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日帰り温泉施設（1）り温泉施日帰り温泉泉施設 1（1）
利用料金の一部を助成します。

　会員と登録家族

利用資格

　　「申請書」（57ページ）に必要事項を記入の上、センター事務局に申請してください。

200円共通割引券の申請方法

　各施設の受付に「200円共通割引券」を提出して、会員料金をお支払いください。（１人１回につき１枚）

利用方法

　休館日は、各施設の都合により変更になる場合があります。

利用施設

会員証
提示

割引券

200円
共通割引券

施　設　名 料　金（消費税込）
そ　の　他区　分 会員料金 一般料金

アクアーレ長岡 
長岡市新陽2-5-1 
0258-47-5656
営業時間　10:00～21:30
休館日　公式ホームページをご確認ください。

温泉利用
中学生以上 520円 850円

レンタルタオル110円
小学生以下は、マシンジム・ス
タジオの利用不可

5歳～小学生 150円 450円

プール・
温泉・マシンジム・
スタジオ利用

中学生以上 1,200円 1,700円

5歳～小学生 500円 900円

エコトピア寿
長岡市寿3-6-30 
0258-24-9322 
営業時間　10:00～20:00
休館日　 毎週月曜日（月曜日が休日に当たる

ときはその翌日）、12月31日.1月2日

高齢者（65歳以上）・障がい者・介助者 150円 350円 

浴室、温水プール、大広間、
ゲートボール場が利用可能

一般 300円 500円 

高校生 150円 350円 

中学生以下 50円 250円

麻生の湯
長岡市麻生田町南谷2063
0258-31-9300
営業時間　10:00～22:00（最終入館時間21:15）
休館日　不定休

中
学
生
以
上

タオル・バスタオル・館内着付 800円 1,100円

点検のため、年間5日程度休み
の場合あり。事前にご確認くだ
さい。

タオル・バスタオル付 560円 860円

タオル・バスタオルなし 470円 720円

小
学
生

タオル・バスタオル・館内着付 300円 550円 

タオル・バスタオル付 180円 430円 

タオル・バスタオルなし 110円 360円

ゆらいや
長岡市川崎町1497-4（リップスガーデン内）
0258-31-5526
営業時間　10:00～24:00
休館日　年中無休

大人（中学生以上）
平日 500円 750円

会員証の提示で、会員のみ平 
日限定でレンタルタオルとレン
タルバスタオルを無料で貸し 
出します。※除外日あり。
定期点検のため年間数日休み
の場合あり。事前にご確認くだ
さい。

土・日・祝日 550円 800円

小人（4歳～小学生）
平日 100円 350円

土・日・祝日 150円 400円

65歳以上
平日 400円 650円

土・日・祝日 450円 700円

よもぎひら温泉 和泉屋
長岡市蓬平町甲1508-2
0258-23-2231
利用時間　1回1時間半まで

大人 900円 1,100円
浴用タオル付（バスタオルは
有料貸出）

小人（3歳以上） 400円 600円

旬食・ゆ処・宿　喜芳
長岡市上岩井 6964
0258-42-4126
営業時間　 10:00～22:00
休館日　 年中無休（6月と 10月に館内メンテナ

ンスで臨時休館日あり）

一般料金から200円引き
※ 12月 31日～1月3日、 

8月14日～16日は 
土・日・祝日の料金

※3歳未満無料
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　会員証をフロントに提示してください。

利用方法

　休館日は、各施設の都合により変更になる場合があります。

利用施設

施　設　名 そ　の　他区　分 会員料金 一般料金

季の郷 湯ら里（ときのさと ゆらり）
福島県南会津郡只見町大字長浜字上平50
0241-84-2888
営業時間　11:00～21:00
休館日　不定休

小人は割引対象外
利用資格 : 会員証の提示で
　　　　　3名まで

大人（中学生以上） 500円 700円

深沢温泉 むら湯
福島県南会津郡只見町大字長浜字上平55
0241-84-7707
営業時間　9:00～21:00
　　　　　12月～3月 9:00～20:00
休館日　毎月第3水曜日

小人は割引対象外
利用資格 : 会員と登録家族大人（中学生以上） 500円 600円

神湯とふれあいの里
魚沼市清本583
025-799-3350
営業時間　10:00～22:00
休館日　不定休

タオルセット、室内着は別料金
利用資格 : 会員と登録家族

大人（中学生以上） 600円 700円

小人（3歳～小学生） 300円 400円

日帰り温泉施設（1）日帰り温泉施設（2）り日日帰帰りり温温泉泉施泉施泉施設設 1（（22））
　会員料金で利用できます。

ポイント不要

料　金（消費税込）

会員証
提示

施　設　名 料　金（消費税込）
そ　の　他区　分 会員料金 一般料金

あまやちの湯
長岡市山古志種苧原4526
0258-59-3620
営業時間　9:30～17:00
　　　　　�冬期間（１月～３月）は、予約日のみ

営業
休館日　毎週火曜日及び12月29日～1月3日

高校生以上 300円 500円 

小・中学生 100円 300円 

障がい者・介助者 100円 300円

養楽館
長岡市小国町小国沢2531
0258-95-3161
営業時間　10:00～21:00
　　　　　12月～3月　10:00～20:00
休館日　�毎週水曜日（祝日の場合は翌木曜日）

及び12月29日～1月�3日

65歳以上
平日 無料 200円 
土・日・祝日 200円 400円 

大人（中学生以上）
日～土・祝日 200円 400円 
平日17:00～ 無料 200円 

小人（小学生）
日～土・祝日 無料 200円 
平日17:00～ ―　 100円

寺泊　きんぱちの湯
長岡市寺泊松沢町�9353-621（寺泊水族館隣り）
0258-75-5888
営業時間　10:00～21:00（最終受付20：30）
休館日　�年中無休（館内メンテナンスで臨時休

館日あり）

一般料金から200円引き

会員証提示料金は、会員のみ
一般料金から 100円引き
タオル、バスタオルセット、館内
着は別途料金で貸出し（持込 
み可）
2歳以下無料

志
し
保
お
の里

り
荘
そう

長岡市与板町本与板2380-1
0258-72-4649
営業時間　9:00～19:00
　　　　　1月～2月　9:00～17:00
　　　　　（入館は営業終了時間の30分前まで)
休館日　�毎週月曜日（ただし、祝日は営業）

12月31日～1月2日

長岡市内

一般 200円 400円

入館料には、入浴料と休憩料
（大広間使用）を含む
（夜間料金は廃止となりまし
た。）

65歳以上 50円 250円

小学生（12歳以上）、中学生 50円 250円

小学生（12歳未満） 無料 200円

長岡市外

一般 400円 600円

小学生（12歳以上）、中学生 100円 300円

小学生（12歳未満） 50円 250円

越乃湯旅館
長岡市与板町馬越1082-1
0258-72-4385
営業時間　10:00～15:00
休館日　お電話でご確認ください。

大人（高校生以上） 300円 500円 

中学生 100円 300円 

小学生 ――　 無料

えちご川口温泉
長岡市川口中山�2515-4
0258-89-4511
営業時間　10:00～21:00
休館日　�不定休

大人
（中学生以上）

10:00～18:00 600円 800円

浴衣、バスタオル、タオルを希
望される方に別途料金で貸与

18:00以降 500円 700円

小人
（3歳以上）

10:00～18:00 350円 550円 

18:00以降 250円 450円

湯どころ　ちぢみの里
小千谷市大字薭生甲1670-1�
0258-81-1717
営業時間　10:00～21:00（最終入館時間20：00）
休館日　�毎週水曜日（ただし、祝日の場合変

更あり）、12月31日、1月1日

大人（中学生以上） 600円 900円 タオル・バスタオル・館内着は
利用料金に含まれる。
夜間料金での利用は共通割引
券の併用不可小人（小学生） 250円 500円

いい湯らてい
三条市南五百川16-1
0256-41-3011
営業時間　10:00～21:00
休館日　�毎月第3水曜日、８月は第４水曜日�

（祝日営業、翌日休館）、12月31日

中学生以上
17:00まで 600円 900円

タオルセット150円
館内着150円
設備点検等により休館する場
合あり 

17:00以降 400円 700円 

小学生
17:00まで 300円 600円 

17:00以降 100円 400円

さくらの湯
西蒲原郡弥彦村大字麓1970
0256-94-1126
営業時間　10:00～21:00
休館日　不定休

大人
（中学生以上）

タオルセット・館内着付 850円 1,150円 会員証提示料金は、会員と登
録家族合わせて5名まで一般
料金から大人100円引き（平
日の夜間は50円）、小人50円
引き（平日の夜間は割引なし）

平日17:00以降 500円 700円

小人
（3歳～小学生）

タオルセット・館内着付 400円 650円

平日17:00以降 250円 450円
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　会員証をフロントに提示してください。

利用方法

　休館日は、各施設の都合により変更になる場合があります。

利用施設

施　設　名 そ　の　他区　分 会員料金 一般料金

季の郷 湯ら里（ときのさと ゆらり）
福島県南会津郡只見町大字長浜字上平50
0241-84-2888
営業時間　11:00～21:00
休館日　不定休

小人は割引対象外
利用資格 : 会員証の提示で
　　　　　3名まで

大人（中学生以上） 500円 700円

深沢温泉 むら湯
福島県南会津郡只見町大字長浜字上平55
0241-84-7707
営業時間　9:00～21:00
　　　　　12月～3月 9:00～20:00
休館日　毎月第3水曜日

小人は割引対象外
利用資格 : 会員と登録家族大人（中学生以上） 500円 600円

神湯とふれあいの里
魚沼市清本583
025-799-3350
営業時間　10:00～22:00
休館日　不定休

タオルセット、室内着は別料金
利用資格 : 会員と登録家族

大人（中学生以上） 600円 700円

小人（3歳～小学生） 300円 400円

日帰り温泉施設（1）日帰り温泉施設（2）り日日帰帰りり温温泉泉施泉施泉施設設 1（（22））
　会員料金で利用できます。

ポイント不要

料　金（消費税込）

会員証
提示

施　設　名 料　金（消費税込） そ　の　他区　分 会員料金 一般料金

だいろの湯
新潟市西蒲区石瀬3250
0256-82-1126
営業時間　10:00～21:00
休館日　年中無休

一般料金から200円引き

平日10：00～17：00は会員
証の提示で、会員と登録家族
並びに同行者合わせて2名ま
で100円引き。
年末年始、お盆は割引除外期間。
他のサービス、特典との併用
不可。
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