
 
 
 
 
 

大分県内温泉施設103軒が協力 
22歳会員1.2万人超え、延べ2.6万人が無料で入浴！ 
『お湯マジ!22 in おんせん県おおいた』実施結果報告 

 大分県と株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野健） に設置された観光に関
する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター（以下JRC）」（センター長：沢登次彦）は、2014年11月～
2015年3月において、若年層需要創出プロジェクトとして22歳を対象に日帰り温泉入浴料が無料になる企画『お湯マジ!22 
in おんせん県おおいた ～ONSEN MAGIC～（以下『お湯マジ!22』）』を実施しました。その実施結果を報告します。 
 また『お湯マジ!22』は、今年度も秋頃より新たな22歳に向けて実施予定です（6月下旬より事業者向け説明会を実施）。 

●22歳の若者が来訪・体験するきっかけをつくり、リピーターへ繋げ、温泉地の未来需要を創出する取り組み 
 今後人口減少が加速していく中、国内旅行市場は、地域や施設に訪れた人々をリピート顧客化することが、相対的な来訪
者数や売上増加の鍵となります。地域へのリピート要因を分析する「リピーター追跡調査」（2012年JRC調べ）によると
「初回訪問時に年齢が18～24歳」の人、また「温泉や宿を次回も楽しみたい欲求」がある人が、地域リピーターに繋がると
わかりました。大分県と、国内旅行市場・地域観光の活性化を目的に活動するJRCは共同し、大分県内の温泉地の新規顧客
獲得・リピーター獲得を目指した若年層向けの取り組みとして2014年『お湯マジ!22』を実施しました。『お湯マジ!22』
対象の22歳は大学4年生も多く、卒業旅行のタイミングでもありました。引き続き今年度も『お湯マジ!22』をきっかけに熱
い思い出を大分県でつくってもらい、将来のリピーターにつなげることを目指していきます。 

JRCは、若年層の行動支援プラットフォームとして「マジ☆部」を創りました。若年層需要活性施策
『雪マジ!19』『Ｊマジ!』などを「マジ☆部」を通じて、会員に向けて展開してきました。今後も
「マジ☆部」に入れば、さまざまな楽しい体験を無料で出来るという世界観を目指し、国内旅行の
需要創出につながる施策を企画、実施していきます。 
詳細はこちら：https://maji.point.recruit.co.jp/majibu_application.html 

●『お湯マジ!22』会員登録者数 1万2505人 

●『お湯マジ!22』温泉施設等利用者数(延べ) 2万6298人 

●大分県内参画施設数（温泉施設・温泉宿）       103軒 

・会員のうち、本企画認知後に伝えた人数＝平均5.1人 
  →大分県内の会員＝平均7.1人、首都圏の会員＝5.2人、関西圏の会員＝4.8人 

・会員のうち、SNSに書き込みした人＝2人に1人(50％) 
・温泉施設等を利用した会員のうち、 
  大分県に宿泊した人(宿泊利用率)＝70.7％ 

※2 

※2 

※1 

※1 

※1＝「マジ☆部」アプリ登録ベース集計 
※2＝『お湯マジ!22』会員アンケート結果より推計 

 2014年度『お湯マジ!22 in おんせん県おおいた』実施背景 

 ※補足：株式会社リクルートライフスタイルが展開する「マジ☆部」とは 

 [報告] 2014年度『お湯マジ!22 in おんせん県おおいた』実施結果 

■昨年度対象者：1992年4月2日～1993年4月1日生まれの方（昨年度の22歳が対象） 
■参画施設：103軒の大分県内温泉施設・温泉宿 
■会員登録期間：2014年10月6日～ 2015年3月31日 
■無料化実施期間：2014年11月17日～2015年3月31日  
■公式サイト：http://www.jalan.net/doc/etc/oyumaji22/   
        または『お湯マジ』で検索（WEB・スマートフォン共通）    

■『お湯マジ!22』の特長 

・22歳であれば、誰でも無料で大分県内参画施設の日帰り温泉入浴が楽しめる。 
・スマホで「マジ☆部」アプリをダウンロードし 
 『お湯マジ!22』へ会員登録するだけで利用可能。 

2015年6月15日 
大 分 県 

株式会社リクルートライフスタイル 
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https://maji.point.recruit.co.jp/majibu_application.html


 2014年度『お湯マジ!22 in おんせん県おおいた』参画施設一覧（全103施設） ※施設名は市町村ごとに五十音順 

NO. 別府エリア 市町村 

1 鬼石の湯 別府市 

2 おにやまホテル 別府市 

3 海門寺温泉 別府市 

4 鉄輪むし湯 別府市 

5 城島高原ホテル 別府市 

6 北浜温泉テルマス 別府市 

7 公立学校共済組合別府保養所 豊泉荘 別府市 

8 スギノイパレス（杉乃井ホテル内） 別府市 

9 竹瓦温泉 別府市 

10 田の湯温泉 別府市 

11 永石温泉 別府市 

12 花菱ホテル 別府市 

13 浜田温泉 別府市 

14 浜脇温泉 別府市 

15 美湯の宿 両築別邸 別府市 

16 ひょうたん温泉 別府市 

17 不老泉 別府市 

18 べっぷ 好楽 別府市 

19 ホテル三泉閣 別府市 

20 ホテル白菊 別府市 

21 ホテル別府パストラル 別府市 

22 ホテル芳泉鶴 別府市 

23 堀田温泉 別府市 

24 もと湯の宿 黒田や 別府市 

25 悠彩の宿 望海 別府市 

26 湯屋 夢たまて筥 別府市 

27 湯屋えびす 別府市 

NO. 由布院エリア 市町村 

1 御宿 ぬるかわ温泉 由布市 

2 菊水旅館 由布市 

3 志美津旅館 由布市 

4 塚原温泉 火口乃泉 由布市 

5 別荘 今昔庵 由布市 

6 ゆのひら 上柳屋 由布市 

7 由布院 いよとみ 由布市 

8 由布院温泉 ゆけむりの宿 めばえ荘 由布市 

9 湯布院かほりの郷はな村 由布市 

10 湯布院ほてい屋 由布市 

11 柚富の郷 彩岳館 由布市 

12 旅館 冨季の舎 由布市 

13 旅館たつみ 由布市 

NO. 日田・天ヶ瀬・耶馬渓エリア 市町村 

1  オーベルジュ 楓乃木 中津市 

2  市営深耶馬温泉館 もみじの湯 中津市 

3  仙景の湯 中津市 

4  とろろ乃湯 中津市 

5  なかま温泉 中津市 

6  西谷温泉 中津市 

7  八面山 金色温泉 中津市 

8  やすらぎの里 やまくに 中津市 

9  耶馬渓山荘 えぼしや 中津市 

10  天ヶ瀬観光ホテル成天閣 日田市 

11  いやしの宿 季の風 日田市 

12  亀山亭ホテル 日田市 

13  山荘 天水 日田市 

14  小京都の湯 みくまホテル 日田市 

15  天龍荘 日田市 

16  美人湯せんらく温泉 日田市 

17  ひぜんや ハイカラ温泉 日田市 

18  ひなの里 山陽館 日田市 

19  丸山荘 日田市 

20  湯の釣温泉 渓仙閣 日田市 

21  リバーサイドホテル 山水館 日田市 

22  旅館本陣 日田市 

NO. やまなみ（九重、玖珠）・竹田エリア 市町村 

1 オーベルジュ コスモス 九重町 

2 九重観光ホテル 九重町 

3 九重星生ホテル「山恵の湯」 九重町 

4 筋湯温泉 大黒屋 九重町 

5 せせらぎ温泉 九重町 

6 かまどヶ岩温泉 でんろくの湯 玖珠町 

7 北乃園温泉 玖珠町 

8 高塚温泉 命の湯 鏡華 玖珠町 

9 椿温泉 茶房 花椿 玖珠町 

10 湯の森くす 玖珠町 

11 久住高原コテージ 竹田市 

12 国民宿舎 久住高原荘 竹田市 

13 千寿温泉 竹田市 

14 大地乃湯 竹田市 

15 大丸旅館 竹田市 

16 大丸旅館外湯 ラムネ温泉館 竹田市 

17 竹田温泉 花水月 竹田市 

18 長湯温泉 かじか庵 湯処 ゆの花 竹田市 

19 長湯温泉療養文化館 御前湯 竹田市 

20 レゾネイトクラブくじゅう 竹田市 

NO. その他エリア 市町村 

1 明野アサヒ温泉 大分市 

2 あたみ温泉 大分市 

3 おおいた温泉物語 三川の湯 大分市 

4 大分市丹生温泉施設 大分市 

5 クリスタル温泉 大分市 

6 ぶんご温泉高田の湯 大分市 

7 鉱泉センター直川 かぶと虫の湯 佐伯市 

8 藤河内 湯ーとぴあ 佐伯市 

9 
鷺来ヶ迫温泉 源泉 俵屋旅館コト白鷺
館 

臼杵市 

10 夷谷温泉 豊後高田市 

11 
くにさき六郷温泉真玉 山翠荘 スパラ
ンド真玉 

豊後高田市 

12 花いろ温泉 豊後高田市 

13 杵築市健康福祉センター温泉場 杵築市 

14 ＪＡいこいの村「いこいのゆ」 杵築市 

15 院内妙見温泉 宇佐市 

16 かんぽの郷 宇佐 宇佐市 

17 津房老人憩の家 津房温泉 宇佐市 

18 国見温泉 あかねの郷 国東市 

19 湯の里 渓泉 国東市 

20 拍子水温泉 姫島村 

21 別府湾ロイヤルホテル 日出町 

【本件に関するお問い合わせ先】 
  

https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press/ 


