
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。
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保健・健康

ご利用施設
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保健・健康
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

ビラックス高薗 
磐田酵素ハウス
瀬戸谷温泉　ゆらく
駿河健康ランド
用宗みなと温泉
東静岡天然温泉　柚木の郷
駿河の湯　坂口屋
桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬
富士八景の湯 
日帰り温泉　妙樂湯
踊り子温泉会館 

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

掲載施設一覧

愛知県 9店 岐阜県 24店

三重県 11店 静岡県 11店



2 3

名古屋市北区西味鋺1-132-1

TEL 052-902-2651
券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●栄、黒川方面より「幹栄1」系統如意住宅、水分橋行き
●新中川橋バス停から徒歩5分
●無料駐車場（180台収容）完備

至福のひとときを過ごす新しい温浴施設。

名古屋市中川区山王1-601

TEL 052-331-4126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
日 ～ 木　午前9時～深夜0時（年中無休）
金・土・祝前日　午前9時～深夜1時

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
日 ～ 木　午前9時～深夜0時（最終受付23時）
金・土・祝前日　午前9時～深夜1時（最終受付 0 時）（年中無休）

〈電車の場合〉●名古屋駅より…名鉄名古屋駅－（約3分）→名鉄山王線－（徒歩約5分）→山王温泉。
〈市バスの場合〉●名古屋駅より…市バス名駅19号系統・港区役所方面「日置橋」下車徒歩約5分。
　　　　　　　●栄駅より…市バス名駅22号系統・港区役所方面「日置橋」下車徒歩約5分。
〈お車の場合〉●江川線山王橋交差点を名鉄山王駅方面に向かい山王駅交差点を右折、西日置橋手前を右折すぐ。
　　　　　　　●無料駐車場（250台収容）完備

心身に、自然の潤いが染まる。
ひとつ上のリラクゼーションスパの数 を々
御堪能下さい。

長久手市前熊下田170

TEL 0561-64-3511

入泉料　大人720円→670円
食事処さつき亭のご飲食代
5％割引（割引上限3,000円）
　　（グループ全員可〈本人及び家族〉）
午前9時～午後11時
（定休日・毎月第1月曜日〈祝日の場合は翌平日〉）
●地下鉄藤が丘から無料シャトルバス運行中（所要約15分）
●無料駐車場500台

1階は滝の流れる露天風呂など和風のお風呂、2階は高さ
10mの開放的な洋風風呂が週替わりで楽しめ、どちらも源泉
掛け流しが自慢です。

9店

蒲郡市西浦町塩柄3

TEL 0533-57-6111

入湯料1,000円→700円
タオル付、（バスタオルレンタル200円）
　　　（グループ全員可）
午後3時～午後6時（年中無休）
●JR東海道線「蒲郡駅」からバス（タクシー）で30分（20分）
●東名高速音羽蒲郡ICからオレンジロード経由で35分
●西浦パームビーチ（西浦温泉海水浴場）スグ前
●駐車場完備

三河湾の青い海、白砂の浜辺を目前に佇む海辺の温泉宿。
美白泉（アルカリ性単純温泉）をお楽しみ下さい。
〈2階、大浴場利用〉

蒲郡市竹島町1-6

TEL 0533-69-1256

入浴料＋呈茶券＝1,400円を980円に割引。
　　　　　（グループ全員可）
正午～午後4時
（年中無休）ただし、メンテナンス等にてお休みあり（不定期）
●JR・東海道線「蒲郡駅」下車、徒歩15分。
●駐車場完備（130台）

目前に広がる雄大な海を見ながら露天風呂・展望大浴場にて
2つの天然温泉をお楽しみ下さい。

豊川市上長山町本宮下1-1685

TEL 0533-92-1880

入浴料金　大人　620円→570円（会員のみ）
　　　　　　　　　　　   ※他の割引との併用はできません。

午前10時～午後10時（最終受付9時30分）
定休日　水曜日（祝日の場合は翌日休館）
●東名高速道路「豊川IC」より6km（約10分）
●豊川市コミュニティーバス一宮線「豊川駅」より「本宮の湯」下車
●駐車場完備（240台）

炭酸露天風呂、壷湯からの夜景を見ながらゆっくり浸かる
癒しのお風呂が一番人気。是非ご堪能ください。

名古屋市守山区森孝2-902

TEL 052-776-2641
●出来町通り（基幹バスレーン）沿い、引山交差点東方へ1km。
●名鉄バス・市バス「三軒家」バス停前。
●無料駐車場（200台収容）完備

アンチエイジング効果があると言われている水素風呂を備え
た温浴施設です。お食事・マッサージ・エステと一日中おくつろ
ぎ頂けます。

豊田市武節町針原22-1

TEL 0565-82-3135
１階は「花の温泉」、２階は「森の温泉」をコンセプトに広 と々
した露天風呂やジャグジー、薬湯など全14種類の湯船があ
ります。

稲武温泉　どんぐりの湯

大府市東新町4-94

TEL 0562-44-2641
券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●JR東海道線「共和駅」東口より徒歩15分。
●無料駐車場（200台収容）完備

やすらぎと喜び多き、湯園家。心身の癒し、寛ぎ、憩いにおもて
なしの心を添えてお迎えします。

ゆ～えん  ち

大人　600円→500円
小人　300円→250円（会員を含む５人まで）
平　日　10:00～21:00（受付20:00まで）
土日祝　  9:30～21:00（受付20:00まで）
定休日　毎週木曜日（祝祭日の場合は翌日）臨時休館日あり
●猿投グリーンロード力石ICより約45分
●国道153号沿い名古屋方面より稲武交差点手前400ｍ
●駐車場完備（108台）

※一時的に営業時間が変更になる場合がございますが、ホームページ等でご案内致します。

本宮の湯
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1,600円を1,120円
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24店

関市倉知516
TEL 0575-21-4126

入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡大野町相羽120-1

TEL 0585-32-2727

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）

10：00～22：00（21：00受付終了）
休館日・毎週金曜日
●岐阜バス大野北方線「相羽」下車、徒歩15分。
●駐車場完備（100台）

ここは閑静な場所にあり、隠れ家のような雰囲気が漂う大理
石天然温泉。又、温泉と温泉プール＆ジムもすべて入泉料で
楽しんでいただけます。

揖斐郡揖斐川町春日六合3429

TEL 0585-58-0001

カードを提示していただきますと、会員含む、5名様まで入浴料を1割引とさせていただきます。

入浴料金　大人 440円→400円
　　　　　小人 220円→200円
10時～21時（受付最終時間20：30）
（定休日は毎週水曜日／水曜日が祝祭日の際は翌日）
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町コミュニティバス、春日線に乗りつぎ、
　「かすが・モリモリ村」にて下車。
●名神高速道路「大垣IC」から国道258号を北上、国道21号経由して
　国道417号を北上して県道32号を西進。　●駐車場50台（無料）

薬草の宝庫・伊吹山で採れた薬草を利用した薬草風呂でリフ
レッシュしてみませんか。レストラン、売店もご利用できます。

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

TEL 0585-56-1126

入泉料　大人　700円→650円
　　　　　　　（会員のみ）
3月～10月　午前10時～午後8時
11月～2月　午前10時～午後7時
営業日　金・土・日・祝日
●名神高速道路「大垣IC」、「岐阜羽島IC」より35km約40～50分
●名神高速道路「関ヶ原IC」より50km約60分
●JR大垣駅から樽見鉄道にて約40分谷汲口駅下車、バスにて5分
●駐車場完備（110台）

谷汲の自然に抱かれて、
名湯を堪能する、心地よいひとときを。

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1
TEL 0585-55-2299

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）
貸切お座敷　8～25名　1グループ2時間ご利用できます
（ご利用の3日前までに要予約　入泉料+お食事一品以上の注文が必要）
営業時間　午前10時～午後9時
定休日・毎週火曜日
●JR東海道線大垣駅から樽見鉄道にて「谷汲口」駅下車。徒歩10分。
●駐車場完備（100台）

大自然の恵みあふれる谷汲の地に湧き出た根尾川谷汲温泉。
四季のうつろいを愉しんだ後に、気軽に立ち寄る癒しの空間。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。

日本有数の炭酸源泉　湯飲みもできる。
飛騨小坂自慢の天然温泉をお楽しみ下さい。

巌立峡　ひめしゃがの湯

（会員含む2名まで）
午前10時30分～午後9時30分（7月・8月 午前10時～午後9時30分）
定休日　毎週火曜日（火曜が祝日の場合は営業。）

高山市丹生川町久手446-1
TEL 0577-79-2109

大人600円→500円　小人300円→200円
他の割引との併用は不可 （会員含む3名まで）
定休日　毎週水曜日
（4月と11月 各第2週メンテナンスのため休業）
●新穂高温泉行定期バス（毎時1本）朴の木平スキー場下車スグ
●朴の木平駐車場無料

乗鞍山麓の地下1,000mより湧き出る丹生川温泉 宿儺の湯。
冬はスキー、春は新緑、五色ヶ原、夏は登山、秋は紅葉。

宿儺の湯　ジョイフル朴の木
す く　な

2023.3.21～休館
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関市倉知516
TEL 0575-21-4126

入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡大野町相羽120-1

TEL 0585-32-2727

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）

10：00～22：00（21：00受付終了）
休館日・毎週金曜日
●岐阜バス大野北方線「相羽」下車、徒歩15分。
●駐車場完備（100台）

ここは閑静な場所にあり、隠れ家のような雰囲気が漂う大理
石天然温泉。又、温泉と温泉プール＆ジムもすべて入泉料で
楽しんでいただけます。

揖斐郡揖斐川町春日六合3429

TEL 0585-58-0001

カードを提示していただきますと、会員含む、5名様まで入浴料を1割引とさせていただきます。

入浴料金　大人 440円→400円
　　　　　小人 220円→200円
10時～21時（受付最終時間20：30）
（定休日は毎週水曜日／水曜日が祝祭日の際は翌日）
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町コミュニティバス、春日線に乗りつぎ、
　「かすが・モリモリ村」にて下車。
●名神高速道路「大垣IC」から国道258号を北上、国道21号経由して
　国道417号を北上して県道32号を西進。　●駐車場50台（無料）

薬草の宝庫・伊吹山で採れた薬草を利用した薬草風呂でリフ
レッシュしてみませんか。レストラン、売店もご利用できます。

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

TEL 0585-56-1126

入泉料　大人　700円→650円
　　　　　　　（会員のみ）
3月～10月　午前10時～午後8時
11月～2月　午前10時～午後7時
営業日　金・土・日・祝日
●名神高速道路「大垣IC」、「岐阜羽島IC」より35km約40～50分
●名神高速道路「関ヶ原IC」より50km約60分
●JR大垣駅から樽見鉄道にて約40分谷汲口駅下車、バスにて5分
●駐車場完備（110台）

谷汲の自然に抱かれて、
名湯を堪能する、心地よいひとときを。

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1
TEL 0585-55-2299

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）
貸切お座敷　8～25名　1グループ2時間ご利用できます
（ご利用の3日前までに要予約　入泉料+お食事一品以上の注文が必要）
営業時間　午前10時～午後9時
定休日・毎週火曜日
●JR東海道線大垣駅から樽見鉄道にて「谷汲口」駅下車。徒歩10分。
●駐車場完備（100台）

大自然の恵みあふれる谷汲の地に湧き出た根尾川谷汲温泉。
四季のうつろいを愉しんだ後に、気軽に立ち寄る癒しの空間。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。
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【2022.11.1～料金改定】

1,750円→1,500円
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880円　→　750円
950円　→　850円
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24店

郡上市明宝奥住3428-1

TEL 0575-87-2080

入館料　100円割引。
　　 （会員含む2名まで）
10:00～21:00（受付20:30）
（休館日。毎週水曜日、12月31日・1月1日は時短で営業）
※スキーシーズンは休館日の変更あり。
●東海北陸道「郡上八幡IC」から国道472号線（せせらぎ街道）で高山方面へ30km
●駐車場完備（130台）

開放感あふれる湯につかりながら、明宝の大自然の息吹を肌
で感じ、天然ラドン温泉で癒し、気分リフレッシュ。

郡上市高鷲町鷲見48-1

TEL 0575-72-6011

食事・入浴セット券　              10％割引（税込）
ふたこえ温泉入浴回数券　7,000円の10％割引（税込）（会員のみ）
午前11時～午後8時（休館日・毎週水曜日）
（メンテナンスのため年間数日休み有り）
●長良川鉄道「北濃駅」から、JRバス「正ヶ洞」下車、タクシー10分。
●東海北陸自動車道「高鷲IC」より10分。
●駐車場完備（70台）

心とからだをリフレッシュ。

郡上市大和町剣189
TEL 0575-88-9126

大人入館料　700円→650円
　　　　　　（他優待等・併用不可）
　　　　　　（会員のみ）
10：00～21：30（最終受付21：00）
定休日　火曜日（祝日の場合は翌平日）12/31、1/1
●東海北陸自動車道「ぎふ大和IC」より車で約5分。
●無料駐車場完備（250台）

寝殿造りを現代風に再生した新和風建築。健康に美容に楽
しみながら「湯遊び」のひとときをお過ごしください。

中津川市付知町1929-1

TEL 0573-82-5311

入泉料　700円→600円
　 （会員含む5名まで）
午前10時～午後10時（入館は午後9時まで）
定休日　第4水曜日（祝日の場合は翌日）
●車：中央道中津川ICから国道257号線を下呂方面へ25km、40分。
●JR:中央線、中津川駅下車。北恵那交通、加子母総合事務所行で、
　付知峡倉屋温泉前で下車、60分。　●駐車場完備

開放感溢れる大自然の中、森林浴を楽しみながら天然掛け
流し温泉でおくつろぎ下さい。

飛騨市古川町黒内1407
TEL 0577-75-3111

会員証のご提示で
大人600円を500円に割引いたします。
（会員含む2名まで）
11：00～21：00（20：30最終受付）
定休日　毎週火・水曜日
●JR飛騨古川駅から車で15分

広大な果樹園の一角にある甘い香りに包まれる温泉。
肌触りもスベスベで、湯冷めのしにくい泉質で、
心も身体もリフレッシュ。

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

やまと温泉　やすらぎ館

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

大野郡白川村平瀬247-7

TEL 05769-5-4126

会員カードを提示していただきますと、
オリジナルタオルをプレゼント
　 （会員のみ）
午前11時～午後8時
（受付 午後7時30分まで）
●東海北陸自動車道「荘川IC」より車で30分。国道156号線沿い。
●駐車場30台

霊峰白山の麓から湧き出る湯量豊富な“かけ流し”の温泉は、
古くから子宝の湯として親しまれ美肌効果ありと好評です。

中津川市蛭川4467-4
TEL 0573-45-2188

総利用料金の5％割引。
　（会員含む5名まで）
24時間営業（年中無休）
チェックアウトの時間はフリー
●JR・中央線「恵那駅」から送迎バス運行。
●駐車場完備（100台）

ラジウム温泉24時間入浴可能。
山菜松茸、アマゴ・鯉料理。
ダンスホール、カラオケハウス等設備完備。

郡上市美並町大原2709
TEL 0575-79-4126

入浴料　大人（12才以上） 700円→600円
　　　　　（会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時30分まで）
定休日　毎週火曜日（祝日の場合は平日と振替え）
●東海北陸自動車道「美並IC」から車で約10分
●長良川鉄道「みなみ子宝温泉駅」から徒歩3歩
●駐車場完備

列車を降りると…3歩で温泉！？
電車の駅が併設している珍しい温泉です。
長良川を望む高台にあり、眺望の良い露天風呂が人気！！

日本まん真ん中温泉　子宝の湯

大野郡白川村荻町337
TEL 05769-6-0026

入浴料　700円を600円に割引。
宿泊料　宿泊基本料金（1泊2食付）の10％割引
　　　　　　　（家族全員可）
7：00～21：30（最終受付21：00）
木曜日定休（金曜日の営業開始15：00）
●東海北陸道「白川郷IC」から国道156号線を経由して3km。
●JR高山駅からバスで（約50分）「白川郷」バス停下車、徒歩1分。
●駐車場完備（25台）

世界文化遺産白川郷合掌集落の中にある天然温泉。
露天風呂からは、庄川や合掌集落の四季折々の情景をお楽
しみいただけます。

高山市国府町宇津江964
TEL 0577-72-5526

入浴料金　大人 50円引き（中学生以上）
　　　　　小人 50円引き（小学生） 幼児無料
　　　　  （会員含む5名まで）
4月～10月 午前10時～午後9時30分（最終受付30分前）
11月～3月 午前10時～午後9時（最終受付30分前）
定休日　木曜日（祝日の場合翌日）
●中部縦貫道高山IC～高山国府トンネル～国道41号線富山方面20分
●JR高山線 国府駅から無料送迎バスあり 要確認
●駐車場完備（乗用車150台　大型バス5台）

温泉浴に岩盤浴、滝のしぶきと森林浴。
のんびりお湯に浸るもよし。四十八滝巡りで汗掻くもよし。
一日湯ったりお過ごしいただけます。

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館
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11店

三重郡朝日町小向181

TEL 059-377-5111

「あさひの湯」ご利用の会員の方に、
アソビックスあさひ内アサヒボウルの3名までご利用頂ける
1ゲームサービス券をプレゼント。
（但し、サービス券はご利用できない期間もあります。）
「あさひの湯」フロントにお申し出下さい。（会員のみ）
平　　日　午前10時～深夜0時
土・日・祝　午前 9 時～深夜0時（年中無休）
●近鉄・名古屋線「伊勢朝日駅」から送迎バス運行。
●駐車場完備（400台）

述べ600坪の広いスペースに、美容と健康にうれしい多彩な
お風呂が勢揃い。
ヘルシーな天然温泉です。

四日市市波木町1077-73

TEL 059-322-5111

入泉料　大人650円→600円
但し、年始（1/1～1/5）ゴールデンウィーク除く。
フロントにて会員証を呈示の上入泉料を支払う。
　　　　　（会員含む10名まで）
午前9時30分～午後11時
（毎週金曜日・土曜日は9:30～24:00）　（年中無休）
●近鉄「四日市駅」より三交バスで「笹川ジャブ」下車。徒歩1分。
●近鉄「四日市駅」より四日市南自動車学校のスクールバス乗車可（無料）。
●駐車場完備（120台）

県下随一の源泉かけ流し53℃の天然温泉。
お肌すべすべ「美人の湯」として評判。
8つのお風呂とミニプールをお楽しみ下さい。

伊賀市西湯舟3609

TEL 0595-43-0909

入湯料　大　人　750円→650円
　　　　子　供　430円→330円
　　　　（会員含む4名まで）
13：00～21：00（20：00受付終了）
休館日　ホームページをご確認下さい。
●お車にて名阪国道「壬生野IC」より北へ8km。四日市、津より約1時間。
●駐車場完備（400台）

ナトリウム塩化物温泉の天然温泉です。
自然石をくりぬいた野天風呂、四季折々の湯が楽しめます。

伊賀市西明寺2756-104

TEL 0595-24-7000

入場料　大人 800円→550円
          （会員含む6名まで）
11:00～22:00（21:30受付終了）（年中無休）
●お車で名阪国道（R25・自動車専用道路）14番「友生IC」より3分。
●電車で伊賀上野－伊賀神戸間（伊賀鉄道）「上野市駅」下車。
　「上野市駅」からは、コミュニティバス約10分、タクシーで10分。

俳聖に思いを馳せゆったりと入浴。男女日替わりで和風洋風
風呂が楽しめる。湯上がりタイムも充実、エステやマッサージで
リラクゼーション。

伊賀市上阿波2953

TEL 0595-48-0268

入浴料　大人 800円→640円（70歳未満）
　　　　　　 650円→520円（70歳以上）
　　　　小人 400円→320円（13歳以下）
   （会員含む5名まで）
午前10時～午後9時　入浴受付終了は午後8時30分
休館日　火曜（但し祝日の場合は営業）
●名阪国道「南在家IC」から車で約20分。
●伊賀鉄道「上野市駅」から三交バスで約45分「大山田温泉」下車すぐ。
●駐車場　約180台

のんびりゆったりそうぞの森のさるびので無色透明のお湯は
肌にやさしくアトピー性皮膚炎の方にも大変喜ばれています。

伊賀市島ヶ原13680

TEL 0595-59-3939

入場料　大人800円→640円
      （会員含む5名まで）
10:00～21:00（受付は20:30まで）
定休日・毎週火曜日（但し祝日の場合は営業）
●車で…名阪国道「大内IC」よりR163木津方面へ約15分。
●JRで…JR関西本線「島ヶ原駅」下車、車で約5分。

島ヶ原の岩盤が長い年月をかけて与えてくれた成分豊富で
体に優しい良質の天然のお湯です。のどかな山里で癒しのひ
と時を・・・

松阪市田村町235-1

TEL 0598-25-4126

入浴料　平　　　日　700円→600円　
　　　　土・日・祝日　750円→650円
　　　　（100円割引）（会員のみ）
午前10時～深夜0時（定休日　第3火曜日※8月・12月は無休）
●JR・近鉄松阪駅から三交バスで（田村町バス停下車）約5分。
●伊勢自動車道松阪ICから約8分。
●市街地循環バス「鈴の音バス」アドバンスモール停留所下車すぐ。
●駐車場完備（250台）

アドバンスモール松阪内にある鈴の湯。美と健康をもたらし別名「心臓の湯」
とも呼ばれる炭酸泉の露天風呂が人気。数々のお風呂にサウナ・充実したお
食事処もあり心も身体ものんびりリフレッシュできます。

尾鷲市向井12-4

TEL 0597-22-1124

シニア回数券（4、8、12月に販売）をご購入の際
粗品を進呈します。　　　（会員のみ）
10:00～21:00（21:00受付終了、21:30閉館）
　　　　　　  （年中無休）
●JR尾鷲駅からバスで15分、タクシーで10分程度。
●JR大曽根浦駅から徒歩10分程度（南紀特急バス）熊野古道停留所すぐ。
●駐車場完備（100台）

海洋深層水の湯は保湿と保温が抜群です。
世界初海洋深層水ミストや海と山が一度に見れる絶景ポイン
トの露天風呂をお楽しみ下さい。

熊野市紀和町小川口158

TEL 0597-97-1180

入浴料金 630円→530円（100円引き）
宿泊料金　500円引き（会員のみ）
12:00～21:00（不定休）
●JR紀勢本線「熊野市駅」下車。
　駅前から三重交通バスで45分
●紀勢自動車道～熊野尾鷲道路「大泊IC」下車、
　国道42号立石南交差点から国道311号を約30分
●駐車場（80台）

各観光名所へのアクセスが便利な場所に位置しています。熊
野旅の拠点として、トロッコ電車と温泉と料理が自慢の瀞流荘
へ是非お越しください。

入鹿温泉ホテル　瀞流荘

伊勢市船江1-471-3

TEL 0596-29-4126

特製フェイスタオルプレゼント
　　　 （会員のみ）
午前9時～午後11時（最終受付10時30分）
毎月1日のみ午前6時～
●伊勢自動車道伊勢IC・伊勢西ICから約15分
●近鉄電車、JR参宮線・伊勢市駅から徒歩約20分
●三重交通バス（系統01・60・62・70）
●駐車場完備（150台）

「健康で安くて楽しい」をコンセプトとし、伊勢の地らしいおもて
なしの心でお待ちしております。

伊勢船江温泉　みたすの湯

熊野市紀和町湯ノ口10

TEL 0597-97-1126

入浴料金 550円（100円引き）（会員のみ）
宿泊料金1棟（1室） 500円引き
9:00～21:00（不定休）
●紀勢自動車道～熊野尾鷲道路「大泊IC」下車、
　国道42号立石南交差点から国道311号を約35分
●駐車場（94台）

熊野の山 に々囲まれた癒しの秘湯。源泉かけ流し、こだわりの
熊野材造りの温泉をお楽しみください。

湯元山荘　湯ノ口温泉

2023.4.1～事業者変更のため割引中止
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三重郡朝日町小向181

TEL 059-377-5111

「あさひの湯」ご利用の会員の方に、
アソビックスあさひ内アサヒボウルの3名までご利用頂ける
1ゲームサービス券をプレゼント。
（但し、サービス券はご利用できない期間もあります。）
「あさひの湯」フロントにお申し出下さい。（会員のみ）
平　　日　午前10時～深夜0時
土・日・祝　午前 9 時～深夜0時（年中無休）
●近鉄・名古屋線「伊勢朝日駅」から送迎バス運行。
●駐車場完備（400台）

述べ600坪の広いスペースに、美容と健康にうれしい多彩な
お風呂が勢揃い。
ヘルシーな天然温泉です。

四日市市波木町1077-73

TEL 059-322-5111

入泉料　大人650円→600円
但し、年始（1/1～1/5）ゴールデンウィーク除く。
フロントにて会員証を呈示の上入泉料を支払う。
　　　　　（会員含む10名まで）
午前9時30分～午後11時
（毎週金曜日・土曜日は9:30～24:00）　（年中無休）
●近鉄「四日市駅」より三交バスで「笹川ジャブ」下車。徒歩1分。
●近鉄「四日市駅」より四日市南自動車学校のスクールバス乗車可（無料）。
●駐車場完備（120台）

県下随一の源泉かけ流し53℃の天然温泉。
お肌すべすべ「美人の湯」として評判。
8つのお風呂とミニプールをお楽しみ下さい。

伊賀市西湯舟3609

TEL 0595-43-0909

入湯料　大　人　750円→650円
　　　　子　供　430円→330円
　　　　（会員含む4名まで）
13：00～21：00（20：00受付終了）
休館日　ホームページをご確認下さい。
●お車にて名阪国道「壬生野IC」より北へ8km。四日市、津より約1時間。
●駐車場完備（400台）

ナトリウム塩化物温泉の天然温泉です。
自然石をくりぬいた野天風呂、四季折々の湯が楽しめます。

伊賀市西明寺2756-104

TEL 0595-24-7000

入場料　大人 800円→550円
          （会員含む6名まで）
11:00～22:00（21:30受付終了）（年中無休）
●お車で名阪国道（R25・自動車専用道路）14番「友生IC」より3分。
●電車で伊賀上野－伊賀神戸間（伊賀鉄道）「上野市駅」下車。
　「上野市駅」からは、コミュニティバス約10分、タクシーで10分。

俳聖に思いを馳せゆったりと入浴。男女日替わりで和風洋風
風呂が楽しめる。湯上がりタイムも充実、エステやマッサージで
リラクゼーション。

伊賀市上阿波2953

TEL 0595-48-0268

入浴料　大人 800円→640円（70歳未満）
　　　　　　 650円→520円（70歳以上）
　　　　小人 400円→320円（13歳以下）
   （会員含む5名まで）
午前10時～午後9時　入浴受付終了は午後8時30分
休館日　火曜（但し祝日の場合は営業）
●名阪国道「南在家IC」から車で約20分。
●伊賀鉄道「上野市駅」から三交バスで約45分「大山田温泉」下車すぐ。
●駐車場　約180台

のんびりゆったりそうぞの森のさるびので無色透明のお湯は
肌にやさしくアトピー性皮膚炎の方にも大変喜ばれています。

伊賀市島ヶ原13680

TEL 0595-59-3939

入場料　大人800円→640円
      （会員含む5名まで）
10:00～21:00（受付は20:30まで）
定休日・毎週火曜日（但し祝日の場合は営業）
●車で…名阪国道「大内IC」よりR163木津方面へ約15分。
●JRで…JR関西本線「島ヶ原駅」下車、車で約5分。

島ヶ原の岩盤が長い年月をかけて与えてくれた成分豊富で
体に優しい良質の天然のお湯です。のどかな山里で癒しのひ
と時を・・・

松阪市田村町235-1

TEL 0598-25-4126

入浴料　平　　　日　700円→600円　
　　　　土・日・祝日　750円→650円
　　　　（100円割引）（会員のみ）
午前10時～深夜0時（定休日　第3火曜日※8月・12月は無休）
●JR・近鉄松阪駅から三交バスで（田村町バス停下車）約5分。
●伊勢自動車道松阪ICから約8分。
●市街地循環バス「鈴の音バス」アドバンスモール停留所下車すぐ。
●駐車場完備（250台）

アドバンスモール松阪内にある鈴の湯。美と健康をもたらし別名「心臓の湯」
とも呼ばれる炭酸泉の露天風呂が人気。数々のお風呂にサウナ・充実したお
食事処もあり心も身体ものんびりリフレッシュできます。

尾鷲市向井12-4

TEL 0597-22-1124

シニア回数券（4、8、12月に販売）をご購入の際
粗品を進呈します。　　　（会員のみ）
10:00～21:00（21:00受付終了、21:30閉館）
　　　　　　  （年中無休）
●JR尾鷲駅からバスで15分、タクシーで10分程度。
●JR大曽根浦駅から徒歩10分程度（南紀特急バス）熊野古道停留所すぐ。
●駐車場完備（100台）

海洋深層水の湯は保湿と保温が抜群です。
世界初海洋深層水ミストや海と山が一度に見れる絶景ポイン
トの露天風呂をお楽しみ下さい。

熊野市紀和町小川口158

TEL 0597-97-1180

入浴料金 630円→530円（100円引き）
宿泊料金　500円引き（会員のみ）
12:00～21:00（不定休）
●JR紀勢本線「熊野市駅」下車。
　駅前から三重交通バスで45分
●紀勢自動車道～熊野尾鷲道路「大泊IC」下車、
　国道42号立石南交差点から国道311号を約30分
●駐車場（80台）

各観光名所へのアクセスが便利な場所に位置しています。熊
野旅の拠点として、トロッコ電車と温泉と料理が自慢の瀞流荘
へ是非お越しください。

入鹿温泉ホテル　瀞流荘

伊勢市船江1-471-3

TEL 0596-29-4126

特製フェイスタオルプレゼント
　　　 （会員のみ）
午前9時～午後11時（最終受付10時30分）
毎月1日のみ午前6時～
●伊勢自動車道伊勢IC・伊勢西ICから約15分
●近鉄電車、JR参宮線・伊勢市駅から徒歩約20分
●三重交通バス（系統01・60・62・70）
●駐車場完備（150台）

「健康で安くて楽しい」をコンセプトとし、伊勢の地らしいおもて
なしの心でお待ちしております。

伊勢船江温泉　みたすの湯

熊野市紀和町湯ノ口10

TEL 0597-97-1126

入浴料金 550円（100円引き）（会員のみ）
宿泊料金1棟（1室） 500円引き
9:00～21:00（不定休）
●紀勢自動車道～熊野尾鷲道路「大泊IC」下車、
　国道42号立石南交差点から国道311号を約35分
●駐車場（94台）

熊野の山 に々囲まれた癒しの秘湯。源泉かけ流し、こだわりの
熊野材造りの温泉をお楽しみください。

湯元山荘　湯ノ口温泉
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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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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。



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。
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保健・健康

ご利用施設

愛知県
岐阜県
三重県
静岡県

9店
24店
11店
11店
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保健・健康
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

ビラックス高薗 
磐田酵素ハウス
瀬戸谷温泉　ゆらく
駿河健康ランド
用宗みなと温泉
東静岡天然温泉　柚木の郷
駿河の湯　坂口屋
桜とホタルの里　裾野炭酸カルシウム温浴　一の瀬
富士八景の湯 
日帰り温泉　妙樂湯
踊り子温泉会館 

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

掲載施設一覧

愛知県 9店 岐阜県 24店

三重県 11店 静岡県 11店

※2023.3.21～休館


