
ご利用料金

営業時間
11：00～20：00  （プール営業時間／11：00～20：00）

毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌日）

３時間まで 19時〜20時延⻑（以後フリー）
⼤⼈（中学⽣以上） 520円

⼦供（3歳以上、⼩学⽣以下） 310円
＋200円

＋100円

（3歳未満は無料）

個室使⽤料

⼊館料

（各部屋共通）

310円

310円

100円

100円＋100円シルバー（65歳以上）
※お誕⽣⽇のわかる証明書をご持参ください

休館日

（プール利⽤料⾦含む）

5時間：6,800円4時間：5,230円
3時間：4,180円2時間：2,610円1時間：1,560円

●下記に該当するお客様は入館をお断りしておりますので、予めご了承ください。
＊泥酔状態の方　＊暴力団関係者
＊刺青・タトゥーをされている方（ボディペインティング、シールを含む）
＊皮膚などに疾患のある方、伝染性疾患をお持ちの方

180台
大型バスOK

高崎I.C.高崎I.C.

前橋I.C.前橋I.C.

伊勢崎I.C.伊勢崎I.C.

佐野
藤岡I.C.
佐野
藤岡I.C.

17
50

122

353

353
三夜沢町

西大室

東大室町

今井町

西久保町赤堀今井町

赤堀今井町2丁目

大間々町6丁目中

柏倉町 宮城支所前

馬場町

粕川町女渕粕川町女渕西

ぐんま
フラワー
パーク

電力中央研究所 千本桜

上武道路

小須賀自動車 ぐんま
昆虫の森

かすかわ
老人福祉センター

月田小

宮城小

至足尾

至桐生

至足利

上毛電鉄

サンデン
ホールディングス

粕
川

関
越
自
動
車
道
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自
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車
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北関東自動車道北関東自動車道
東北自動車道東北自動車道
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102
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352

333

102

101
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76

027-230-6444
〒371-0203 群馬県前橋市粕川町月田372-1

粕川温泉元気ランド

https://genkiland.jp/

小さなお子様からお年寄りまで

ご家族で健康づくり・元気づくりのご提案

粕川温泉元気ランド

親子３世代で

遊んで！食べて！ゆったり♨できるエンタメ温泉遊んで！食べて！ゆったり♨できるエンタメ温泉
ご利用料金

お車でお越しの場合
赤城大鳥居から大胡方面へ4km、約8分
国道17号線（上武道路）上武上泉交差点を北へ曲がって約3分
赤城大鳥居から大胡方面へ4km、約8分
国道17号線（上武道路）上武上泉交差点を北へ曲がって約3分

バスでお越しの場合
永井バス 荻窪公園線
「前橋公園（平日朝夕のみ） ～前橋駅～荻窪公園」前橋駅から約30分
永井バス 荻窪公園線
「前橋公園（平日朝夕のみ） ～前橋駅～荻窪公園」前橋駅から約30分

027-264-3030
〒371-0001 群馬県前橋市荻窪町530-1

あいのやまの湯
前橋荻窪温泉

３時間まで 延⻑（以後フリー）
⼤⼈（中学⽣以上） 520円
⼦供（3歳以上、⼩学⽣以下） 310円

＋150円
＋100円

（3歳未満は無料）

⼊館料（プール利⽤料⾦含む）

営業時間
11：00～20：00  （プール営業時間／11：00～20：00）

毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

ヒゲソリ：100円 ⻭ブラシ：100円タオルセットレンタル（バスタオル+フェイスタオル）：250円

個室使⽤料
各部屋共通

２時間まで
3,140円 1,570円

1時間延⻑

310円 ＋150円シルバー（65歳以上、証明書ご持参）

休館日

●下記に該当するお客様は入館をお断りしておりますので、予めご了承ください。

●オムツ・トレーニングパンツ着用の方は、ベビーバス・子供用プールをご利用くださいませ。

＊泥酔状態の方　＊暴力団関係者
＊刺青・タトゥーをされている方（ボディペインティング、シールを含む）
＊皮膚などに疾患のある方、伝染性疾患をお持ちの方

https://ainoyamanoyu.jp

HP公開中
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茂木町
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伊勢崎

堀越町西

荻窪清掃工場

ベイシア

小島田町

小坂子町

堀越町南

富田町

渋川・大胡線

前橋・赤堀線

駒形バイパス

至赤城山

至大間々

至赤堀

至佐野

至熊谷

至赤城山

芳賀中
芳賀小

至伊香保
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至安中

至高崎

至高崎

至宮城

JR両毛線

上毛電鉄
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あいのやまの湯

413台
大型バスOK



あいのやまの湯自慢の露天風呂！地下1200mから湧き出る天然温泉！赤城山の麓から前橋市街地が一望できます。
また、個室は全室源泉かけ流しのお風呂付です。ご家族やお仲間とゆっくりステキな時間をお過ごしください。

毎週水曜日に
男湯 と 女湯を
入替えております

ナトリウム・カルシウム
－塩化物温泉
（高張性弱アルカリ性高温泉）  
pH値 7.5

47.8℃

神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩
運動麻痺、関節のこわばり、うちみ
くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性
病後回復期、疲労回復、健康増進
きりきず、やけど、慢性皮膚病
虚弱児童、慢性婦人病

泉温

泉質

適応症

あいのやまの湯
バーデプールイメージ

Ｔ-1グランプリ
優勝メニュー

●背の湯　●高温サウナ　●五右衛門水風呂

自然石（巨石）を利用した
開放感抜群の露天風呂

2種類の源泉を同時に
楽しめる大浴場

天然
温泉

※東西にそれぞれ内風呂と露天風呂があり、1週間ごとに男女を入れ替えます
※シャンプー、ボディソープ、ドライヤー完備

温水
プール

バーベキ
ュー

予約受付
中！バーベキ
ュー

予約受付
中！

両施設共通のお楽しみ

こだわりの食材
をご堪能くださ
い。また、慶事
など特別な日に
特別な方とお過
ごしいただける
プランをご用意
しております。

http://tsu-ba-ki.jp/honten/

個 室

お楽しみ！

アミューズ
メント

コーナー！！

お楽しみ！

アミューズ
メント

コーナー！！

マッサー
ジで

リラック
スマッサー
ジで

リラック
ス

粕川温泉元気ランド
プールイメージ

トランポリン

ロビー園 内

トランポ

リニューアルした
高温サウナ
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