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“温泉×若者限定×無料”で温泉ファンを増やす！ 

19～21歳限定、全国の温泉が無料で入浴できる『お湯マジ！』を実施 
22歳限定『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』2期目もスタート 

JRCは、国内旅行・レジャー市場の活性化を目的に活動しており、これまでに若年層をターゲットにした需要創出プロジェ
クトとして、19歳対象にリフト券を無料にする『雪マジ！19』や19・20歳を対象にＪリーグの観戦を無料にする『Ｊマ
ジ！』など、さまざまな企画を実施してきました。 
「じゃらん宿泊旅行調査」（JRC調べ）によると、国内宿泊旅行の目的は、2009年度までは「温泉や露天風呂を楽しむ」が
1位でした。しかし、2010年度以降は後退し、代わりに「地元の美味しいものを食べる」が1位という結果が出ております。
また年代別でみると、特に20~34歳の温泉に対する需要が、他の世代よりも低下していることがわかりました。 
さらに、若者の温泉利用実態を調査したところ、自主的な温泉宿泊旅行は、22歳までに約50％が初体験しており（表1）、
また若い時に温泉宿泊旅行を経験をすると、社会人以降、温泉経験がない人に比べ、今後の利用意向が高いこともわかって
います。（表2）。 
そこで、今回新たな企画として、将来の顧客となり得る19～21歳に対して、まずは温泉に足を運ぶきっかけを提供するため、
全国100以上の温泉施設の入浴料が無料になる企画『お湯マジ！』を実施します。日帰り入浴や、地域内での湯めぐり体験
を通じて、温泉やその地域の魅力に触れてもらうことで、社会人以降に温泉地・温泉施設にリピートしてもらうことを目指
します。 
JRCは、『お湯マジ！』の企画を通して、若年層に向けて、温泉とその地域に触れてもらう機会を提供するとともに、長期
的に国内宿泊旅行の需要活性を目指していきます。  

 『お湯マジ！』全国版の実施背景 

出典：「若者の温泉需要調査」（2014年「JRC」調べ） 

（表1）初めて自主的に温泉地へ宿泊旅行をした年齢調査 

（表2）社会人2～3年目で［学生時代に温泉経験あり層・なし層］の若者に対する 
    日帰り温泉施設への「直近1年以内の訪問経験率」「今後の訪問意向度」に関する調査 
 

出典：「若者のコンテンツ需要調査」（2015年「JRC」調べ） 
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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）は、若年層需要創出プロジェクトとして19～21歳を対象に、
全国の温泉施設の入浴料が無料になる企画『お湯マジ！ ～ONSEN MAGIC～』（以下『お湯マジ！』）を実施することをお
知らせします。また、JRCは大分県と共同で2期目となる、22歳限定で大分県内の日帰り温泉の入浴料が無料になる 
『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』も実施します。 
なお、本日9月1日より各公式サイトで会員登録の受け付けを開始いたします。 

・『お湯マジ！』サイト：https://majibu.jp/oyumaji/pc/index.html 
・『お湯マジ！in おんせん県おおいた』サイト：https://majibu.jp/oyumaji_oita/pc/index.html 



  『お湯マジ！』（全国版／19～21歳対象）概要 

 「マジ☆部」とは 

 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://majibu.jp/ 

■対象者： 1994年4月2日～1997年4月1日生まれの方 

■会員登録： 2015年9月1日（火）より開始 

■実施期間： 2015年9月28日(月)～2016年3月31日（木）  

         ※施設によって利用可能日・時間などが異なります 

■参画施設：  全国100以上の温泉施設と温泉宿泊施設 

         （9月1日時点。9月11日まで新規参画施設を受付中） 

■公式サイト： https://majibu.jp/oyumaji/pc/index.html    

■特徴 

・今年度19～21歳になる方であれば、 
 誰でも無料(※1)で利用できる。 
・１日何回でも、参画施設の日帰り温泉入浴が楽しめる(※2) 
・スマートフォンのアプリ「マジ☆部」を 
 ダウンロードし、 
『お湯マジ！』へ会員登録する（無料）だけで利用可能。 
 
※1:施設によっては現地で入湯税の徴収が発生する場合が 
あります 
※2:同一施設の利用は期間中３回までとなります 

 『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』企画概要 

 『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』概要 

 JRCは大分県と共同で、2期目となる『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』を実施します。今年度22歳の方限定で、大
分県内の温泉施設と宿泊施設84軒（9月1日時点）の入浴料が、無料になる企画です。 
 大学生活最後の年を迎え、卒業旅行のニーズがある22歳の方を対象に、九州エリアはもちろん県外から大分県に訪問する
きっかけを提供し、将来的な大分県へのリピーター獲得を目指します。 
 初年度は、大分県の温泉施設・宿泊施設103軒が参画し、会員登録数1万2505人、延べ利用者は2万6298人に達しました。
また会員登録者のうち、80%以上が大分県外のユーザーであり、さらに『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』を利用し
た人のうち、大分県に宿泊した割合は70.7%と、大分県への誘客および宿泊温泉旅行の創出を促進することができました。 
 JRCと大分県は、2期目も『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』を通し、より多くの22歳の方におんせん県おおいたの
魅力を発信していきます。 

■対象者： 1993年4月2日～1994年4月1日生まれの方 

■会員登録： 2015年9月1日（火）より開始 

■実施期間： 2015年11月9日(月)～2016年3月31日（木） 

         ※施設によって利用除外日・営業時間などは異なります 

■参画施設：  大分県内84軒の温泉施設と温泉宿泊施設 

         （9月1日時点。9月20日まで参画施設を受付中） 

■公式サイト： https://majibu.jp/oyumaji_oita/pc/index.html                

■特徴 

・今年度22歳になる方であれば、誰でも無料(※1)で利用できる。 
・１日何回でも、参画施設の日帰り温泉入浴が楽しめる(※2) 
・スマートフォンのアプリ「マジ☆部」を ダウンロードし、 
 『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』へ会員登録する（無料） 
    だけで利用可能。 
 
※1: 施設によっては現地で入湯税の徴収が発生する場合があります 
※2:同一施設の利用は期間中３回までとなります 



 『お湯マジ！』全国利用施設一覧（2015年9月1日時点状況）※施設名は都道府県別に五十音順 

No. 都道府県 施設名 

1 

北海道 

川湯観光ホテル 

2 北湯沢温泉郷 湯元 第二名水亭 

3 休暇村 支笏湖 

4 知床グランドホテル北こぶし 

5 絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭 

6 層雲峡 朝陽亭 

7 登別 石水亭 

8 岩手県 休暇村 岩手網張温泉 

9 秋田県 休暇村 乳頭温泉郷 

10 宮城県 ラフォーレ蔵王リゾート＆スパ 

11 
福島県 

休暇村 裏磐梯 

12 羽鳥湖高原レジーナの森 

13 

栃木県 

奥鬼怒温泉ホテル 加仁湯 

14 奥塩原新湯温泉 湯荘白樺 

15 休暇村 那須 

16 休暇村 日光湯元 

17 中禅寺金谷ホテル 

18 栃木温泉 湯楽の里 

19 那珂川町温泉浴場 ゆりがねの湯 

20 秘湯にごり湯の宿 渓雲閣 

21 松川屋 那須高原ホテル 

22 ゆのホテル 湯元ヒルサイド・イン 

23 

群馬県 

あいのやまの湯 

24 吾妻峡温泉 天狗の湯 

25 あづま温泉 桔梗館 

26 休暇村 鹿沢高原 

27 草津ナウリゾートホテル 

28 昔心の宿 金みどり 

29 湯楽の里 伊勢崎店 

30 
茨城県 

ひたちなか温泉 喜楽里 別邸 

31 森林の温泉 

32 

埼玉県 

春日部温泉 湯楽の里 

33 北本温泉 湯楽の里 

34 北本天然温泉 湯花楽 北本店 

35 熊谷温泉 湯楽の里 

36 昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉 

37 所沢温泉 湯楽の里 

38 白寿の湯 

39 日帰り温泉「梅の湯」 

40 宮沢湖温泉 喜楽里 別邸 

41 

千葉県 

市原温泉 湯楽の里 

42 天然温泉 白井の湯 

43 船橋温泉 湯楽の里 

44 

東京都 

昭島温泉 湯楽の里 

45 国立温泉 湯楽の里 

46 東京健康ランド まねきの湯 

47 

神奈川県 

相模・下九沢温泉 湯楽の里 

48 湘南台温泉 らく 

49 溝口温泉 喜楽里 

50 横須賀温泉 湯楽の里 

51 

山梨県 

金山沢温泉 

52 なんぶの湯 

53 湧暇季の里 樹園 

54 六郷の里 つむぎの湯 

55 リゾートホテル ラフォーレ山中湖 

No. 都道府県 施設名 

56 

長野県 

梓湖畔の湯 

57 阿智村公営施設 湯ったりーな昼神 

58 春日温泉 国民宿舎 もちづき荘 

59 休暇村 乗鞍高原 

60 四徳温泉キャンプ場 

61 八峰の湯 

62 湯けむり屋敷 薬師の湯 

63 ラフォーレ倶楽部 ホテル中軽井沢 

64 ラフォーレ倶楽部 ホテル白馬八方 

65 新潟県 休暇村 妙高 

66 

石川県 

休暇村 能登千里浜 

67 美川温泉 安産の湯 

68 
道の駅 ころ柿の里 しか  
アクアパーク シ・オン 

69 福井県 休暇村 越前三国 

70 

静岡県 

伊東小涌園 

71 休暇村 富士 

72 休暇村 南伊豆 

73 静岡市梅ケ島新田温泉浴場 黄金の湯 

74 総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺 

75 ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 

76 
岐阜県 

武芸川温泉 ゆとりの湯 

77 中崎山荘 奥飛騨の湯 

78 愛知県 こまき 楽の湯 

79 三重県 ホテル鳥羽小涌園 

80 滋賀県 休暇村 近江八幡 

81 
京都府 

栄温泉 うし乃湯 

82 伏見 力の湯 

83 
大阪府 

くつろぎの郷 湯楽 

84 蔵前温泉 さらさのゆ 

85 

兵庫県 

休暇村 竹野海岸 

86 休暇村 南淡路 

87 こんだ薬師温泉 ぬくもりの郷 

88 
さくら咲く合格の湯 
（養父市まんどの湯） 

89 ハチ北温泉 湯治の郷 

90 

和歌山県 

休暇村 南紀勝浦 

91 二の丸温泉 

92 リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜 

93 岡山県 休暇村 蒜山高原 

94 
広島県 

かんぽの郷 庄原 

95 ひばごん郷温泉 すずらんの湯 

96 愛媛県 休暇村 瀬戸内東予 

97 

福岡県 

休暇村 志賀島 

98 豊前温泉 天狗の湯 

99 松原温泉 

100 
佐賀県 

湯泉郷 温泉館 湯招花 

101 野田の元湯 

102 熊本県 温泉邸 湯～庵 

103 

鹿児島県 

休暇村 指宿 

104 田之湯温泉 

105 道の駅たるみず 湯っ足り館 



 『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』大分県内利用施設一覧（2015年9月1日時点）※施設名は市町村ごとに五十音順 

No. 別府エリア 市町村 
1 海門寺温泉 別府市 
2 鉄輪むし湯 別府市 
3 城島高原ホテル 別府市 
4 北浜温泉 テルマス 別府市 
5 スギノイパレス（杉乃井ホテル内）棚湯 別府市 
6 竹瓦温泉 別府市 
7 田の湯温泉 別府市 
8 永石温泉 別府市 
9 西鉄リゾートイン別府 別府市 
10 浜田温泉 別府市 
11 浜脇温泉 別府市 
12 美湯の宿 両築別邸 別府市 
13 ひょうたん温泉 別府市 
14 不老泉 別府市 
15 別府 豊泉荘 別府市 
16 別府温泉 花菱ホテル 別府市 
17 別府のお宿 加賀屋 別府市 
18 ホテル なぎさ 別府市 
19 ホテル三泉閣 別府市 
20 ホテル白菊 別府市 
21 堀田温泉 別府市 
22 湯屋 夢たまて筥 別府市 
23 ゆわいの宿 竹乃井 別府市 

NO. 由布エリア 市町村 

1 由布院いよとみ 由布市 

2 ゆふいん山水館 由布市 

3 ゆふいんホテル 秀峰館 由布市 

4 ゆふいん由布茶寮 由布市 

NO. 日田・天ヶ瀬・耶馬渓エリア 市町村 

1 山荘天水 日田市 

2 浮羽別館 新紫陽 日田市 

3 かんぽの宿 日田 日田市 

4 亀山亭 日田市 

5 小京都の湯 みくまホテル 日田市 

6 瀬音・湯音の宿 浮羽 日田市 

7 天龍荘 日田市 

8 美人湯せんらく温泉 日田市 

9 ひぜんや ハイカラ温泉 日田市 

10 リバーサイドホテル 山水館 日田市 

11 旅館本陣 日田市 

12 オーベルジュ楓乃木 中津市 

13 深耶馬渓温泉館 もみじの湯 中津市 

14 とろろ乃湯 中津市 

15 なかま温泉 中津市 

16 八面山金色温泉 中津市 

No. やまなみ［九重、玖珠］・竹田エリア 市町村 

1 岡城天然温泉 月のしずく 竹田市 

2 久住高原コテージ 竹田市 

3 国民宿舎 久住高原荘 竹田市 

4 七里田温泉館 木乃葉の湯 竹田市 

5 大丸旅館 竹田市 

6 大丸旅館 外湯 ラムネ温泉館 竹田市 

7 竹田温泉 花水月 竹田市 

8 長湯温泉 かじか庵 湯処ゆの花 竹田市 

9 長湯温泉療養文化館 御前湯 竹田市 

10 宿房翡翠之庄 竹田市 

11 レゾネイトクラブくじゅう 竹田市 

12 オーベルジュ コスモス 九重町 

13 九重観光ホテル 九重町 

14 九重星生ホテル「山恵の湯」 九重町 

15 渓谷の宿 二匹の鬼 九重町 

16 せせらぎの湯 九重町 

17 長者原ヘルスセンター 九重町 

18 ホタルと絶景の宿 つれづれ 九重町 

19 民宿 碧雲荘 九重町 

20 かまどヶ岩温泉 でんろくの湯 玖珠町 

NO. その他エリア 市町村 
1 あたみ温泉 大分市 
2 おおいた温泉物語 三川の湯 大分市 
3 大分市丹生温泉施設 大分市 
4 大分スポーツ公園 希感舎 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 夷谷温泉 豊後高田市 
8 海門温泉 豊後高田市 

9 
くにさき六郷温泉  
スパランド真玉 山翠荘 

豊後高田市 

10 花いろ温泉 豊後高田市 
11 佐田老人憩の家 宇佐市 
12 津房温泉（津房老人憩の家） 宇佐市 
13 はちまんの郷 宇佐 宇佐市 
14 臼杵 湯の里 臼杵市 

15 
鷺来ヶ迫温泉 源泉 俵屋旅館  
コト 白鷺館 

臼杵市 

16 藤河内 湯ーとぴあ 佐伯市 

17 鉱泉センター 直川 かぶとむしの湯  佐伯市 
18 いこいの湯 杵築市 
19 あかねの郷・渓泉 国東市 
20 別府湾ロイヤルホテル 日出町 
21 健康管理センター 拍子水温泉 姫島村 

 
 

【本件に関するお問い合わせ先】  
 

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


