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大阪ABCテレビでもサウナを舞台としたドラマ8月25日（日）スタート
眞島秀和さん主演、『サウナーマン～汗か涙かわからない』

10年間泣くことや笑うことを忘れた黒
柳ヨシトモ（眞島秀和）が、サウナにやっ
てくるさまざまな客たちとの熱い人間模
様を通じて、次第に心を取り戻していく
様子を描いた人情ドラマ。男たちの汗が
滴り落ちるサウナを舞台にした心温まる

全10話30エピソードである。
番組は、ドラマの公式TwitterとInstagram

で、エキストラの募集キャンペーンを7月末
まで実施中。ちなみにドラマの特性上、
募集は男性のみとのこと。

TSUTAYAプレミアムではABCテレビ

放送後の8月下
旬から、動画配
信サービス「TSUTAYA TV」での放送を
決定。それを記念して、東京のSHIBUYA 
TSUTAYAでは「特製サウナブース展」を
7月31日まで特別展示している。

タナカカツキサウナ大使のベストセラー『サ道』を原作と
したドラマ「サ道」。6月28日には番組予告動画も解禁され、
ドラマの全貌が明らかになりつつある。

原田泰造さん演じ
るナカタアツロウは、伝
説のサウナー・蒸しZ

（配役・宅麻伸さん）の
後を追って全国のサ
ウナを旅する。

レギュラー出演は、ホームサウナ「サウナ北欧」のサウ
ナ仲間で、「偶然、偶然!」が口ぐせの中年サラリーマンサ
ウナーの偶然さんを三宅弘城さんが、コンサル会社を経
営する若手サウナーで、通称イケメン蒸し男を磯村勇斗さ
んが演じる。

サウナで出会ったこの３人が、サウナのことだけ
をただただ語りつくすというのが「サ道」の持ち味。
この異色のドラマに色を添える面々は、ホームサ
ウナ「サウナ北欧」新人スタッフ兼熱波師・赤井
君役に荒井敦史さん、週末はサウナに通うサウナ
ガール、ミズキ役に小宮有紗さん、偶然さんが務

ドラマ『サ道』（テレビ東京）  7月19日（金）深夜0時52分放送スタート

める会社の取引先のサウナ嫌い社長役に山下真司さん、
窓際会社員の悲哀のサウナー・村田直行役に荒川良 さ々
んが決定した。

Conrneliusによる番組主題歌「サウナ好きすぎ」は、サ
ウナの恍惚感を楽曲で表現するために書き下ろしたオリジ
ナル楽曲。作詞はタナカ大使、作曲はConrneliusの小山
田圭吾氏。清涼感溢れるトラック上に澄み渡る美声は究
極のサウナセッティングミュージックだ。

エンディングテーマはTempalayの「そなちね」に決定。
サウナでしたたる汗が「そなちね」によって情緒的で美し
いものに昇華されるエンディング。ととのい度100％に間違
いなしだ。

主役の原田泰造さんは、「撮影前日にはロケ場所のサウ
ナに一人で前乗りし、必ず“ととのって”から撮影に臨んで

SHIBUYA TSUTAYAに設置
されているサウナブース

います」と、公私ともにロケを満喫している。自他ともに認
めるサウナ好きのキャスト、スタッフたちが集結した本番組。
今、まさに絶好調で実写化進行中だ。

テレビ東京系列で放送されるほか、放送地域以外では
「ひかりTV」、「TVer」で視聴できる。

ジュンク堂でサウナフェア開催！
『サ道』のドラマ化を記念し、各地でさまざまなイベント

が企画されている。
Spa LaQuaでは7月18日、「～サ道ドラマ化記念スペシャ

ル～」と題する「サウナイトVol.007」を開催。原田泰造さ
ん、三宅弘城さん、磯村勇斗さんが出演するとあって、
8500円のチケットは即座に完売となった。書籍のジュ
ンク堂池袋本店では、「サウナフェア」を8月いっぱいの
予定で開催。２階実用書売り場にはドラマのパネルが飾
られ、サウナ関連書籍に加えてタナカ大使とほりゆり
こさんが選んだ「心がととのう本 十選」も展示販売され
ている。

また、「サ道」の音楽を担当した、とくさしけんご氏によ
るサウナ音楽第2弾アルバム

『MUSIC FOR SAUNA 
QUIET NIGHT』が7月7日
発売された。前作『MUSIC 
FOR SAUNA』の続編で、
前作よりもさらにゆったりとし、
ととのった後の耳にご馳走。
デリケートな脳にやさしくフィッ
トする。

お問い合わせは03‐5273‐2821メタルカンパニー。

『MUSIC FOR SAUNA QUIET 
NIGHT』（2160円）
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夏至の6月22日、今年も長
野県小海町松原湖の畔に
あるフィンランドヴィレッジで、
協会が後援する「フィンランドの夏祭りinこうみ」
が開催され、約300名が参加した。

薪ストーブなど5種類のサウナ体験ができるとあっ
て、サウナを目的に参加される方が年々増えてい
る中、当日の朝7時35分からNHKの「おはよう日
本」でこの祭りが紹介され、テントサウナがクロー
ズアップされたので、大人気でした。一番行列が
できていたのは、やはり日本ではここしかないスモー
クサウナでした。
参加者はサウ
ナ後12℃の冷
水浴に平気で
入り、初夏のサ
ウナ浴を満喫し
ました。

日本サウナ・スパ協会（中野憲一会長）は5月23日午後2
時から、令和元年度の全国総会を鹿児島サンロイヤルホ
テル「開聞の間」で開催。日本各地から120名の会員が
参加した。

総会開催に先がけ、九州沖縄協会を代
表して枝元倫介会長が、遠路参集した会
員各位に歓迎と感謝の意を述べた。その後、
中野会長が開会の挨拶と協会活動の報告、

タナカ大使の『サ道』のテレビドラマ化の紹介を行った。そして
九州沖縄協会による総会開催の尽力への謝意を述べた。

総会は、鹿児島市の天文館でニューニシノサウナ＆天
然温泉を経営する㈱ニュー西野ビル代
表取締役社長 西野友季子氏が司会進
行を務めた。

総会後は温浴関連商品展示各社の
プレゼンテーション、商品見学、九州旅客鉄道㈱代表取締
役社長の青柳俊彦氏による注目の記念
講演「九州から日本を元気に！」と続いた。

内容は、1987年に国鉄から事業を引き
継いで赤字経営から出発し、苦心を重ね、
九州旅客鉄道が旅行業のみならず、小売業、不動産業、
農業など幅広く事業展開した結果、成功を収め、外国にま

定款の規定により、中野憲一会長を議長に、総会成立
報告の後、議事にうつり各担当の執行理事より報告がさ
れた。
公益目的事業1
啓発普及事業として、調査研究事業（電気及び薪式サウ

ナストーブでセラミック製サウナストーンの耐熱、耐水性能実
験の実施。機関紙の定期発刊、公式ホームページ並びに
Facebookでの正しい知識の普及など。
「サウナの日」のイベントの実施。サウナの日記念タオル

の制作配布。後援事業としてサウナ・スパ関連展示会の
周知。フィンランドヴィレッジ（長野県小海町）での「フィンラ
ンドの夏祭りin こうみ」並びにフィンランド大使館（Visit 
Finland）主催「国交樹立 100 周年記念サウナアンバサ
ダー100 名任命サウナ体験会のへの協力。社会貢献事
業として、全国献血推進キャンペーンを実施。年間を通じ
加盟店フロントでの募金活動を実施、西日本豪雨災害並
びに北海道地震災害に対し寄付。
公益目的事業2
基準策定研修事業として、基準策定事業（衛生管理

基準、サウナ設備設置基準）の周知など。サウナ営業施
設の衛生水準の向上を目的とした㈱日本政策金融公庫
融資制度「サウナ営業設備資金貸付」の周知。 

養成研修・資格登録事業として、厚生労働省後援（管
理士並びに健康士、健康アドバイザー（養成研修講座の
実施。

研修事業として、スウェーデンで開催の第17 回国際サウ
ナ会議並びに韓国・済州島での第13回東アジアスパ会議へ
の日本代表団の派遣。 第27回全国オーナー・幹部研修会
開催、地域における勉強会の奨励及び支援を実施。社員
研修用全国共通入浴券の配布など。

つづいて、第1号議案2018年度決算報告では、収支の
概要が会計担当織茂明彦副会長から説明がされた。

決算報告
前期末正味財産 68,509,939円
当期正味財産増加額 1,843,984円
当期末正味財産 70,353,923円

その後、監事で税理士の山野克己氏、韮澤亮司氏によ
る監査報告書が読み上げられ満場一致で承認可決された。

全国総会　議事抜粋

で進出するようになった経緯を、エピソードを交
えて振り返ったもの。明日への勇気が湧いてく
る内容で、講演後は拍手が鳴りやまなかった。

懇親会は、西郷どんの着ぐるみに迎えられて参加者は
会場に入場。㈱ニュー西野ビル専務取
締役の西野誠晃氏が司会進行をし、駆
けつけてくださった鹿児島市長 森博幸
氏の歓迎の挨拶と、平井要子副会長に

よる乾杯の発声で始まった。
迫力ある奄美の三味線、地元でも入手困難な希少焼酎、

地元の産物をふんだんに使った丁寧なフランス料理と、鹿
児島の魅力を全部詰め込んだような気配りある懇親会は大

いに賑わい、参加者は盃
を重ねて親交を深めた。

宴もたけなわの頃、

記念講演は九州旅客鉄道㈱代表取締役社長 青柳俊彦氏
懇親会には鹿児島市長森博幸氏も来場し参加者を歓迎！

手前から左に、
中野憲一 会長
森博幸 鹿児島市長
平井要子 副会長
米田篤史 常務理事
松村譲裕 常務理事
米田行孝 専務理事
青柳俊彦 九州旅客鉄道社長
織茂明彦 副会長

令和元年度 全国総会
鹿児島サンロイヤルホテルで開催

来年の30周年記念総
会を担当する東京都
協会の面々が登壇し、
岸野肇会長から「来
年5月28日、東京でお
会いしましょう！」と挨拶。
会場はいっそう盛り上
がり、織茂明彦副会長
の締めの挨拶でお開き
となった。

参加者のほとんどが2次会にまで参加し、鹿児島の夜
を楽しんだことでも、この日の盛会ぶりがうかがえる。

翌24日は、溝辺カントリークラブでの恒例のゴルフコンペ
と知覧特攻平和会館などの観光に分かれ、それぞれの

鹿児島を満喫。九州
沖縄協会のきめ細かく
温かいもてなしに、参
加者は充実した2日間
を満喫した。

日赤募金箱
5月11日から7月10日までに各店舗に設置した募
金箱への募金金額は下記の通りです。今後ともご
協力のほど、よろしくお願いいたします。
■寄付金入金状況（7月10日現在）

（株）A&E ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥１４,１６７
（株）ニュージャパン ‥‥‥‥‥‥‥ ￥１４,６５３
（株）ホテルマリックス ‥‥‥‥‥‥‥ ￥８,３５９
（株）グランドサウナ ‥‥‥‥‥‥‥ ￥１６,９００
共栄観光（株） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ￥２９,５１３

パークプラザ那須高原　予約制3タイプの屋外サウナを夏期限定オープン
パークプラザ大宮・宇都宮を運営する埼玉レジャー産

業㈱（代表取締役社長 阿戸健次氏）は、昨夏、栃木県
那須高原にパークプラザ那須高原をリニューアルオープン。

日光天然氷（蔵元松月）を使った
人気のかき氷「トミーガーデン」、本
場モンゴル風ジンギスカンが目玉のレ
ジャーレストラン「ウランバートル」、モ

ンゴルの本物のゲルホテルなど、個性ある施設に加え、今
夏はさらに足湯と3タイプの屋外サウナを設置する。

3タイプとは、フィンランド式テントサウナ、アウトドアサウナ、
モンゴル式ゲルサウナの3タイプで、テントサウナは予約制
で貸し切り。ゲルサウナは午前10時から午後10時まで入

浴ができる。日本では
ほとんど見ることが出
来ないゲルサウナ。夏
期のみのオープンなの
で、見逃せない。

那須高原ICから３㎞の那須街道沿い。対面にはチー
ズガーデンがある那須リゾートのど真ん中。本施設の２Fは、
長期滞在型宿泊施設の「那須高原リゾート山荘」なので、
滞在してサウナ三昧も可能だ。

パークプラザ那須高原
栃木県那須郡那須町高久甲2888‐33
予約・問合せ：0287‐74‐5790

長野県小海町フィンランドヴィレッジ

フィンランドの夏祭り
inこうみ 2019
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総会後、恒例の展示会が開催された。各社担当
者からの商品プレゼンテーションがあり、参加
者は展示商品の概要を理解したうえでブースを
巡った。展示会は参加者同士の顔合わせの場で
もあり、名刺交換しつつ和気あいあいとした雰
囲気の中で情報交換と商談が行われた。

キリンビール㈱

発売30年の一番搾り
リニューアルでいっそう進化

本日は発売30周年でリ
ニューアルしました「一番搾
り」をお持ちしました。2017
年にリニューアルし、ビール
では珍しく昨年比109％と好
評をいただいている弊社の基幹
商品ですが、さらに甘い香りや後
味を少なくし、麦の旨みを最大限
感じられる飲み飽きない味へと進
化しました。
担当者：興五澤良匡　連絡先：06-7730-9183

アサヒ飲料㈱

ご存知三ツ矢サイダーが
氷点下自販機で新食感飲料に！

本日は135年目の商品、
三ツ矢サイダーで驚きの
味を感じていただきます。
マイナス5度まで冷やす
自動販売機から三ツ矢サ
イダーが出てくると、見た目は液体
ですが、お飲みいただく時にはシャー
ベット状でシャリシャリと美味しい新
食感なります。温浴施設に最高の
ドリンクです。
担当者：岩崎栄一郎　連絡先：092-414-3311

リポス㈱

お客様を呼ぶ、
元祖・吸水速乾マット リポスマット

弊社の名前がついて
おります「リポスマット」。
元祖・吸水速乾のサウナ
ルーム用マットは、ベタベ
タせずに肌触りが良く、
お客様を呼ぶマットと言われてい
る商品です。また、スパウェアも
一部展示しております。館内着
の相談事などがありましたら、お
気軽にお声がけください。
担当者：大賀達夫 　連絡先：06-6329-5181

㈱メトス

フィンランドから初上陸！サウナ上
がりに「ユミュアイスクリーム」 

サウナと言えばフィンラ
ンドですが、実は世界4
位のアイスクリーム消費
国。フィンエアの機内で
も採用され、フィンランド
で知らない人はいないオーガ
ニックアイスクリーム「ユミュ」。
サウナ上がりのアイスクリームと
して、ライフスタイルの提案をさ
せていただきます。
担当者：青葉紀輝 　連絡先：03-3542-0573

㈱ミツウロコヴェッセル

ミツウロコでんきによる
大幅な電気代削減のご提案

弊社はエネルギー全般を
扱っている会社です。毎週日
曜日夕方「ちびまる子ちゃん」
のスポンサーとしてCMでも放
送しておりますが、皆様の暮ら
しに寄り添う企業
でございます。こ
の度は、電力自由
化に伴う大幅な電気代削減のご提案です。ミツウロ
コでんきのご説明・お見積りにお伺いいたします。
担当者：石井万正　連絡先：03-3275-6316

商 展 会品 示
温浴関連

2019年9/9日（月）～11日（水）
東京ビックサイト 西1・2ホール、アトリウム 

ダイエット&ビューティーフェア2019
スパ＆ウェルネスジャパン

土肥英雄さん　90歳を前に勇退
業界の発展にご尽力いただき、ありがとうございました

令和元年6月11日（火）有馬グランドホテルで関西サウナ＆
スパ協会（米田篤史会長）の定例総会を行いました。

その後親睦会で、永年事務局長として尽力された土肥
英雄氏の勇退式を行いました。数年前から引退を申し出で
おられましたが、その都度無理にお願いをして今日まで努め
て頂きました。来年で90歳。勉強会や情報交換を密に行い、
結束を強固にして関西協会を引っ張って来てくださった30
年間の歴史はそのまま、関西
のサウナ業界の発展の歴史で
もあります。

毎日欠かさずサウナに入っ
ており、氏曰く、「日本で一番サウナに多く入った男」。確かに
年齢を感じさせない肌艶、大きくて張りのある声、シャンと伸び
た背筋、サウナに60年間毎日入った人間はこんなに健康でイ
キイキとした人生を送れるのかと感じずにはいられません。

米田会長の発案により、そんな土肥氏に相応しい勇退式
をという事で、奥様から花束をお渡しして頂くことを提案。ご
子息にも協力いただき、遠慮なさる奥様を口説き、サプライズ
は大成功。奥様登場の瞬間、土肥氏は唖然とした表情でし
たが、ご夫婦が互いに感謝の気持ちを述べられる様子は、
サウナ以上に暖かい夫婦の情愛が溢れ、参加者まで胸が
熱くなり会場は幸福感に包まれました。

永年にわたり関西のサウナ業界を支えて頂きましたこと、改
めて厚くお礼申しあげます。これからは御夫婦のお時間を大
切にお過ごし頂きますことを事を心より願っております。

地 区 協 会 報 告

神奈川県協会（織
茂明彦会長）は、7月2
日、天然温泉満天の湯

（横浜市）で第22回勉
強会を開催しました。

同店の久下沼伊織
氏の進行で進められた勉強会の内容は、10月消費税アッ
プ予定を見据えた軽減税率への対応やPayPay等キャッ
シュレスへの検討、また認知症のお客様への対応、最近
のヒットメニューなど多岐にわたり、順次各店から報告をい
ただきそのつど質問が飛び交った。露天でテントサウナの
イベントを続けている太古の湯グリーンサウナからは「最
近テントサウナを目的に来店する若いお客様が増えている
ようだ」との報告。終了後は体験入浴、保土ヶ谷野菜を使
用した料理で懇親会を楽しみ終了しました。

神 奈 川 県 協 会 勉強会

全国総会

関 西 協 会 総会
東京都協会（岸野肇会長）は6月27日午後5時から新橋

亭（港区）で2019年度の総会を開催しました。
審議の結果すべての議案は満場一致で承認され、役

員改選では伊藤達也副会長、吉田和雄常務理事、阿部
正晴監事が退任、新たに松本賢司氏（㈱楽天地オアシ
ス）、吉田秀雄氏（㈱秀斗）が常務理事に、小野塚圭祐氏

（㈱大喜）が監事にそれぞれ就任し、他の役員は留任とな
りました。

総会終了後懇親会が開催され、和やかな雰囲気のう
ちに終了しました。

東 京 都 協 会 総会
九州沖縄協会（枝元倫介会長）は、5月23日総会開催日

の午前中、鹿児島サンロイヤルホテルで、正会員10社、賛
助会員16社の協力によ
り第6回定時総会を開催
しました。まず枝元会長
から、鹿児島で総会を
開催するまでの半年間
を振り返り、「多くのご参加を得てこの日を迎えることができ
ました。みなさま、本当に有難う御座いました！今日と明日、
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全国総会開催日の午前中、愛知県協会（森信仁会長）は
鹿児島サンロイヤルホテ
ル2階の「七彩」で、森会
長を議長として令和元
年度通常総会を開催し
ました。新たに湯～とぴ
あ宝の竹内正和氏を理事に選任する役員案ほか全ての
議題は拍手で承認されました。総会閉会後に出席者全員
で会食し親睦を深めたのち全国総会会場へと向かいました。

愛 知 県 協 会 総会

岡山県協会（松田進
龍会長）は7月11日の17時
から、「茶屋肴菜幸町侑
じ」で第32回通常総会を
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から、日ごろの協会活動と総会開催に対する謝意と挨拶が
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各議案は事務局より説明があり拍手で承認。役員選任
は、副会長にサウナ&カプセルイン岡山店長 穴井雅昭氏
が、理事に東洋ポリシュ㈱取締役専務 河合康也氏が満
場一致で再選選任されました。

岡 山 県 協 会 総会
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2019年 盛夏

平成二十六年 吉日

（順不同）

公益社団法人日本サウナ･スパ協会

会　長　中 野 憲 一

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30
アルス市ヶ谷 907

TEL 03-5275-1541（代）　FAX 03-5275-1543

代表取締役社長　金 　憲碩

〒220-0011 横浜市西区高島 2-19-12 スカイビル 14F
TEL 045-461-0223

キリンビール㈱

代表取締役社長　布 施 孝 之

〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2
中野セントラルパーク
TEL 03-6734-9738（代）

（公社）日本サウナ・スパ協会諮問委員
岡山県協会

会　長　松 田 進 龍

〒700-0904 岡山市北区柳町 1-13-21
TEL 086-233-7351　FAX 086-233-7352

代表取締役

米 田 行 孝

〒460-0008 名古屋市中区栄 3 丁目 27 番 33 号
TEL 052-261-1401　FAX 052-241-3333

横須賀建物株式会社
サウナトーホー

代表取締役　織 茂 明 彦

〒238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通 1-2
TEL 046-826-1848　FAX 046-826-1849

代表取締役　平 井 要 子
株式会社東新アクア

両国湯屋江戸遊
市原天然温泉江戸遊

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 1-5-12 東新ビル 6F
TEL 03-3621-2617　FAX 03-3621-2618

www.edoyu.com

「与える喜びが自身の幸せ」と
思える社会

代表取締役　鬼 塚  健
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 4-2-26

天神第一ビル 6F
TEL 06-6101-8511

株式会社リフレッシュセンター

アサヒビール株式会社

塩 澤 賢 一
代表取締役社長

株式会社 白興

代表取締役　堀 井 正 隆

本 社　東京都荒川区荒川 3-33-1 TEL 03-3807-0306
リネン営業本部 TEL 03-3891-5137

FAX 03-3891-5139

 

国際企業株式会社

株式会社 朝日印刷 
福岡支店

支店長　内 門 康 弘

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目25番25号
TEL 092-482-4351

代表取締役　関 口 晴 雄
〒212-0057 川崎市幸区北加瀬3-21-10

TEL 044-588-048　FAX 044-599-2648
事務所  川崎・横須賀・町田

http://www.r-laundry.com

代表取締役会長　中 野 憲 一
代表取締役社長　中 野 克 啓

〒542-0071 大阪市中央区道頓堀 2 丁目 3-28
TEL 06-6211-0832（代）

三蔵商事株式会社

〒252-0004 神奈川県座間市東原 3 丁目 15-7
TEL 046-252-0588
FAX 046-251-7360

“水”をテーマにリラクセーション空間を創造する

株式会社　アクアエンタープライズ
〒105-0004　東京都港区新橋 5-10-7 山下ビル

TEL03-3433-4177 　FAX03-3433-4188
URL http://www.aquaenterprise.co.jp

九州沖縄サウナ・スパ協会

〒182-0038 福岡市博多区祇園町 8-13
プリンスビル３F ㈱ウェルビー内

TEL 092-271-3354
shiga@wellbe.co.jp

会　　長　枝 元 倫 介
事務局長　志 賀 正 浩

代表取締役

大 賀 康 司
本　　社　TEL （06）6329-5181（代）　FAX （06）6329-5185
東京本部　TEL （03）3568-6801（代）　FAX （03）3568-6805
HP:http//www.repos-a.co.jp  E-mail: info@repos-osk.com

 

ecoタオル製品
乾燥時間約23％短縮

環境に優しい

株式会社ジェム
神戸サウナ＆スパ

代表取締役社長　米 田 篤 史

〒650-0022 神戸市中央区元町通 2-3-2 ジェムビル 6F
TEL 078-392-1234

石垣商事株式会社
ニューサウナ シャン

代表取締役　石 垣 繁 一

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町 1-14-3
TEL 06-6309-7558（代）

愛知県サウナ・スパ協会

会　　長　森　信仁
事務局長　佐藤一重

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-27-33
ローターリーマンション栄 2F ㈱ウェルビー内

TEL 052-261-5003

代表取締役社長　遠 藤 宏 治

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110
TEL 0575-28-3131

代表取締役　重 　 隆 文

株式会社 メビウス

オアシスサウナ アスティル
〒105-0004 東京都港区新橋 3-12-3

TEL 03-5401-0356
http://www.oasissauna.jp/

株式会社 旅館ランドリー

代表取締役　岡 村 篤 秀

埼玉県サウナ・スパ協会
会　長　阿戸健次
副会長　木所勝邦
理　事　岡村篤秀
理　事　山崎寿樹

草加健康センター

おふろcaffe utatane

サウナ＆ホテル
パークプラザ大宮

湯遊ランドホテル三光

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 1-119-1
パークプラザ大宮ビル 6F

TEL 048-642-3715　FAX 048-641-7491

サウナ＆カプセル 大東洋
サウナ＆カプセル アムザ

〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-9
TEL 06-6312-7521

代表取締役　洪 里 卓 志
相　談　役　洪 里 勝 信

実用新案第3199408号

代表取締役会長

鈴 木 皓 雄
　

心のこもったおもてなしをご提供します。

株式会社 エーワン・ホールディングス
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-7-1
新宿171ビル5階
TEL 03-6457-8611　FAX 03-5361-7062
e-mail : suzuki-t@a1-hd.com
http://al-hd.com

代表取締役社長　松 村 讓 裕

カプセル＆サウナ ロスコ
ユーランドホテル八橋

吉永　昌一郎

　空気と水のエンジニア
不二熱学工業株式会社

東京支社　〒143-0023 東京都大田区山王 2-5-9
TEL 03-6429-3600

本支店営業所　大阪・浜松・名古屋・奈良・神戸・福岡

代表取締役社長　近 藤 康 之

シック・ジャパン株式会社

代表取締役　村 野 　 一
〒141-8671 東京都品川区上大崎2-24-9  

アイケイビル
TEL 03-5487-6801

新電力
「ミツウロコでんき」のご紹介

エネルギー企業（株）ミツウ
ロコヴェッセルは全国各地に
自社発電所を7ヵ所保有し、
安定した供給能力を確保。
新電力業界トップクラスの安
さで、既に低圧約10万件の

切り替え実績を有しています。温浴施設において、経費の大
きなウェイトを占める電気料金。現状からどのくらい下がるか、
この機会に検討なさってみてはいかがでしょう。
★低圧の契約期間やセット販売等の縛り・解約金無し。
★旧一般電力会社への解約の連絡必要なし。
★ 電気の供給、保安、検針は旧電力会社が今まで通り。請求元

がミツウロコヴェッセルになるだけで品質には変化はありません！
担当者がうかがい直接説明いたします。
㈱ミツウロコヴェッセル　担当：石井万正
☎︎03-3275-6316
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「サウナ・スパ健康アドバイザー」受講者は６月末時点で2900名を超えました。サウナ愛好家のサウナへの
興味はとどまることがなく、更なる知識を求める声が多くあることから、協会はこれまでの管理士テキストを見直
し協会公式資格「サウナ・スパ プロフェッショナル（管理士）」として養成研修をスタートします。 
「サウナ・スパ プロフェッショナル」は、施設の適切な管理を目的とし、専門的な知識を習得するための資格で、

「サウナ・スパ健康アドバイザー」の上位資格にあたります。
専門的知識を有するお客様が増える中、施設・テナントスタッフにはぜひ習得していただきたい資格です。

受講・受験方法 通信教育 会員へ案内送付、協会HP申込フォームからも可能

受験資格 サウナ・スパ健康アドバイザー資格者

受験料 15,000円　受験料・登録料・テキスト（付属：スモークサウナＤＶ
Ｄ）・各種送料など、受講にかかるすべての料金、合格の場合の
資格証（Diploma）、資格証カード、ピンバッチを含む

厚生労働省後援  日本サウナ・スパ協会公式資格

「サウナ・スパ プロフェッショナル」募集！『サウナ・スパ健康アドバイザー』の上位資格

「管理士のための
サウナ・スパ専門知識」

両国湯屋「江戸遊」
（㈱東新アクア 代表
取締役社長平井要子
氏）が6月15日、大規
模なリニューアルを終
えてグランドオープンした。床面積が2倍になり、多種多
様な設備を備えた都心には珍しい贅沢空間の出現に、
のんびりしたいお客様にとってこれ以上の施設はないと、
マニアの間で評判だ。

リニューアルに踏み切った背景を、マネージャーの平
井統子さんにうかがった。
「温浴施設へのお客様のニーズが多様化する中、そ

れぞれのニーズによって施設で過ごす時間を満喫して
もらう。浴場、岩盤浴、お食事処、休憩室などさまざまな
楽しみ方ができるように企画しました。また入浴は世界
に誇る日本の文化です。両国駅から徒歩数分の立地
にあるため、インバウンドのお客さまにもお風呂という文

化を楽しんでいただけ
る施設を目指しました」
とのこと。

館内は、お風呂を増
床部分に新設し、浴槽

は高濃度炭酸泉を含めて室内に4つ。半露天に漢方薬
湯と寝湯があり、サウナ後の外気浴も出来るようになった。
サウナは男性向けにフィンランドサウナと中温サウナ。女

性にはフィンランドサウナとアロマスチームサ
ウナを用意した。

以前から人気が高かった岩盤浴は、ゲ
ルマニウムを多く含む石が敷かれた「白珪
房」、麦飯石が床石の「月光房」、そしてラ
ドンタイルを壁に貼り、デトックス・発汗効果
を狙った座り岩盤浴の「ラドン岩盤浴 風」

（有料）の3種と、至れり尽くせりの設備。
特筆すべきは男女各フロアの元浴場部分をそのまま

残したワーキングスペース「湯ワーク」の誕生で、その
広さと自由感は病みつき間違いない。サウナ室2室は個

室に、浴槽の構造は湯
船ワークスペースと名
付け、内部に丸いクッ
ションを配した。元湯船
の中に座ってみると、守

られているような落ち着いた空間が誕生している。
３Fには大広間的な男女共用スペースがあるが、男

女フロアは２Fと４Fに完全に分かれているため、女性も
湯上りのまますっぴんで、仕事をしたりくつろいだりできる
のがうれしい限り。この解放感を待っていた女性客は少
なくないはずだ。
「江戸遊」のターゲットは30～40歳代で、中学生未満

は入場できない大人のための温浴施設。これまではスト
イックな温浴追及スパの感があったが、リニューアルで贅

沢な空間が生まれたことにより、思い思いに羽根を伸ば
せる解放感が魅力に加わった。

休日のプチ贅沢や女子会、出張の宿代わりにもなる
多様性のある有難い施設の誕生である。

「 」全館リニューアル
解放感溢れる贅沢空間出現

目次
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第２章	 	正しいサウナの入り方（ドイツ

サウナマイスターテキストより）
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第５章	 サウナの設備と管理
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ラ症防止対策
第８章	 サウナ・スパの防災知識

公式テキスト

施設データ
両国湯屋「江戸遊」
営業時間：11時～翌朝9時　年中無休
入 館 料： 一般大人2,700円、   

中人2,000円（12歳～17歳）
会員料金： 2,300円深夜料金1時～5時は1時間ご

とに330円加算   
朝風呂（6時～8時）大人1200円、 
中人900円    
短時間利用1時間1200円

仕事もごろ寝もできる「湯ワーク」


