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昨年は延べ11万人以上の若者が無料温泉入浴！ 未来の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！』
今期は「宿泊促進」を強化し2016年9月からスタート！

『お湯マジ！』2期目 実施概要

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！』）の2期目を実施することをお知らせします。
なお、本日8月1日（月）より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！』会員登録者数 15万3178人

●『お湯マジ！』温泉施設等延べ利用者数 11万4656人

●全国参画施設数（日帰り専門施設・温泉宿泊施設） 184施設 （期間中最大時）

【1期目 実施概要】
■対象者： 2015年度に19歳～21歳を迎える方
■実施期間：2015年9月28日～2016年3月31日

※1「マジ☆部」アプリベースでの集計

※1

※1

【参加者アンケート結果】
・お湯マジ！を通じて初めて施設を利用した：82.4％
・お湯マジ！がきっかけで宿泊旅行を新たに計画した or 日帰りを宿泊に変更した：63.9％
・利用施設内で入浴以外に何かしら購入をした：86.4％ (飲食、売店等)
・お湯マジ！を利用した温泉施設へ「今後有料でも行きたい」：93.8％

『お湯マジ！』1期目 実施結果

1期目で温泉の魅力を体感してもらった若者をはじめ、今回新規で参加する方に向けて、2期目
は、宿泊を伴う温泉旅行をさらに促進していきます。このため、1期目よりも温泉地にある参画
施設を拡充していく予定です。
【参画予定の温泉地(例)】
草津温泉（群馬県）、塩原温泉郷（栃木県）、箱根温泉（神奈川県）、黒川温泉（熊本県）など
※対象温泉地、期間はそれぞれ異なり、予告なく変更・追加する場合があります

■対象者：1995年4月2日～1998年4月1日生まれの方

■会員登録：2016年8月1日（月）
■実施期間：2016年9月1日（木）～2017年3月31日（金）
■参画施設数：全国150以上の温泉施設と温泉宿泊施設（参画施設は順次増加予定です）
■公式サイト：https://majibu.jp/oyumaji/pc/index.html
■利用方法
・今年度19～21歳になる対象者であれば、誰でも無料で利用できる（※1）
・1日何回でも、参画施設の立ち寄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！』へ参加登録する
（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：無料の利用回数は、施設ごとに1～３回までの制限があります

昨年度実施した『お湯マジ！』1期目は、会員登録者数は15万人以上、延べ利用者数は11万人以上となりました。また参加
者アンケートより、『お湯マジ！』がきっかけで初めて温泉施設を利用した人が8割以上、今後の利用意向が9割以上と、
『お湯マジ！』が需要創出に寄与していることがわかります。



『お湯マジ！』（全国版）利用施設一覧（2016年7月22日時点状況）※施設は順次追加予定 ※都道府県別に五十音順

【本件に関するお問い合わせ先】

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

NO 都道府県 施設名
1

北海道

川湯観光ホテル

2 休暇村 支笏湖

3 絶景の湯宿 洞爺 湖畔亭

4 層雲峡 朝陽亭

5 登別 石水亭

6 岩手県 休暇村 岩手網張温泉

7
宮城県

夢実の国

8 ラフォーレ蔵王 リゾート＆スパ

9 秋田県 休暇村 乳頭温泉郷

10

福島県

休暇村 裏磐梯

11 さかい温泉 さゆり荘

12 羽鳥湖温泉 彩光の湯＆ガーデンスパ

13 原瀧

14 ホテル華の湯

15 道の駅山口温泉きらら２８９

16

栃木県

奥鬼怒温泉ホテル 加仁湯

17 奥塩原新湯温泉 湯荘白樺

18 上会津屋

19 休暇村 那須

20 休暇村 日光湯元

21 渓流野天風呂と炉端料理の宿 湯守 田中屋

22 那珂川町温泉浴場 ゆりがねの湯

23 秘湯にごり湯の宿 渓雲閣

24 美肌の湯と寛ぎの宿 光雲荘

25 ゆ処山月 五識の湯

26 旅館まじま荘

27

群馬県

あいのやまの湯

28 あづま温泉桔梗館

29 奥平温泉 遊神の湯 遊神館

30 粕川温泉元気ランド

31 休暇村 鹿沢高原

32 草津温泉ホテルヴィレッジ（テルメテルメ）

33 草津温泉 㐂びの宿 高松

34 草津スカイランドホテル

35 草津ナウリゾートホテル

36 渋川温泉 スカイテルメ渋川

37 スパリゾート ゆに～いく

38 浜平温泉しおじの湯

39 ホテル一井

40 水芭蕉 わたすげの湯

41 ユートピア赤城

42 茨城県 阿字ヶ浦温泉のぞみ

43

埼玉県

北本天然温泉 湯花楽 北本店

44 昭和レトロな温泉銭湯玉川温泉

45 白寿の湯

46 日帰り温泉「梅の湯」

47

千葉県

クアライフ御宿

48 天然温泉 白井の湯

49 天然温泉 みどりの湯 田喜野井店

50 天然温泉 みどりの湯 都賀店

51

神奈川県

港北天然温泉 スパ ガーディッシュ

52 天然温泉 湯花楽 厚木店

53 藤野やまなみ温泉

54 The Ryokan Tokyo湯河原

55

山梨県

なんぶの湯

56 湧暇季の里 樹園

57 リゾートホテル ラフォーレ山中湖

58 六郷の里 つむぎの湯

59

長野県

梓湖畔の湯

60 御嶽明神温泉 やまゆり荘

61 春日温泉 国民宿舎 もちづき荘

62 休暇村 乗鞍高原

63 八峰の湯

64 湯けむり屋敷薬師の湯

65 新潟県 休暇村 妙高

66

石川県

粟津温泉 あわづグランドホテル

67 粟津温泉 あわづグランドホテル別館

68 片山津温泉 NEW MARUYAホテル

69 片山津温泉 NEW MARUYAホテル別館

70 片山津温泉 矢田屋松濤園

71 休暇村 能登千里浜

72 美川温泉安産の湯

73 道の駅 ころ柿の里しか アクアパーク シ・オン

74 山代温泉 彩朝楽

75 山中温泉 花・彩朝楽

76 山中温泉 山中グランドホテル

77 山中温泉 よしのや依緑園

78 和倉温泉 金波荘

NO 都道府県 施設名
79

福井県
あわら温泉 青雲閣

80 休暇村 越前三国

81

静岡県

おふろcafé bijinyu

82 休暇村 南伊豆

83 休暇村 富士

84 静岡市梅ケ島新田温泉浴場 黄金の湯

85 総合リゾートホテル ラフォーレ修善寺

86

岐阜県

恵那峡温泉 恵那峡国際ホテル

87 下呂温泉 下呂彩朝楽 本館

88 下呂温泉 下呂彩朝楽 別館

89 中崎山荘 奥飛騨の湯

90

愛知県

くつろぎ天然温泉 津島 湯楽

91 小牧天然温泉 スパガーラ

92 こまき楽の湯

93 太閤天然温泉 湯吉郎

94 天然温泉露天風呂と美肌の湯宮の湯

95 水軍伝説の風 薫る宿 花乃丸

96 宮の湯

97 Canal resort（キャナル・リゾート）

98
三重県

リゾートホテル 志摩彩朝楽

99 リゾートホテル 鳥羽彩朝楽

100 滋賀県 休暇村 近江八幡

101

京都府

クアハウス岩滝

102 外湯 花ゆうみ

103 伏見 力の湯

104

大阪府

牛滝温泉 いよやかの郷

105 くつろぎの郷 湯楽

106 蔵前温泉さらさのゆ

107

兵庫県

かすみ・矢田川温泉

108 神鍋温泉ゆとろぎ

109 休暇村 竹野海岸

110 休暇村 南淡路

111 神戸サウナ&スパ

112 さくら咲く合格の湯(養父市まんどの湯)

113 北前館

114 ハチ北温泉 湯治の郷

115 南あわじリフレッシュ交流ハウスゆーぷる

116 湯あそびひろば 六甲おとめ塚温泉

117 湯村温泉 三好屋

118
奈良県

大宇陀温泉あきののゆ

119 洞川温泉センター

120

和歌山県

休暇村 紀州加太

121 休暇村 南紀勝浦

122 南紀勝浦温泉 越之湯

123 南紀白浜温泉 白浜御苑

124 南紀白浜温泉 ホテル千畳

125 二の丸温泉

126 リゾートホテル ラフォーレ南紀白浜

127
鳥取県

皆生温泉 かいけ彩朝楽

128 三朝温泉 斉木別館

129
岡山県

休暇村 蒜山高原

130 湯原温泉 輝乃湯

131

広島県

宿泊・日帰り温泉 神田山荘

132 休暇村 大久野島

133 ひばごん郷温泉 すずらんの湯

134
愛媛県

休暇村 瀬戸内東予

135 道後温泉 道後彩朝楽

136

福岡県

朝倉市健康福祉館 天然温泉 卑弥呼ロマンの湯

137 休暇村 志賀島

138 こうの湯温泉

139 豊前温泉 天狗の湯

140 松原温泉

141
佐賀県

嬉野温泉 嬉野館

142 野田の元湯

143

熊本県

温泉邸 湯～庵

144 ふもと旅館

145 旅館 こうの湯

146 旅館 わかば

147 大分県 はちまんの郷 宇佐

148

鹿児島県

休暇村 指宿

149 田乃湯温泉

150 道の駅たるみず 湯っ足り館


