秋の日帰り温泉

半額&割引
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仙台市

秋保温泉
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1.川と一体化するよう

秋保温泉

ホテル華乃湯

半額

● ホ テル は な の ゆ

山紫水明の地に佇む
麗しの宿でゆるゆるリラックス

全国屈指の温泉天国

な
「月下美人の湯」
。源
泉かけ流しの贅沢な湯
にとっぷり浸ろう 2.山
沿いの「水芭蕉の湯」
。
雑誌の表紙やCMに起
用されるほどの優れた
ロケーション

平日

宮 城

2

M I YA G I

半 額 &割 引 温 泉

名取川に面して建つ風光明媚な宿。開放的
な川沿いと木々に囲まれた山沿いの、２つの風
流な風呂が愉しめる。毎分130ℓも自噴する自

秋保・作並、鳴子に青根、遠刈田温泉など、
数多くの温泉郷がある宮城は全国屈指の名湯揃い。
今回は老舗宿から日帰り温泉施設まで、71軒を半額または割引で楽しめます!
効能豊かな温泉にお得に浸かって、
日頃の疲れをリフレッシュしましょう。

家源泉の湯はほのかに塩味があり、温熱効果が
1.さらりと肌なじみの

2

よい湯は皮膚病に効果
大。入浴 後も長時間、
身体がポカポカとあた
たかい 2.日帰り温泉
利用客が自由に過ごせ
る
「お休み処」
。子連れ
でもゆったり過ごせる
のが魅力

ルや家族連れにもおすすめ。
ナトリウム・カルシウムー塩化物泉
効能 切り傷、
やけど、慢性皮膚病ほか
泉質

割引

【利用時間】
10：30〜15：00（最終受付14：00）
【料
金】大人900円、小人（３歳〜小学生）600円、
２歳以下無料
【支 払 い】現金のみ
【風
呂】内湯（男１・女１）
、露天（男２・女２）
※ホテル７階展望風呂は宿泊者専用。無料送迎あり
（要予約）

土日

山形

※グループ全員。入浴料900円＋ミネラルウォーター100円の合計金額を半額。小人にはミネラルウォーターなし。
10月９日
（月・祝）
、
11月３日
（金・祝）
、
11月23日
（木・祝）
は利用可能

仙台市

う め の しょう

半額

陶器風呂、樽風呂など、バラエティ豊かな風
呂が大小16種類も揃い、ワンランク上の優
雅な湯めぐりを謳歌できるとあって、家族連
れからお年寄りまで広く支持されている。日

た露天風呂は、まるで渓谷に浸かっているよう

によって入浴できない大浴場もあるので、事

な感覚に。時間や季節で移ろう磊々峡の渓谷美

前確認がおすすめ。

個性豊かな風呂と華やぐ空間で
心も身体もゆるっとリラックス

にたっぷり酔いしれよう。
ナトリウム・カルシウムー塩化物泉
（等張性弱アルカリ性高温泉）
効能 切り傷、
やけど、慢性皮膚病ほか
泉質

ナトリウムー塩化物泉
効能 切り傷、
やけど、慢性皮膚病ほか
泉質

日帰り入浴 DATA

【利用時間】
11：00〜15：00
【料
金】大人1,080円、小人（３歳〜小学生）540円、
貸切風呂１室45分3,240円〜
（利用可能日など要事前確認）
【支 払 い】現金のみ
【風
呂】満月風呂、陶器風呂、桧樽風呂、桧丸太風呂、
八角風呂、露天岩風呂など16種類※男女入替制
（日中は入
替なし）
※日帰り入浴できる風呂は日によって異なる

1 仙台市太白区秋保町湯元字薬師102
2 022ー398ー2301 4無休 5 400台
i【車】東北自動車道仙台南ICより15分
【電車・バス】仙台駅より宮城交通バス秋保温泉行で50分
9 http://www.mitoya-group.co.jp

「月宮殿」
には露天岩風呂のほか、趣の異なる10種類もの風呂が揃っている
日帰り入浴料金を半額。
平日クーポン 「S-styleクーポン」提示で、
大人1,080円→540円、小人540円→270円
※１枚につき２名まで

日帰り入浴 DATA

たせ湯などバラエティに富んだ6つの露天風

【利用時間】10：00〜21：00（サウナ10：00〜）
、土曜10：00〜15：
00※最終受付各１時間前 【料
金】
大人900円、小人（３歳〜
小学生）500円、
日曜・祝日、特定日：大人1,200円、小人（３歳〜小学
生）600円 【支 払 い】
現金のみ 【風
呂】
大浴場（男2・女
2）
、露天（男2・女2）
、サウナ（男1・女1）※仙台駅より送迎可（要予約）

呂、巨大な湯船を配した内湯、ジャグジーやサ

仙台市

1.露天に設置された「打 2
たせ湯」
。勢いのよいお
湯が肩や背中のコリを
ほぐしてくれる 2.開
放感あふれる清潔な大
浴場。洗い場も広く、湯
量もたっぷりなのがう
れしい

1 仙台市太白区秋保町湯元字除26ー1
2 022ー397ー1111 4無休 5 300台
i【車】東北自動車道仙台南ICより15分
【バス】仙台駅より宮城交通バス秋保温泉行きで50分、
磊々峡バス停下車すぐ
9 http://www.zuiho.jp/
日帰り入浴料金を半額。
平日クーポン 「S-styleクーポン」提示で、

大人1,260円→630円、小人
（３歳〜小学生）
630円→315円
※１枚につき５名まで。入湯税別途

秋保温泉

篝火の湯

緑水亭

ウナと充実しており、老若男女に幅広く支持さ

平日

半額

●りょくす い て い

れている。一日のんびり過ごしたい人には、入
浴と昼御膳がセットになった
「日帰りコース」

揺らめく篝火に照らされて
幻想的な湯浴みのひととき

（2,800円・3,800円・5,500円）
がおすすめ。

手入れの行き届いた日本庭園を満喫でき

ナトリウム・カルシウムー塩化物泉
効能 慢性皮膚病、
虚弱児童、慢性消化器病ほか
泉質

る露天岩風呂は、鮮やかな紅葉が映える日中

日帰り入浴 DATA

もさることながら、篝火に照らされる夕暮れ時

【利用時間】
10:00〜15：00（最終受付14：00）
※清掃などで一部利用不可の場合あり
【料
金】大人1,260円、小人（3歳〜小学生）630円
※入湯税別途70円
【支 払 い】現金、
カード
【風
呂】大浴場（北側・南側各1）
、露天（北側2・南側4）
※男女日替制
※仙台駅から無料送迎あり
（定員制・要予約）

が自慢。ロマンティックな雰囲気の中、
時を忘
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秋保温泉の坂の上︑
〝特
等席〟に建つ宿︒効能豊
かな湯は肌 がすべすべ
になると評判

一歩足を踏み入れた途端、日常を忘れさせ
てくれる豪華絢爛な設え。風呂は立ち湯、打

夜には篝火が灯る露天風呂。東屋や庭園など、温泉情緒あふれるしっとりした雰囲気
日帰り入浴料金を半額。
平日クーポン 「S-styleクーポン」提示で、

大人1,200円→600円、小人
（４歳〜小学生）
600円→300円
※１枚につき５名まで。祝日は除く
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岩手

岩手

● ホ テル ず い ほ う

S-style_1710_1toku_p03_p14_0915.indd 4

げっきゅう で ん

場は、
いずれも洗練された和空間。露天風呂、
平日

でも磊々峡の奇石・怪石を思わせる岩々を配し

「S-styleクーポン」提示で、
日帰り入浴料金を割引。
大人1,200円→1,000円、小人
（３歳〜小学生）
600円→500円
※１枚につき５名まで

● ホ テル ニュー み とや

温泉通を魅了してやまない
上質極まる多彩な湯船が魅力

秋保温泉

ホテル瑞鳳

土日クーポン

半額

福島

福島

1

れぞれに内湯と露天風呂が配置されている。中

「S-styleクーポン」提示で、
日帰り入浴料金を割引。
大人900円→700円、小人
（３歳〜小学生）
500円→400円
※１枚につき５名まで

ホテルニュー水戸屋

「水心鏡」
「月宮殿」
「梅の粧」の３つの大浴

ンドホテル』
。館内には4つの大浴場があり、そ

平日クーポン

平日

す い し ん きょう

名勝・磊々峡を眼下に、せせらぎと小鳥のさ

1 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原12ー２
2 022ー397ー3131 4無休 5150台
i【車】東北自動車道仙台南ICより15分
【バス】仙台駅より宮城交通バス秋保温泉行きで50分、
のぞき橋下車すぐ
9 http://www.akiugrand.com

秋保温泉

日帰り入浴料金を半額。大人1,000円→500円、小人
（３歳〜小学生）
600円→300円
平日クーポン 「S-styleクーポン」提示で、

磊々峡の豊かな四季を愛でる
絶景露天風呂でリフレッシュ
えずりに包まれながら湯にひたれる
『秋保グラ

仙台市

山形

割引

1 仙台市太白区秋保町湯元字除33ー１
2 022ー397ー3141 4無休 5 200台
i【車】東北自動車道仙台南ICより10分
【電車・バス】仙台駅よりタケヤ交通西部ライナーかわさきまち行きで
35分、瑞宝前バス停より徒歩３分
9 http://www.hananoyu.com

宮城

宮城

平日

● あ きうグ ランド ホ テル

憩用の小部屋を無料で利用できるので、カップ

日帰り入浴 DATA

秋保温泉

秋保グランドホテル

ほぐしてくれる。川沿いの貸切露天風呂では休

風格ある佇まい︒ランチ
がセットになった﹁日帰
り プラン ﹂
︵ ３ ８５ ０ 円
〜︑要予約︶も人気

仙台市

高いことで有名。浸かるほどにじんわり疲れを

れて湯と向き合えるとあって、多くのファンに
愛されている。鉄分豊富で緑色の濁りを帯び
た湯は秋保でも珍しい泉質で、日によって色
や香りに微妙な変化があるのが特徴だ。

ナトリウム・塩化物硫酸塩泉
効能 神経痛、
慢性皮膚病、関節痛ほか
泉質

日帰り入浴 DATA

【利用時間】
11：00〜18：00（土・日曜、祝日〜15：00）
【料
金】大人1,200円、小人（４歳〜小学生）600円
【支 払 い】現金、
カード
【風
呂】大浴場（男１・女１）
、露天（男１・女１）
※仙台駅より無料シャトルバスあり

1 仙台市太白区秋保町湯元上原27ー２
2 022ー397ー3333 4 不定休 5 300台
i【車】仙台駅より25分
【バス】仙台駅より宮城交通バス秋保温泉行きで50分、秋
保・里センターバス停より徒歩15分。または仙台駅前バス停
より秋保・川崎仙台西武ライナーで30分、緑水亭前よりすぐ
9 http://www.ryokusuitei.co.jp
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