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湯元榊原舘全景湯元榊原舘全景
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榊原温泉の立地榊原温泉の立地

公共交通機関ご利用の場合

○大阪・奈良・京都方面より

近鉄大阪線「榊原温泉口」下車

○名古屋方面より

近鉄大阪線「榊原温泉口」下車

無料送迎バスをご利用いただけます。

車をご利用の場合

○大阪・奈良方面より

西名阪自動車道利用、名阪国道経由伊勢自動車道 久居ＩＣ下車

国道１６５号を西へ約２０分

○京都・滋賀方面より

新名神高速道路・東名阪自動車道 久居ＩＣ下車

国道１６５号を西へ約２０分

○名古屋方面より

東名阪自動車道・伊勢自動車道 久居ＩＣ下車

国道１６５号を西へ約２０分

津市 人口２８万６千人



榊原温泉のこと榊原温泉のこと
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榊原温泉のこと榊原温泉のこと
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○日本三名泉

・伊勢神宮 湯ごりの温泉

・鎌倉・室町時代は恋の湯治場として親しまれた

・清少納言の「枕草子」に「湯は七栗の湯（榊原温泉）、
有馬の湯、玉造の湯」と詠われた名湯

・泉質はアルカリ単純泉。ツルツルとした肌触りで
酸化還元電位マイナス２２５ｍｖ

・効能は、皮膚病、リューマチ、婦人病などに効果がある
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榊原温泉来由記 榊原湯之山図
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鎌倉・室町時代に歌われた恋の和歌の数々

後拾遺集後拾遺集後拾遺集後拾遺集 相模相模相模相模
・・・・つきもせずつきもせずつきもせずつきもせず 恋恋恋恋にににに涙涙涙涙をわかすかなをわかすかなをわかすかなをわかすかな こやこやこやこや七七七七くりのいでくりのいでくりのいでくりのいで湯湯湯湯なるらんなるらんなるらんなるらん

夫木集夫木集夫木集夫木集 任信任信任信任信
・・・・一志一志一志一志なるなるなるなる 七七七七くりのくりのくりのくりの湯湯湯湯もももも君君君君がががが為為為為 恋恋恋恋しやまずとしやまずとしやまずとしやまずと聞聞聞聞けばものうしけばものうしけばものうしけばものうし

夫木集夫木集夫木集夫木集 橘俊綱橘俊綱橘俊綱橘俊綱
・・・・一志一志一志一志なるなるなるなる 岩根岩根岩根岩根にいづるにいづるにいづるにいづる七七七七くりのくりのくりのくりの けふはかいなきけふはかいなきけふはかいなきけふはかいなき湯湯湯湯にもあるかなにもあるかなにもあるかなにもあるかな

堀川後度百首堀川後度百首堀川後度百首堀川後度百首 常陸常陸常陸常陸
・・・・世世世世のののの人人人人のののの 恋恋恋恋のののの病病病病のくすりとやのくすりとやのくすりとやのくすりとや 七七七七くりのくりのくりのくりの湯湯湯湯のわきかへるらんのわきかへるらんのわきかへるらんのわきかへるらん

春夢草春夢草春夢草春夢草 牡丹花牡丹花牡丹花牡丹花
・・・・しるしあらばしるしあらばしるしあらばしるしあらば 七七七七くりのくりのくりのくりの湯湯湯湯をををを七七七七めぐりめぐりめぐりめぐり 恋恋恋恋のののの病病病病のののの御殿御殿御殿御殿にやせんにやせんにやせんにやせん
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私たちの目指すもの私たちの目指すもの

私たちは「ホスピタリティ」（単なるサービスの提供だけ

でなくそのサービスに付随する何らかの気遣い＝おもて
なし、癒しの心）をベースに、地域の自然資源と文化資
源を活用した施設運営を心がけています。

そしてお客様が伸び伸びと手足を伸ばすことができ、
お互いよそもの意識ではなく、分け隔てなく安心して付
き合えるような場所である「ふるさとの我が家」のような
心地よい宿づくりを目指しています。

お着きからお帰りまで温かいおもてなしで、お客様のご
要望にお応えできるよう努めています。
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（概略）（概略）

◇創業 大正８年４月

◇収容人数 ４３０名・客室８０室

◇源泉数 ２本（榊原温泉で唯一敷地内に源泉を保有）

◇大浴場 源泉かけ流し風呂 まろみの湯
（日本温泉遺産を守る会認定・日経新聞１００名湯）

◇展望露天風呂 天つ木の湯
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（大浴場）（大浴場）

◇まろみの湯 温泉遺産認定源泉かけ流し風呂

むらさき・もえぎ（源泉風呂併設）

◇露天風呂 為之助 おそめ

効能：慢性関節リウマチ・皮膚病・婦人病・神経痛など

日替りでお楽しみ頂けます
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（展望露天風呂）（展望露天風呂）

天つ木の湯
◇露天風呂 天翔 天雅

◇貸切風呂 よもやま ぬのびき
◇身体障害者用露天風呂 天の原

日替りでお楽しみ頂けます
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（食材）（食材）

○地産地消の食材

高年齢者生産によるイセヒカリを

初めとした自家製米 地元産の野菜、肉、魚など

○身体に良い食べ物＝旬の食材
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湯元榊原舘のこと（ダイニング）湯元榊原舘のこと（ダイニング）

まろき流ダイニング「厨草子」
テーブル４２卓、１４６席

車椅子の方でも安心してご利用頂けるバリアフリーのダイニングです

野菜温泉蒸し
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（バリアフリー）（バリアフリー）

バリアフリー客室・浴室

高年齢者発案によるバリア
フリー対応露天風呂

「天の原」
（平成９年造設）

送迎用車両
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湯元榊原舘のこと湯元榊原舘のこと（オリジナル商品）（オリジナル商品）

豊富な源泉を活用した

オリジナル商品の開発・販売

○化粧品

まろみスキンケアシリーズ
○酒類

純米吟醸酒「榊の雫」
高年齢者生産による当館農場栽培の
酒米「五百万石」使用

麦焼酎「風の福音」

地ビール「天風麦泉」
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当館ならではの取り組み当館ならではの取り組み

日本で唯一

温泉でつくった
純米吟醸酒

酒米 五百万石
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福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理
センター
疫学部門 教授

大阪大学大学院

医学系研究科

社会環境医学講座

公衆衛生学 招へい教授

大平哲也 先生

「温泉と笑い」との出会い



榊原温泉 温泉と落語でストレス解消実験
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平成２３年８月３１日



榊原温泉 温泉と落語でストレス解消実験
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榊原温泉 温泉と笑いヨガでストレス解消実験

19

平成２４年９月３日



榊原温泉 温泉と笑いヨガでストレス解消実験
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ＮＨＫほっとイブニングみえ 平成23年9月14日放送
「温泉でストレス解消 秘策は？」
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平成25年6月12日 日経流通新聞
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平成25年6月19日
毎日新聞
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平成25年6月29日 朝日新聞
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唾液で簡単にチェックできる測定器！日本初

からだのからだのからだのからだのサビサビサビサビやすさはやすさはやすさはやすさは測定測定測定測定できますできますできますできます！！！！

10101010年年年年にににに及及及及びびびび唾液臨床唾液臨床唾液臨床唾液臨床にににに取取取取りりりり組組組組

んだんだんだんだ、、、、開業医開業医開業医開業医のののの構築構築構築構築したしたしたした3,5003,5003,5003,500例例例例

以上以上以上以上のののの検査検査検査検査データデータデータデータをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、評評評評

価価価価しししし開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。

10101010年年年年にににに及及及及びびびび唾液臨床唾液臨床唾液臨床唾液臨床にににに取取取取りりりり組組組組

んだんだんだんだ、、、、開業医開業医開業医開業医のののの構築構築構築構築したしたしたした3,5003,5003,5003,500例例例例

以上以上以上以上のののの検査検査検査検査データデータデータデータをもとにをもとにをもとにをもとに、、、、評評評評

価価価価しししし開発開発開発開発されましたされましたされましたされました。。。。

酸化還元確認計ＬＬ－００１ 『 アラ！ 元気 』

特定保守管理医療機器 製造販売届出番号：11B3X10008000001

株式会社リブアンドラブ社製



唾液は血液から生成され血液成分を反映します。

唾液は血液からつくられていることから、身体の酸化状態は唾液に反映する事がわかっています

唾液は血液から生成され血液成分を反映します。

唾液は血液からつくられていることから、身体の酸化状態は唾液に反映する事がわかっています

虫歯のなりやすさ

歯周病の状態

ＨＩＶウイルスの有無

ストレスの測定

喫煙習慣

大麻や覚醒剤の使用の有無

唾液からわかる主な検査項目

検査が確立・実用化されている

乳癌・膵臓癌・口腔癌等のスクリーニング

生体の活性度（免疫力）

疲労度（ウイルスの量）

妊娠しているかどうか

性病関連の検査

環境汚染の程度（環境ホルモンの量）

研究中で今後の実用化が可能

27

唾液酸化還元電位測定は3500例を超えるデータに裏付けされた評価法

唾液の成分の中に

は健康状態を示す

情報が詰まってい

ます。

唾液の成分の中に

は健康状態を示す

情報が詰まってい

ます。

唾液酸化還元電位研究の第１人者

岡沢岡沢岡沢岡沢クリニッククリニッククリニッククリニック

院長院長院長院長 岡澤美江子岡澤美江子岡澤美江子岡澤美江子 先生先生先生先生

岡沢クリニック院長。

帝国女子医学薬学専門学校(現東邦大学医学部)卒業

専門は、小児科、内科。

1948年の就業後、60年間にわたって10万人以上の子

供の健康と成長を見守ってきた。

日本臨床唾液学会名誉会長。

「唾液は何でも知っている」(宮西ナオ子著・三五

館）の監修を務めている。

岡沢クリニック

横浜市金沢区泥亀1-18-31 TEL 045-785-1555

唾液唾液唾液唾液はははは何何何何でもでもでもでも知知知知っていますっていますっていますっています！！！！！！！！
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BeforeBeforeBeforeBefore
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ＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒＡｆｔｅｒ
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温泉力魅せますプラン利用者データ
日付 年代 イン アウト 差

6月14日 50 46 8 38

50 46 -20 66

6月25日 40 25 16 9

40 18 10 8

6月26日 40 106 24 82

30 5 10 -5

6月24日 40 34 23 11

30 46 44 2

50 78 45 33

60 81 44 37

60 55 59 -4

50 59 17 42

20 64 58 6

6月27日 50 57 30 27

6月30日 40 51 0 51

80 65 51 14

7月2日 40 45 46 -1

30 48 37 11

60 82 28 54

70 71 34 37

4月16日 60 72 -35 107

50 42 -8 50

30 24 -85 109

50 28 -8 36

4月20日 60 68 19 49

60 119 26 93

60 76 19 57

50 49 0 49

50 53 33 20

40 35 46 -11

40 69 38 31
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温泉力魅せますプラン利用者データ

２０代 １名 ３０代 ４名

４０代 ８名 ５０代 ９名

６０代 ７名 ７０代 １名

８０代 １名 合計３１名

数値が下がった方：数値が上がった方

４１４１４１４１．．．．６６６６ｍｖｍｖｍｖｍｖ

２７２７２７２７：：：：４４４４
チェックイン時チェックアウト時 数値差平均値

酸化還元電位



従来のメイン料理「温泉野菜蒸し」の

さらなる付加価値

� 地産地消の

抗酸化力の高い野菜

の選定努力

� 毎月、抗酸化値を

献立に表示
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温泉力プラン御献立
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温泉力プラン御献立
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温泉力プラン御献立
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温泉力プラン御献立
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温泉力プラン御献立
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� 酸化還元電位をチェックイン時(当日午後)、チェックアウト時(翌日
朝)の2回測定し、2回の値の差、下がった分をポイント換算し、宿泊
料金からお値引きいたします。(例：イン時50mv→アウト時-50mvで
差が-100と計算）

� 下がった分だけ個々にキャッシュバックいたします。-1mv＝1pt＝5
円(5円＝ご縁)換算で計算します。差が-100のときは、5円×100
ポイントで500円お返しいたします。

プラン内容その①

健康になった分だけキャッシュバック

プラン内容
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�酸化還元電位の測定（チェックイン時、チェックアウト時）

�ダイニングでの夕席と朝席

�お部屋に温泉パックをご用意。リラックスタイムにおしゃべり

しながらお楽しみいただきます。

�レイトチェックアウト(～11：00)可能。

※通常チェックアウトは10：00

プラン内容その②

笑いと温泉がもたらす効果を実感

プラン内容
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14：00

チェックイン後、ロビーの専用スペースで数値測定

15：00

源泉でたてた抹茶の呈茶サービス後、お部屋へご案内

16：00

入浴や運動をして自由に過ごし、

飲泉100cc(だいたいコップ半分)

オプションの笑いヨガ体験はこの時間に行う

17：30

ダイニングで夕食。温泉野菜蒸しを食べて

温泉力を体の内側から取り込む

滞在モデル
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20：00
大浴場で32.5度の源泉をゆっくり楽しみ、
お風呂上りに100cc飲泉する

21：00
天つ木の湯で開放感あふれるお風呂を楽しみ、
寝る前に温泉パックを試す

23：00
就寝

翌6：00
大浴場で一番風呂を楽しむ

7：00
昇る朝日を見ながら天つ木の湯を楽しむ

8：30
ダイニングで朝食後、200cc(だいたいコップ1杯)飲泉する

10：00
食後30分以上経ってからロビーにて数値測定

11：00
チェックアウト、数値を測定しキャッシュバック
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� 花の館、花の館露天風呂付客室、夢の館

� 平日３組様限定

（設定除外日は、土曜日、休前日、休館日、

特別日の12/31～1/3）

� ２名様１室お一人様

花の館和室18,600円～

花の館露天風呂付客室＆夢の館21,000円～

客室・料金など
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「ゆま～じょ」

湯＋永遠の美貌を保つ魔女＝ゆまじょ→ゆま～じょ

・・・プランを楽しむ40歳代以上の女性をイメージ。

「ゆごり～な」
湯垢離＋女＝ゆごりおんな→ゆごり～な
・・・プランを楽しむ20～30歳代の女性をイメージ。

湯元榊原舘は

『ゆま～じょ』 『ゆごり～な』を応援します!！
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