
■けろけろけろっぴの湯開催店舗 基本情報 

＜10月 16日(水)～10月 22日(火・祝)：コラボ風呂期間①＞ 

・RAKU SPA GARDEN 名古屋 

所在地     ：愛知県名古屋市名東区平和が丘 1-65-2 

TEL      ：052-769-1126 

営業時間    ：[日～木・祝] 9:00～翌 2:00(最終受付 翌 1:00) 

[金土祝前日] 9:00～翌 8:00(最終受付 翌 1:00) 

5:00～8:00(最終受付 7:30) 

         ■朝風呂[土日祝]5:00～8:00(最終受付 7:30) 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://rakuspa.com/nagoya/ 

公式 Facebook  ：https://www.facebook.com/rakuspagarden.nagoya/ 

アクセス情報  ：https://rakuspa.com/nagoya/access/ 

 

・RAKU SPA 1010 神田 

所在地     ：東京都千代田区神田淡路町 2-9-9 

TEL      ：03-5207-2683 

営業時間    ：11:00～翌 8:00(最終受付 翌 7:00) 

         ※コースにより受付時間は異なりますので、公式WEBサイトをご確認ください。 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://rakuspa.com/kanda/ 

公式 Facebook  ：https://www.facebook.com/rakuspa1010.kanda/ 

アクセス情報  ：https://rakuspa.com/kanda/access/ 

 

 

＜10月 29日(火)～11月 4日(月・休)：コラボ期間②＞ 

・RAKU SPA Cafe 浜松 

所在地     ：静岡県浜松市南区若林町 1680-5 

TEL      ：053-445-4919 

営業時間    ：7:00〜深夜 1:00（最終受付 深夜 0:00） 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://rakuspa.com/hamamatsu/ 

公式 Facebook  ：https://www.facebook.com/rakuspacafe.hamamatsu/  

アクセス情報  ：https://rakuspa.com/hamamatsu/access/ 

 

・極楽湯 横浜芹が谷店 

所在地     ：神奈川県横浜市港南区芹が谷 5-54-8 

TEL      ：045-820-4126 

営業時間    ：9:00～深夜 2:00/土日祝 7:00～深夜 2:00(最終受付 深夜 1:30) 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/serigaya/ 

アクセス情報  ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/serigaya/index.html#access 
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＜11月 9日(土)～11月 15日(金)：コラボ期間③＞ 

・極楽湯 福井店 

所在地     ：福井県福井市開発 1-118 

TEL      ：0776-53-4126 

営業時間    ：9:00～深夜 2:00/土日祝 7:00～深夜 2:00(最終受付 深夜 1:20) 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/fukui/ 

アクセス情報  ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/fukui/index.html#access 

 

・極楽湯 茨木店 

所在地     ：大阪府茨木市田中町 18-18 

TEL      ：072-645-4126 

営業時間    ：8:00～深夜 2:00/土日祝 6:00～深夜 2:00(最終受付 深夜 1:30) 

休館日     ：不定休(年数回メンテナンスで休館あり) 

公式WEBサイト：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/ibaraki/ 

アクセス情報  ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/tempo/ibaraki/index.html#access 

 

 

 

■コラボキャンペーン対象店舗一覧 

＜RAKU SPA店舗＞ 

・RAKU SPA 1010 神田(東京都千代田区神田淡路町 2-9-9)  TEL：03-5207-2683 

 ※コラボ風呂期間①、コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・RAKU SPA 鶴見(神奈川県横浜市鶴見区元宮 2-1-39) TEL：045-574-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・RAKU SPA Cafe 浜松(静岡県浜松市南区若林町 1680-5) TEL：053-445-4919 

 ※コラボ風呂期間②、コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・RAKU SPA GARDEN 名古屋(愛知県名古屋市名東区平和が丘 1-65-2)  TEL：052-769-1126 

 ※コラボ風呂期間①、コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

 

＜極楽湯店舗＞ ※FC15店舗でのコラボ開催はございません。 

・極楽湯 青森店(青森県青森市東大野 2丁目 4-21) TEL：017-739-4126 

※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 水戸店(茨城県水戸市大塚町 1838-1) TEL：029-257-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 
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・極楽湯 宇都宮店(栃木県宇都宮市御幸本町 4880) TEL：028-663-2641 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 幸手店(埼玉県幸手市東 2-1-27) TEL：0480-44-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 和光店(埼玉県和光市白子 1-7-6) TEL：048-451-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 上尾店(埼玉県上尾市大字上尾村 500-1) TEL：048-779-2641 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 柏店(千葉県柏市大山台 1-18) TEL：04-7137-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 千葉稲毛店(千葉県千葉市稲毛区園生町 380-1 オーツーパーク内) TEL：043-207-2641 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 多摩センター店(東京都多摩市落合 1-30-1) TEL：042-357-8626 

※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 横浜芹が谷店(神奈川県横浜市港南区芹が谷 5-54-8) TEL：045-820-4126 

※コラボ風呂期間②、コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 金沢野々市店(石川県野々市市若松町 18-1) TEL：076-294-2641 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 福井店(福井県福井市開発 1-118) TEL：0776-53-4126 

※コラボ風呂期間③、コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 三島店(静岡県三島市三好町 4-23 せせらぎパーク三好内) TEL：055-991-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 豊橋店(愛知県豊橋市瓜郷町一新替 13-1) TEL：0532-57-2641 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 津店(三重県津市白塚町 3678 SENOPARK津内) TEL：059-236-1626 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 彦根店(滋賀県彦根市西沼波町 175-1) TEL：0749-26-2926 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 



 

・極楽湯 茨木店(大阪府茨木市田中町 18-18) TEL：072-645-4126 

※コラボ風呂期間③、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 堺泉北店(大阪府堺市南区豊田 825) TEL：072-295-4126 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 吹田店(大阪府吹田市岸部南 1-2-1) TEL：06-6382-9926 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 奈良店(奈良県奈良市大安寺町 510) TEL：0742-32-1126 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 宮崎店(宮崎県宮崎市高千穂通 1-3-22 エースランド内 2階) TEL：0985-61-4126 

 ※コラボメニュー、グッズ販売対象 

 

・極楽湯 女池店(新潟県新潟市中央区女池 6-1-11) TEL：025-282-2683 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 槇尾店(新潟県新潟市西区槇尾 424) TEL：025-264-2683 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 松崎店(新潟県新潟市東区新松崎 3-24-13) TEL：025-279-2683 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 羽生温泉(埼玉県羽生市神戸 843-1) TEL：048-563-3726 

 ※グッズ販売対象 

 

・極楽湯 富谷店(宮城県富谷市成田 1-4-1新富谷ガーデンシティ内) TEL：022-348-3726 

 ※グッズ販売対象 

 

 

※FC15店舗は参加いたしません。 

 


