は午後5時まで（休・祝日は要確認）
（定休日・不定期につきTELでお問い合わせ下さい。）
●「熱海駅」より伊東線で「伊豆多賀駅」又は「綱代駅」下車
●駐車場完備（20台）

檜のオガ粉に数種の酵素をブレンド自然発酵による温浴効果
で自然治癒力を高めます。疲労回復したい方、冷え性、腰痛、
その他の方におすすめです。

11：00～20：00（食堂）
11：00～20：00（マッサージ）

賀茂郡河津町峰457-1

TEL 0558-32-2626

基本料金の10％割引（入館料）
3時間利用　大　人1,000円→   900円
　　　　　  小　人　500円→   450円
1日利用　　大　人1,800円→1,620円
　　　　　  小　人　900円→   810円
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後9時（火曜日定休・その他メンテナンス休館あり）
詳しくはお問い合わせ下さい。
●伊豆急線「河津駅」より東海バスで10分・河津七滝、修善寺行「踊り子温泉会館」下車。
●駐車場完備（35台）

峰温泉の豊富な湯量をいかした
河津川沿いの町営温泉会館。



11店

裾野市茶畑1769

TEL 055-992-1589

入館料　大人料金10％割引
終日コース1,000円を900円に（日は200円増し）
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後10時（年中無休）
●東名「沼津IC」より車で20分。
●東名「裾野IC」より車で15分。
●JR御殿場線「裾野駅」より車で7分。
　（裾野駅発毎日10時発シャトルバス有り）
●駐車場完備（70台）

神秘の名湯「北海道二股ラジウム鉱石」湯の華石灰華の総
造りのラジウム浴。
水と緑豊かな山間の日帰り入浴＆宿泊。

藤枝市本郷5437

TEL 054-639-1126

入場料　会員証1枚で1名ご優待割引
　　　　大人　510円→460円（会員のみ）
午前9時～午後9時（最終受付、午後8時30分）
（定休日・毎週月曜日、祝祭日の場合は翌日、年末年始）
●バス：藤枝駅ゆらく線（藤枝駅北口3番線ホーム）
　　 　藤枝駅発～瀬戸谷温泉ゆらく前下車
●自家用車：藤枝バイパス・谷稲葉ICより約15分
　送迎バス28人乗り（10名様以上）10名以下の送迎は不可
●駐車場完備（73台）

のどかな風景　ゆるやかな一日　笑顔こぼれる癒しの湯
瀬戸谷温泉「ゆらく」
アナタにそっと伝えたい……

磐田市小島739-3

TEL 0538-32-0833

酵素風呂入浴料　2,200円（税込）を1,800円（税込）に割引
但し、当センターのサービスデーを除く。（グループ全員可）
平　　日　午前10時～午後7時
土・日・祝　午前10時～午後5時
（定休日・毎週水・木曜日）
●遠鉄バス・磐田駅～掛塚線（草崎経由）「長野公民館西」下車。徒歩3分。
●磐田市営バス・天竜～長野線「長野公民館」下車。徒歩1分。
●駐車場完備（6台）

桧のおが粉を酵素の自然発熱で身体を芯から温め、美容と
健康を促進します。長野小学校西隣り。

浜松市浜北区高薗381

TEL 053-586-8888

ランチ・レストランメニューを50円引き（会員のみ）
（ランチ11：00～14：00）
お風呂　平　日 午後2時～午後10時
　　　　土日祝 午後1時～午後10時（不定休）
●遠州鉄道「浜北駅」下車。車（タクシー）で10分。
●「浜北駅」から送迎バス運行。（あらかじめご連絡下さい）
●駐車場完備（200台）

ビラックス高薗は、多忙な毎日を過ごすあなたに健康とやすら
ぎをお届けするニューリゾートです。

静岡市清水区興津東町1234

TEL 054-369-6111

入館料　1,980円→1,760円（グループ全員（入館料のみ））
宿泊料／シングル：一室500円割引（税込）
　　　　ダブル・ツイン・和室：一室1,000円割引（税込）
　　　　（会員のみ）
年中無休、24時間営業
●JR「清水駅」、JR「興津駅」、JR「富士駅」にてシャトルバス送迎有
　（※JR「富士駅」往復1日4本）
●東名「清水IC」を降りて富士方面へ約6km

はるか古代の海底に推積された地層に封印され生まれた化石
海水温泉です。日帰りでもお泊りでもゆったりとお寛ぎ下さい。

沼津市岡宮1265-3

TEL 055-926-4126

入浴料　一般価格より100円引き（会員含む5名まで）
10：00～22：00（温泉）
11：00～20：30（岩盤浴）
定休日　木曜日
●無料送迎バス（毎日）…沼津駅北口（迎え午前10:30、送り午後3:10）
●富士急行バス沼津駅南口6番線…沼津ゴルフ場、東名沼津IC、
　鉄工団地行「宮下入口」下車、徒歩5分。
●駐車場完備（120台）

夕陽のきれいな日帰り温泉、
源泉100%（加水なし）の天然温泉施設です。
展望露天風呂が自慢です。

御殿場市深沢2564-19

TEL 0550-84-1126

入館料200円引き　大人　平　日　3時間1,000円
　　　　　　　　　　　 　土日祝日　3時間1,300円
　（会員含む5名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時まで）
●東名御殿場ICから車で10分
●JR御殿場駅乙女口より無料シャトルバスあり
●駐車場完備80台　
●http://fujihakkei.co.jp

富士の絶景と源泉100％天然温泉。
身も心も癒す至福の時を
心ゆくまでおくつろぎください。

駿河健康ランド

桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬

静岡市駿河区用宗2-18-1

TEL 054-256-4126

オリジナルタオルプレゼント（会員含む2名まで）
平　　日　午前10時～深夜0時（最終受付午後11時）
土・日・祝　午前  9時～深夜0時（最終受付午後11時）
年中無休（メンテナンスのため不定期に
              休館日を設ける場合があります）
●静岡ICよりお車で約10分。焼津ICよりお車で約15分。
●駐車場完備（77台）

静岡市の用宗漁港にある天然温泉。
行き交う漁船や漁港越しに眺める景色、地下1,000mから
汲み上げた良質な天然温泉を是非お楽しみ下さい。

用宗みなと温泉

静岡市葵区東静岡1-1-57

TEL 054-261-1101

入　浴　平日 　　990円（税込）→835円（税込）
　　　　土日祝 1,100円（税込）→835円（税込）
岩盤浴　　　　 1,100円（税込）→980円（税込）
（会員含む2名まで）
平日　  10:00～24:00
土日祝　 9:00～24:00
年中無休（施設メンテナンス日は除く）
●JR「東静岡駅」北口より徒歩1分。静岡鉄道「柚木駅」「長沼駅」より徒歩9分。
●清水IC、静岡IC、新静岡IC各方面より約15分。
●国道1号線バイパス千代田上土より10分。静岡駅よりお車で10分。
●駐車場完備（240台）

県下最大級の岩盤浴と上質な天然温泉。心温まるお料理と
サービスでお客様をお迎えする東静岡天然温泉「柚木の郷」。

東静岡天然温泉　柚木の郷
ゆのき

熱海市下多賀1118-8

TEL 0557-67-5526

入浴料　10％割引
温泉入浴料　　　大人1,100円→   990円
　　　　　　　　小人　550円→   495円
酵素風呂入浴料　大人2,750円→1,980円
　　　　　　　　小人1,100円→   990円
（グループ全員可）酵素着は、別途500円プラスになります。
午前10時～午後8時　酵素風呂は午後5時まで（休・祝日は要確認）
（定休日・不定期につきTELでお問い合わせ下さい。）
●「熱海駅」より伊東線で「伊豆多賀駅」又は「綱代駅」下車
●駐車場完備（20台）

檜のオガ粉に数種の酵素をブレンド自然発酵による温浴効果
で自然治癒力を高めます。疲労回復したい方、冷え性、腰痛、
その他の方におすすめです。

11：00～20：00（食堂）
11：00～20：00（マッサージ）

賀茂郡河津町峰457-1

TEL 0558-32-2626

基本料金の10％割引（入館料）
3時間利用　大　人1,000円→   900円
　　　　　  小　人　500円→   450円
1日利用　　大　人1,800円→1,620円
　　　　　  小　人　900円→   810円
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後9時（火曜日定休・その他メンテナンス休館あり）
詳しくはお問い合わせ下さい。
●伊豆急線「河津駅」より東海バスで10分・河津七滝、修善寺行「踊り子温泉会館」下車。
●駐車場完備（35台）

峰温泉の豊富な湯量をいかした
河津川沿いの町営温泉会館。

11店

裾野市茶畑1769

TEL 055-992-1589

入館料　大人料金10％割引
終日コース1,000円を900円に（日は200円増し）
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後10時（年中無休）
●東名「沼津IC」より車で20分。
●東名「裾野IC」より車で15分。
●JR御殿場線「裾野駅」より車で7分。
　（裾野駅発毎日10時発シャトルバス有り）
●駐車場完備（70台）

神秘の名湯「北海道二股ラジウム鉱石」湯の華石灰華の総
造りのラジウム浴。
水と緑豊かな山間の日帰り入浴＆宿泊。

藤枝市本郷5437

TEL 054-639-1126

入場料　会員証1枚で1名ご優待割引
　　　　大人　510円→460円（会員のみ）
午前9時～午後9時（最終受付、午後8時30分）
（定休日・毎週月曜日、祝祭日の場合は翌日、年末年始）
●バス：藤枝駅ゆらく線（藤枝駅北口3番線ホーム）
　　 　藤枝駅発～瀬戸谷温泉ゆらく前下車
●自家用車：藤枝バイパス・谷稲葉ICより約15分
　送迎バス28人乗り（10名様以上）10名以下の送迎は不可
●駐車場完備（73台）

のどかな風景　ゆるやかな一日　笑顔こぼれる癒しの湯
瀬戸谷温泉「ゆらく」
アナタにそっと伝えたい……

磐田市小島739-3

TEL 0538-32-0833

酵素風呂入浴料　2,200円（税込）を1,800円（税込）に割引
但し、当センターのサービスデーを除く。（グループ全員可）
平　　日　午前10時～午後7時
土・日・祝　午前10時～午後5時
（定休日・毎週水・木曜日）
●遠鉄バス・磐田駅～掛塚線（草崎経由）「長野公民館西」下車。徒歩3分。
●磐田市営バス・天竜～長野線「長野公民館」下車。徒歩1分。
●駐車場完備（6台）

桧のおが粉を酵素の自然発熱で身体を芯から温め、美容と
健康を促進します。長野小学校西隣り。

浜松市浜北区高薗381

TEL 053-586-8888

ランチ・レストランメニューを50円引き（会員のみ）
（ランチ11：00～14：00）
お風呂　平　日 午後2時～午後10時
　　　　土日祝 午後1時～午後10時（不定休）
●遠州鉄道「浜北駅」下車。車（タクシー）で10分。
●「浜北駅」から送迎バス運行。（あらかじめご連絡下さい）
●駐車場完備（200台）

ビラックス高薗は、多忙な毎日を過ごすあなたに健康とやすら
ぎをお届けするニューリゾートです。

静岡市清水区興津東町1234

TEL 054-369-6111

入館料　1,980円→1,760円（グループ全員（入館料のみ））
宿泊料／シングル：一室500円割引（税込）
　　　　ダブル・ツイン・和室：一室1,000円割引（税込）
　　　　（会員のみ）
年中無休、24時間営業
●JR「清水駅」、JR「興津駅」、JR「富士駅」にてシャトルバス送迎有
　（※JR「富士駅」往復1日4本）
●東名「清水IC」を降りて富士方面へ約6km

はるか古代の海底に推積された地層に封印され生まれた化石
海水温泉です。日帰りでもお泊りでもゆったりとお寛ぎ下さい。

沼津市岡宮1265-3

TEL 055-926-4126

入浴料　一般価格より100円引き（会員含む5名まで）
10：00～22：00（温泉）
11：00～20：30（岩盤浴）
定休日　木曜日
●無料送迎バス（毎日）…沼津駅北口（迎え午前10:30、送り午後3:10）
●富士急行バス沼津駅南口6番線…沼津ゴルフ場、東名沼津IC、
　鉄工団地行「宮下入口」下車、徒歩5分。
●駐車場完備（120台）

夕陽のきれいな日帰り温泉、
源泉100%（加水なし）の天然温泉施設です。
展望露天風呂が自慢です。

御殿場市深沢2564-19

TEL 0550-84-1126

入館料200円引き　大人　平　日　3時間1,000円
　　　　　　　　　　　 　土日祝日　3時間1,300円
　（会員含む5名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時まで）
●東名御殿場ICから車で10分
●JR御殿場駅乙女口より無料シャトルバスあり
●駐車場完備80台　
●http://fujihakkei.co.jp

富士の絶景と源泉100％天然温泉。
身も心も癒す至福の時を
心ゆくまでおくつろぎください。

駿河健康ランド

桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬

静岡市駿河区用宗2-18-1

TEL 054-256-4126

オリジナルタオルプレゼント（会員含む2名まで）
平　　日　午前10時～深夜0時（最終受付午後11時）
土・日・祝　午前  9時～深夜0時（最終受付午後11時）
年中無休（メンテナンスのため不定期に
              休館日を設ける場合があります）
●静岡ICよりお車で約10分。焼津ICよりお車で約15分。
●駐車場完備（77台）

静岡市の用宗漁港にある天然温泉。
行き交う漁船や漁港越しに眺める景色、地下1,000mから
汲み上げた良質な天然温泉を是非お楽しみ下さい。

用宗みなと温泉

静岡市葵区東静岡1-1-57

TEL 054-261-1101

入　浴　平日 　　990円（税込）→835円（税込）
　　　　土日祝 1,100円（税込）→835円（税込）
岩盤浴　　　　 1,100円（税込）→980円（税込）
（会員含む2名まで）
平日　  10:00～24:00
土日祝　 9:00～24:00
年中無休（施設メンテナンス日は除く）
●JR「東静岡駅」北口より徒歩1分。静岡鉄道「柚木駅」「長沼駅」より徒歩9分。
●清水IC、静岡IC、新静岡IC各方面より約15分。
●国道1号線バイパス千代田上土より10分。静岡駅よりお車で10分。
●駐車場完備（240台）

県下最大級の岩盤浴と上質な天然温泉。心温まるお料理と
サービスでお客様をお迎えする東静岡天然温泉「柚木の郷」。

東静岡天然温泉　柚木の郷
ゆのき

熱海市下多賀1118-8

TEL 0557-67-5526

入浴料　10％割引
温泉入浴料　　　大人1,100円→   990円
　　　　　　　　小人　550円→   495円
酵素風呂入浴料　大人2,750円→1,980円
　　　　　　　　小人1,100円→   990円
（グループ全員可）酵素着は、別途500円プラスになります。
午前10時～午後8時　酵素風呂は午後5時まで（休・祝日は要確認）
（定休日・不定期につきTELでお問い合わせ下さい。）
●「熱海駅」より伊東線で「伊豆多賀駅」又は「綱代駅」下車
●駐車場完備（20台）

檜のオガ粉に数種の酵素をブレンド自然発酵による温浴効果
で自然治癒力を高めます。疲労回復したい方、冷え性、腰痛、
その他の方におすすめです。

11：00～20：00（食堂）
11：00～20：00（マッサージ）

賀茂郡河津町峰457-1

TEL 0558-32-2626

基本料金の10％割引（入館料）
3時間利用　大　人1,000円→   900円
　　　　　  小　人　500円→   450円
1日利用　　大　人1,800円→1,620円
　　　　　  小　人　900円→   810円
　　　　　　（グループ全員可）
午前10時～午後9時（火曜日定休・その他メンテナンス休館あり）
詳しくはお問い合わせ下さい。
●伊豆急線「河津駅」より東海バスで10分・河津七滝、修善寺行「踊り子温泉会館」下車。
●駐車場完備（35台）

峰温泉の豊富な湯量をいかした
河津川沿いの町営温泉会館。
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●東海4県下にある55店と提携しています。これらの提携店で
は、会員の皆様方にご利用いただける会員優待サービスを
行っています。
●提携店をご利用になる場合には、信用金庫が発行する年金友
の会会員証等をフロントでご呈示のうえ、優待料金をお支払
いください。
●コロナウイルス感染症拡大防止等により営業日、営業時間が
変更になる場合があります。詳しくは提携店にご確認下さい。

　〈令和4年10月改訂〉

静岡県静岡県

東海地区4県下の信用金庫の窓口で年金をお受け取り
の皆様方（129万人余り）で組織したのが、「東海地区
信用金庫年金友の会」です。
TO（東海地区）S（信用金庫）NE（年金）T（友の会）は
愛称で「トスネット」と呼んでいます。

庄内温泉　喜多の湯 

山王温泉　喜多の湯 

香流温泉　喜多の湯 

長久手温泉　ござらっせ

稲武温泉　どんぐりの湯

有松温泉　喜多の湯

西浦グランドホテル吉慶 

天然温泉　美白泉　ホテル竹島

本宮の湯 

天然温泉湯元　おおの温泉

かすが・モリモリ村・リフレッシュ館

元湯　谷汲温泉　満願の湯

湯元大理石天然温泉　根尾川谷汲温泉

いび川温泉　藤橋の湯

うすずみ温泉　四季彩館

六条温泉　喜多の湯

倉知温泉　マーゴの湯

美人の湯　かかみがはら

Spa Resort 湯の華アイランド

美輝の里

飛騨川温泉　しみずの湯

巌立峡　ひめしゃがの湯

宿儺の湯　ジョイフル朴の木

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

明宝温泉　湯星館

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

やまと温泉　やすらぎ館

日本まん真ん中温泉　子宝の湯

白川郷の湯

大白川温泉　しらみずの湯

岩寿温泉・旅館　岩寿荘

付知峡倉屋温泉　おんぽいの湯

天然温泉　あさひの湯 

天然温泉　ジャブ 

モクモク手づくりファーム　野天もくもくの湯 

芭蕉の湯・ヒルホテルサンピア伊賀 

伊賀の国　大山田温泉　さるびの 

島ヶ原温泉　やぶっちゃの湯 

スーパー銭湯　鈴の湯 

みえ尾鷲海洋深層水のお風呂　夢古道の湯

伊勢船江温泉　みたすの湯

入鹿温泉ホテル　瀞流荘

湯元山荘　湯ノ口温泉

名古屋市北区西味鋺1-132-1

名古屋市中川区山王1-601

名古屋市守山区森孝2-902

長久手市前熊下田170

豊田市武節町針原22-1

大府市東新町4-94 

蒲郡市西浦町塩柄3

蒲郡市竹島町1-6

豊川市上長山町本宮下1-1685 

揖斐郡大野町相羽120-1 

揖斐郡揖斐川町春日六合3429 

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1 

揖斐郡揖斐川町東横山207 

本巣市根尾門脇422 

岐阜市六条江東3-3-18 

関市倉知516

各務原市蘇原申子町1-1 

可児市土田大脇4800-1 

下呂市馬瀬西村1695

下呂市萩原町四美1426-1

下呂市小坂町落合1656

高山市丹生川町久手446-1

高山市国府町宇津江964

飛騨市古川町黒内1407

郡上市明宝奥住3428-1 

郡上市高鷲町鷲見48-1 

郡上市大和町剣189

郡上市美並町大原2709

大野郡白川村荻町337 

大野郡白川村平瀬247-7

中津川市蛭川4467-4 

中津川市付知町1929-1

三重郡朝日町小向181 

四日市市波木町1077-73

伊賀市西湯舟3609

伊賀市西明寺2756-104 

伊賀市上阿波2953 

伊賀市島ヶ原13680

松阪市田村町235-1

尾鷲市向井12-4

伊勢市船江1-471-3

熊野市紀和町小川口158

熊野市紀和町湯ノ口10

052-902-2651

052-331-4126

052-776-2641

0561-64-3511

0565-82-3135

0562-44-2641

0533-57-6111

0533-69-1256

0533-92-1880

0585-32-2727

0585-58-0001

0585-56-1126

0585-55-2299

0585-52-1126

0581-38-3678

058-274-1126

0575-21-4126

058-380-2622

0574-26-1187

0576-47-2641

0576-56-4326

0576-62-3434

0577-79-2109

0577-72-5526

0577-75-3111

0575-87-2080

0575-72-6011

0575-88-9126

0575-79-4126

05769-6-0026

05769-5-4126

0573-45-2188

0573-82-5311

059-377-5111

059-322-5111

0595-43-0909

0595-24-7000

0595-48-0268

0595-59-3939

0598-25-4126

0597-22-1124

0596-29-4126

0597-97-1180

0597-97-1126

名　　称 所 在 地 T E L

9店

24店

11店

保健・健康保健・健康


