
 
 
 
 

3 ⽉ 7 ⽇（⽇）はサウナの⽇ 
「満 37 歳のお客様＋そのお連れ様１名無料ご招待」 
【実施時間帯、年齢確認⽅法など各店舗にご確認下さい】2021年版 

⽇本記念⽇協会登録「３⽉７⽇はサウナの⽇」【協賛店⼀覧】 

 

 

（岩⼿） 
喜盛の湯 

盛岡市南仙北 1 丁目 18 番 50 号  TEL 019-656-5118  http://kimorinoyu.com/ 

（秋⽥） 

ユーランドホテル⼋橋 
秋田市八橋イサノ２丁目１６番２９号  TEL 0188-63-7811  http://www.youland.jp/ 

（宮城） 

⻯泉寺の湯 仙台泉店 
仙台市泉区大沢２－５－９  TEL 022-374-2683  https://ryusenjinoyu.com/izumi/ 

（埼⽟） 

THE BED and SPA 
所沢市くすのき台１−１３−１  TEL 04-2996-6677  http://bed-spa.jp/ 

草加健康センター 
草加市北谷 2-23-23  TEL 048-942-1161  http://www.yunoizumi.com/souka/ 

おふろ cafe utatane 
さいたま市北区大成町 4−１179−１3  TEL 048-856-9899  https://ofurocafe-utatane.com/ 

⻯泉寺の湯 草加⾕塚店 
草加市谷塚上町 476  TEL 048-926-1126  https://ryusenjinoyu.com/souka/ 

（千葉） 

サウナ＆カプセルホテル レィンボー(本⼋幡店) 
千葉県市川市南八幡４−１−１２ パインズビル  TEL 047-379-7201  http://rainbow-motoyawata.wixsite.com/rainbow/the_spa 

市原天然温泉 江⼾遊 
市原市松ヶ島西１−３−４３  TEL 0436-25-4126  http://www.edoyu.com/ichihara/ 

（東京） 

サウナ＆カプセルホテル レィンボー(新⼩岩店) 
葛飾区新小岩１－４９－１ サンパレスビル 2～5F  TEL 03-3653-5122  http://rainbow-sinkoiwa.wixsite.com/5122 

カプセル＆サウナ・ロスコ 
北区中里２−４−８  TEL 03-3915-0005  http://rosco.tokyo/ 

天然温泉・楽天地スパ  （６0 分コースで協賛） 
墨田区江東橋４−２７−１４ 楽天地ビル９Ｆ  TEL 03-3631-4126 https://rakutenchi-oasis.com/raku_spa/ 

https://www.sauna.or.jp/


両国湯屋江⼾遊 （６０分コースで協賛） 
墨田区亀沢１−５−８  TEL 03-3621-2611  https://www.edoyu.com/ryougoku/ 

オアシスサウナ アスティル 
港区新橋３−１２−３  TEL 03-5401-0356  http://www.oasissauna.jp/ 

※入館規制等でご入館をお待ちいただくか、お断りする場合も御座いますのでご了承ください。 

 

カプセルホテル サウナセンター 
台東区下谷２−４−７  TEL 03-3876-0016  https://sauna-center.jp/ 

スパリゾート プレジデント  
台東区上野３−２８−６ 大島ビル２～４Ｆ  TEL 03-3834-5181  https://sparesortpresident.com/ 

サウナ＆カプセル ミナミ 下北沢店 （６0 分コースで協賛） 

世田谷区代沢２−２９−９  TEL 03-5481-3731  (※昼 12:00～19:00 の滞在に限ります)  

サウナ＆カプセル ミナミ 学芸⼤学店 （６0 分コースで協賛） 
目黒区鷹番３−９−９  TEL 03-3760-3731  (※昼 12:00～19:00 の滞在に限ります)  

⻯泉寺の湯 ⼋王⼦みなみ野店 
八王子市片倉町３５０５  TEL 042-632-2611  https://hachioji.ryusenjinoyu.com/ 

 （神奈川） 

天然温泉 満天の湯 
横浜市保土ケ谷区上星川 3−1−１  TEL 045-370-4126  https://mantennoyu.com/ 

東名厚⽊健康センター 
厚木市岡田３－１７－１０  TEL 046-227-6657  http://www.yunoizumi.com/atsugi/ 

湯花楽 秦野店 

秦野市平沢 295-2 TEL 0463-84-4126  http://www.yukaraku.com/hadano/ 

⻯泉寺の湯 横浜鶴ヶ峰店 
横浜市旭区白根８丁目８  TEL 045-459-5268  https://tsurugamine.ryusenjinoyu.com/ 

⻯泉寺の湯 湘南茅ヶ崎店 
茅ヶ崎市中島 1339-1  TEL 0467-57-2641  https://ryusenjinoyu.com/chigasaki/ 

（愛知） 

⻯泉寺の湯 豊⽥浄⽔店 
豊田市浄水町伊保原３７６ TEL 0565-43-3050  https://ryusenjinoyu.com/josui/ 

サウナ＆カプセル ウェルビー名駅 
名古屋市中村区名駅南１丁目２５−２ 名鉄レジャック 4F TEL 052-586-2641  http://www.wellbe.co.jp/ 

サウナ＆カプセル ウェルビー今池 
名古屋市千種区今池５丁目２５−５  TEL 052-731-2561  http://www.wellbe.co.jp/ 

サウナ＆カプセル ウェルビー栄 
名古屋市中区栄３丁目１３−１２  TEL 052-241-7126  http://www.wellbe.co.jp/ 

天空スパヒルズ ⻯泉寺の湯 
名古屋市守山区竜泉寺１－１５０１  TEL 052-793-2601  https://www.ryusenjinoyu.com/moriyama/ 

 



（三重） 

四⽇市温泉 おふろ café湯守座 
四日市市生桑町３１１  TEL 059-332-2611  https://ofurocafe-yumoriza.com/ 

（滋賀） 

スパリゾート雄琴 あがりゃんせ 
大津市苗鹿３−９−５  TEL 077-577-3715  http://www.agaryanse.co.jp/ 

（京都） 

サウナ＆カプセルホテル ルーマプラザ 
京都市東山区祇園町南側５７５   TEL 075-525-0357  http://www.rumor-plaza.jp/ 

 

さがの温泉 天⼭の湯 
京都市右京区嵯峨野宮ノ元町５５−４-７  TEL 075-882-4126  http://www.ndg.jp/tenzan/ 

（⼤阪） 

サウナ＆カプセル アムザ 
大阪市中央区千日前２−９−１７   TEL 06-6633-1000  http://www.daitoyo.co.jp/amza/ 

ニュージャパンサウナ梅⽥店 
大阪市北区堂山町９−５  TEL 06-6314-1861  http://www.umedasauna-newjapan.jp/ 

サウナ＆スパ ⼤東洋 
大阪市北区中崎西２−１−９   TEL 06-6312-7522  http://www.daitoyo.co.jp/spa/mens/  

サウナ＆スパ ⼤東洋レディス 
大阪市北区中崎西２−１−９   TEL 06-6312-7524  http://www.daitoyo.co.jp/spa/ladies/ 

（兵庫） 

神⼾サウナ＆スパ 
神戸市中央区下山手通２−２−１０   TEL 078-322-1126  http://www.kobe-sauna.co.jp/ 

神⼾レディス スパ 
神戸市中央区下山手通２−２−１０   TEL 078-322-1726  http://www.kobe-ladies-spa.com/ 

（和歌⼭） 

⼆ノ丸温泉 
有田郡湯浅町大字山田１６３８番地  TEL 0737-22-3399  http://ninomaru-onsen.jp/ 

（岡⼭） 

サウナ＆カプセルイン岡⼭ 
岡山市北区柳町１−１３−２１  TEL 086-233-7351  http://www.wonderfulresort.jp/ 

（福岡） 

サウナ＆カプセル ウェルビー福岡 
福岡市博多区祇園町８−12 ロータリー大和 2F  TEL 092-291-1009  http://www.wellbe.co.jp/ 



（⻑崎） 

カプセルホテル・サウナ・サン 
佐世保市塩浜町６−１５  TEL 0956-23-3000  http://www.sauna-sun.com/ 

（熊本） 

湯 ら っ く す 
熊本市中央区本荘町 722  TEL 096-362-1126  https://www.yulax.info/ 

（宮崎） 

スパ ぱ う ぱ う 
宮崎市清水３丁目１０５  TEL 0985-38-5000  http://www.hotel-marix.co.jp/lagoon/spapawpaw/ 

（⿅児島） 

ニューニシノサウナ＆天然温泉ＳＰＡ 
鹿児島市千日町１３−２４  TEL 099-224-3232  http://new-nishino.co.jp/hotel-onsen-sauna/ 


