
■対象者：1994年4月2日～1995年4月1日生まれの方（今年度22歳を迎える方）

■実施期間：2016年11月7日(月)～2017年3月31日（金）

※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

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

または「お湯マジ！22」で検索（Ｗeb・スマートフォン共通）

■特徴：

・今年度22歳になる方であれば、誰でも無料(※1)で利用できます
・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（無料）、『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

3期目となる『お湯マジ！22』は、今年度22歳を迎える方を対象に、大分県内の温泉施設と宿泊施設84軒の入浴料が無料に
なる企画です。『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す。今年度も引き続き
『お湯マジ!22』をきっかけに九州エリアはもちろん、県外から大分県に訪問し、熱い思い出をつくってもらい、将来のリ
ピーターにつなげることを目指していきます。

2016年11月7日
大分県

株式会社リクルートライフスタイル

22歳は大分県の温泉施設の入浴料が毎日無料！
『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』3期目が11月7日（月）より開始

大分県内宿泊施設の宿泊券が11組22名に当たるキャンペーンも実施

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」は共同で、若年層需要創出プロジェクトとして、今年度22歳の方
を対象に、大分県の温泉施設の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』（以下『お湯マジ！
22』）を2016年11月７日（月）より実施することをお知らせいたします。

『お湯マジ！22 in おんせん県おおいた』概要

大分県内宿泊施設の無料宿泊券または関西エリアからの往復フェリー乗船券が総勢62名様に当たるキャンペーンを実施いた
します。『お湯マジ！22』アプリ内または公式サイトから応募いただけます。

キャンペーンページ：https://majibu.jp/oyumaji_oita/pc/campaign/index.html
・応募期間：2016年11月7日（月）14:00～12月9日（金）23:59
・対象者 ：1994年4月2日～1995年4月1日生まれの方（今年度22歳を迎える方）
・当選者発表：当選された方へメールにてご連絡し、当選者発表に代えさせていただきます。

・当選者数／プレゼント内容：大分県内協賛宿の宿泊券（1泊2日）：11組22名
フェリーさんふらわあ往復乗船券：20組40名様（大阪～別府港 または 神戸～大分港 往復）

※ キャンペーンの応募は、期間中、お一人様一回限りとなります。なお、宿泊券提供施設の一覧はP2をご覧ください。

2期目である2015年度は、会員登録数は初年度の1万2505人から1万8996人に増加、延べ利用者は1万9655人に達し
ました。また会員登録者のうち90%近くが大分県外の方であり、さらに『お湯マジ！22』を利用した人のうち、「今
回がはじめての大分県来訪」と回答した割合は68.6%となりました。大分県へこれまで来たことが無かった層を中心
に誘客を促進することができたことがうかがえます。
※『お湯マジ！22』会員への今期振り返りアンケート結果
（調査時期：2016年2月26日～3月16日／インターネット調査／有効回答数：521人）

2期目の実施報告

参画施設数（温泉施設・温泉宿） 98軒

会員登録者数 1万8996人

温泉施設等延べ利用者数 1万9655人

「日本一のおんせん県おおいたへご招待プレゼントキャンペーン」概要

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press



『お湯マジ！22』利用施設一覧 ※施設名は市町村ごとに五十音順

「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/

No. 別府エリア 市区町村

1 海門寺温泉 別府市

2 鉄輪むし湯 別府市

3 北浜温泉（テルマス） 別府市

4 亀陽泉 別府市

5 杉乃井ホテル 「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 ひょうたん温泉 別府市

13 不老泉 別府市

14 別府温泉 花菱ホテル 別府市

15 別府のお宿 加賀屋 別府市

16 ホテル白菊 別府市

17 ホテルなぎさ 別府市

18 堀田温泉 別府市

19 悠彩の宿望海 別府市
20 湯屋 えびす 別府市

21 湯屋 夢たまて筥 別府市

22 旅館みゆき屋 別府市

No. やまなみ・竹田エリア 市区町村

1 岡城天然温泉 月のしずく 竹田市

2 おおいた温泉 蛍の宿 芽 九重町

3 オーベルジュコスモス 九重町

4 かまどヶ岩温泉 へ屋荘園 でんろくの湯 玖珠町
5 季の郷山の湯 九重町
6 九重星生ホテル 「山恵の湯」 九重町
7 九重 悠々亭 九重町
8 渓谷の宿二匹の鬼 九重町
9 国民宿舎久住高原荘 竹田市

10 宿房翡翠之庄 竹田市

11
せせらぎ温泉（民家の湯）

家族湯（奥の院） 九重町

12 千寿温泉 竹田市長湯

13 竹田温泉 花水月 竹田市

14 大丸旅館 竹田市長湯

15 大丸旅館 外湯 ラムネ温泉館 竹田市

16 長者原ヘルスセンター 九重町

17 長湯温泉 かじか庵 湯処ゆの花 竹田市

18 長湯温泉療養文化館 御前湯 竹田市

19 豊後くたみ温泉ほていの湯 竹田市久住
20 紅葉谷の湯 九重町
21 旅館清風荘 九重町

No. 由布エリア 市区町村

1 金の湯 由布市

2 銀の湯 由布市湯平

3 砂湯 由布市湯平

4 中の湯 由布市湯平

5 橋本温泉 由布市湯平

6 名苑と名水の宿 梅園 由布市湯布院町

7 ゆふいん温泉御宿一禅 由布市湯布院町

8 由布の御宿 山もみじ 由布市湯布院町

9 旅荘 牧場の家 由布市湯布院町

No. 日田・天ヶ瀬・耶馬渓エリア 市区町村

1 浮羽別館 新紫陽 日田市
2 オーベルジュ 楓乃木 中津市

3 亀山亭 日田市

4 琴ひら温泉 ゆめ山水 日田市大山

5 山荘天水 日田市

6 深耶馬温泉館 もみじの湯 中津市

7 小京都の湯みくまホテル 日田市

8 瀬音・湯音の宿 浮羽 日田市

9 天龍荘 日田市天ヶ瀬
10 とろろ乃湯 中津市
11 なかま温泉 中津市
12 八面山 金色温泉 中津市

13 美人湯 せんらく温泉 日田市

14 フォレストテラス 豊後の湯 日田市

15 リバーサイドホテル山水館 日田市

No. その他エリア 市区町村

1 あたみ温泉 大分市

2 いこいのゆ 杵築市

3 臼杵 湯の里 臼杵市

4 夷谷温泉 豊後高田市

5 大分市 丹生温泉施設 大分市

6 大分スポーツ公園 希感舎 大分市

7 海門温泉 豊後高田市

8 国見温泉 あかねの郷 国東市

9 健康管理センター 拍子水温泉 姫島村

10 鉱泉センター直川 かぶと虫の湯 佐伯市

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 花いろ温泉 豊後高田市

15 別府湾ロイヤルホテル 日出町

16 真玉温泉 山翠荘 スパランド真玉 豊後高田市

17 湯の里 渓泉 国東市

「日本一のおんせん県おおいたに宿泊キャンペーン」協賛宿

大分県内協賛宿 市町村

ホテル白菊 別府市

名苑と名水の宿 梅園 由布市

由布のお宿 山もみじ 由布市

日田の宿 よろづや 日田市

大分県内協賛宿 市町村

大丸旅館 竹田市

宿坊 翡翠之庄 竹田市

渓谷の宿 二匹の鬼 九重町

別府湾ロイヤルホテル 日出町


