
■翌朝まで滞在の場合のご利用料金

■ご利用料金
大　　　人 平日 1,500円

無　　料 無　　料
土日祝 1,600円

平日    560円
無　　料 無　　料

土日祝    560円

通常入館料金 10:00～26:00

10:00～　　
　　翌朝9:00

5:00～9:00
（最終受付8:00）

小学生以下
大　　　人
小学生以下

平日 2,980円 土日祝 3,080円
平日 1,480円 土日祝 1,480円

大　　　人
小学生以下

朝風呂入館料金

入館料+深夜料金
年中無休 駐車場有 営業時間10:00～翌朝9:00

東京健康ランド

都営新宿線船堀駅北口出口から徒歩約５分
〒134-0091 東京都江戸川区船堀1-2-1
電話番号03-3878-4126船堀駅

都営新宿線

新大橋通り 船
堀
街
道

セガワールド様

デニーズ様

交番

ツルハドラッグ様

松屋様

ダイエー様

ファミリーマート様

ヤマト運輸様

フナボリゴルフ様

船堀橋東詰

東京健康ランド

※午前２時以降滞在のお客様は入館料に加えて､深夜料金（1,480円）を頂戴いたします。
※タオルセット･館内着をご利用の場合は別途レンタル料（タオルセット:220円、館内着:450円）を頂きます。
※江戸川区入湯税150円が別途加算されます。

（表示金額は消費税込みです。）

東京健康ランド
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月 火 水 木 金 土日

12月のイベントカレンダー12月のイベントカレンダー

※プレイ時間は参加者により異なります。

幼児～小学校中学年に

おすすめ！
ようじ しょうがっこうちゅうがくねん

●参加費／650円（税込）
●受付時間／10:00～19:00
●プレイ時間／15分～30分

・１階フロント
・２階フードコートにて
　宝の地図販売中

クリア者全員に

『特製メダル』
をプレゼント!   とくせいとくせい

しゃぜんいんしゃぜんいん

とってもお得な10枚綴り

※プレミアム回数券で入館の場合、
　館内着・タオルセットを
　1セット無料でお貸しします。

※現金のみの販売です。※売切れ次第終了となります。
1月9日（木）午前10時～販売〈販売期間〉

2020年

プレミアム回数券
1200冊限定販売

お一人様
５冊まで

10,000円（税別）

31 出演：お客様ご有志
司会：瑞穂＆和田弘ジュニア

出演：お客様ご有志
司会：瑞穂＆和田弘ジュニア

ルーレットカラオケゲーム
入館無料券をゲットしよう

K

ルーレットで1～10の数字を決めます。
DAM採点を使用して自由曲を歌唱。ルー
レットの数字と採点1桁の数字がピッタリ
の方になんと入館無料券1枚贈呈！
（DAM画面に音譜は出ません）（歌唱受付:
開演中挙手にて8名様限定。歌唱無料。）

大晦日当館名物お客様歌唱のカラオケ紅
白歌合戦が2年ぶりに復活。男女に分かれ
てどちらが賞品の入館無料券をゲット？コス
プレ衣装で特別賞も？勿論ゲームの賞品も
あり！（歌唱受付:当日17時より１階自販機
前にて。歌唱無料。先着男女各6名様限定）

火

復活！まねきの湯紅白歌合戦♪
しかもルーレットカラオケゲームで
19:00～14:00～

3分の1の確率で
「入館無料券」が当たる!!
無料の を配布！抽選カード

配布時間／朝10時～
先着300名様!（大人お1人様1枚）

土曜ガラポン抽選会
〈毎週土曜日16：00開催〉

当たりは出たカラーボールの色と
同じ色の抽選のカードで決まります。

土曜ガラポン抽選会

土曜ガラポン抽選会

土曜ガラポン抽選会

土曜ガラポン抽選会

空くじなしで、参加者全員に景品を
ご用意しています！
景品は開催ごとに変わります。

販売時間／朝10時～

ビンゴカードは、1枚500円(税別)

（400枚限定／お1人様2枚・お子様1枚）

スーパービンゴ大会
〈毎週日曜日16：00開催〉

豪華賞品が倍増！

スーパービンゴ大会

スーパービンゴ大会

スーパービンゴ大会

スーパービンゴ大会

スーパービンゴ大会

シニアＤＡＹ毎週
月曜日

ポイント2倍！
湯ったり倶楽部会員(50才以上のお客様)

※無料でポイントカード作成。年齢の分かる
身分証をご提示ください。
※湯ったり倶楽部会員には、平日17：00まで
に入館すると、1ポイント進呈。12ポイント
たまると「入館無料券」をプレゼントします。
（風呂の日、特定日を除く）

舞台カラオケＤＡＹ毎週水曜日
10:00～22:00まで、
舞台カラオケを

楽しんでいただけます。
ぜひ、お仲間と一緒に
お楽しみください。

※祝日・特定日と重なる場合は、実施
致しません。

JR総武線 新小岩駅 便
(南口三菱UFJ銀行付近)

健康ランド発時 新小岩発 健康ランド発 新小岩発
159 30 00　30 15　45
0010 15 00　30 15　45
0011 15 00　30 15　45
0012 15 00　30 15　45
0013 15 00 15
0014 15 00 15
0015 15 00 15
0016 15 00 15
0017 15 00 15
0018 15 00 15
0019 15 00 15
0020 15 00 15

平　日 土・日・祝日

無料送迎バス時刻表

が
西葛西駅と新小岩駅から

毎日、無料送迎バス 出ています!
東西線 西葛西駅 便
(東京寄りメトロセンター3番街側ガード下付近)

健康ランド発時 西葛西発 健康ランド発 西葛西発
309 45 00　30 15　45
3010 45 00　30 15　45
3011 45 00　30 15　45
3012 45 00　30 15　45
3013 45 30 45
3014 45 30 45
3015 45 30 45
3016 45 30 45
3017 45 30 45
3018 45 30 45
3019 45 30 45
3020 45 30 45

21 30 45※ ※

平　日 土・日・祝日

※

行
運
み
の
日
曜
土

新小岩駅

南口

ＪＲ総武線 新小岩駅 南口
三菱UFJ銀行付近に停車
します。

三菱
UFJ銀行

西葛西駅西葛西駅3番街3番街

北口北口

南口南口

とんかつ
さぼてん様
とんかつ
さぼてん様

東西線 西葛西駅 南側3番街ガード下
とんかつ さぼてん様となり付近に停車します。

正月1月1日・2日・3日は土・日・祝日運行となります。

1 2 3 4 5 66 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

●シニアDAY

●シニアDAY

●シニアDAY

●シニアDAY

●メンズDAY

●メンズDAY

●メンズDAY

●レディースDAY

●レディースDAY

●レディースDAY

●レディースDAY

●メンズDAY●舞台カラオケDAY

●舞台カラオケDAY

●舞台カラオケDAY

●舞台カラオケDAY

炭酸泉檜風呂は清掃の
ためご利用できません！

炭酸泉檜風呂は清掃の
ためご利用できません！●舞台カラオケ

　13:00～18:00

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

●サタデー歌謡コンサート

●お子様歌唱イベント

●サタデーエンタメショー

●サタデーエンタメショー

●スペシャル歌謡コンサート

●サンデー歌謡コンサート

●サンデーエンタメショー

●サンデーエンタメショー

●スペシャルエンタメショー ●晦日エンタメショー ●大晦日お客様歌唱イベント

風呂の日
毎月第２金曜日

レディースＤＡＹ毎週
火曜日

ドリンク１杯サービス
22時までに入館すると 通常入館料で

※普通サイズのグラスドリンクが対象です。
※20歳以上のお客様は、生ビール（中）もオー
ダー可。（年齢の分かる身分証明書のご提示
をお願いすることがあります。）※お車でのご
来店で当日お帰りのお客様には、アルコール
のご提供は出来ません。※祝日・特定日・
朝風呂は対象外です。※ラストオーダー23時

メンズＤＡＹ 毎週
木曜日

ドリンク１杯サービス
22時までに入館すると通常入館料で

※普通サイズのグラスドリンクが対象です。
※20歳以上のお客様は、生ビール（中）もオー
ダー可。（年齢の分かる身分証明書のご提示
をお願いすることがあります。）※お車でのご
来店で当日お帰りのお客様には、アルコール
のご提供は出来ません。※祝日・特定日・
朝風呂は対象外です。※ラストオーダー23時

12月のイベント風呂

「萬喜湯」

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

●舞台カラオケ
　13:00～18:00

〈館内着・タオルセット付〉
入館料

※朝風呂は対象外です。

1,000円
（税別）

12月の第２金曜日は

風呂の日

※小学生以下は無料ですが､館内着･
タオルセットのレンタルは有料です｡

1日
14：00～/
19：00～

出演：プリンセスJOY（歌手）

プリンセスJOY
10代のハーフシンガー初登場

A

15才でキングレコードより「ロス
トラブYOKOHAMA」「TOKYO
蛍」でメジャーデビュー。フィリピ
ン人の母と日本人の父を持ち、類
稀な歌唱力とリズム感とカワイイ
笑顔は元気とハッピーをお届けし
ます。

14土
14：00～/
19：00～

出演：お子様ご有志、まねっきー
司会：りゅうたろう（シンガーソングライター）

まねっきーとよい子の
クリスマスコンサート

D

まねっきーとお子様達が、みんな仲良く
大好きな歌を歌って踊る、当館だけの超
大人気イベント。本番中動画や写真撮影
OK。まねっきーとの舞台上での記念撮影
会とクリスマスプレゼントあり！お子様
達が皆様に元気と笑顔をお届けします！

22
14：00～/
19：00～

出演：HULA O KOKOLEKA（フラダンス）

HULA O KOKOLEKA
ハワイアンフラ クリスマスショー

G

当館お盆イベントでも大好評だっ
た浦安中心に活躍中のステキな新
進気鋭フラチームによる魅惑のフ
ラダンスショー。常夏のハワイで
迎えるようなあたたかいクリスマ
スを感じて下さい。体験フラあり。
メレカリキマカ♡（ハワイ語）

日

30月
14：00～/
19：00～

出演：清水たぁー（ものまねタレント）

清水たぁ－
またもや偽物D川がやって来る！

J

ものまねのようなことをする大人
気の顔まね芸人。ご本人公認の出
川哲朗をはじめ、小堺一機、志村け
ん、Mマウス他、世代を問わない芸
の数々！誰もが笑える若手逸材が
大好評につき、晦日にアンコール
登場！

7土
14：00～/
19：00～

出演：瑞穂（シンガーソングライター）

瑞穂
心なごむ歌世界♪

B

当館テーマ曲「まねきの湯音頭」歌
唱でもお馴染みのシンガーソング
ライター。時にはネムリを誘うとっ
ても稀有な癒されるなごみ空間。オ
リジナル新曲やJポップス、沖縄歌
、お子様と一緒に歌う童謡やアニソ
ン♪心あったかなひとときを。

15日
14：00～/
19：00～

出演：花舟孝乃助 & 花舟美玲

劇団花舟
和洋七変化！華麗なるエンタメ夢舞台初見参！

E

全国で夢あふれる舞台を繰り広げ
る劇団花舟の座長、女座長が当館
初見参！昼は華やか艶やか和風舞
踊ショー。夜はガラっと変身して
親子で楽しめるミュージカルソン
グ &ダンスショー♪皆様を夢の世
界へ！

28土
14：00～/
19：00～

出演：HIROMI（魔女軍団スティファニー）

HIROMI
年忘れマジックショータイム

H

アメリカの国際マジック大会「
Winter carnival of magic」で初
優勝と観客が選ぶ Peoplechoice
賞をダブル受賞の快挙達成！華麗な
魔法と明るいトーク、何度観ても不
思議がいっぱいの大人気若手実力派
美女マジシャンのマジックショー！

8日
14：00～/
19：00～

出演：丘なる実（歌手）

丘なる実
新曲発売記念コンサート

C

作曲家・もりいずみ先生に見いだ
されデビュー以来、今や大人気のブ
ルース歌姫。都内温浴施設では当館
でしか観れない大推薦レギュラー
公演。「赤い雀のブルース」に続く待
望の新曲「福島のおんな」CD発売
記念コンサート。CD即売会あり。

21
14：00～/
19：00～

出演：あおき（めおとマルチパフォーマー）

あおき
初アクロバットバルーンショー

F

招福お神楽の人気者で、日本では珍
しいご夫婦による身体をはった抱
腹絶笑パフォーマンスの数々は、観
終わると心がほっこり幸せに◎今
回はお二人初のバルーンメイン当
館スペシャルショー！出来上がっ
た作品はその場でプレゼント！

土

29日
14：00～/
19：00～

出演：ゆうぞう
　　  （ものまねエンターテイナー）

ゆうぞう
年忘れ爆笑ものまねショー

I

幼少時代「東京健康ランド」の舞台で歌
ったことがきっかけで、この道へ。現在
TV でも大人気！実力超一級のものま
ね第一人者。毎回皆様大笑い・大合唱
・アンコールの嵐！終演後、商品不明
の初即売会あり！お楽しみに！

ご注意 入館料とは別に江戸川区入湯税150円がかかります。ご了承ください。12歳未満のお子様は対象外です。※日曜日10時の開店時はビンゴカード販売もあり、　混雑しますので、順番制の入場となります。

年末年始
入館規制の
ご案内

無料招待券・入館無料券の
ご利用はできません。

2020年1月1日㈬～1月3日㈮

※回数券その他提携割引はご利用できます。

2019年12月27日㈮
～2020年1月3日㈮
土・日・祝日料金

となります。

ご注意くださ
い！

くすのきイベントのご鑑賞は、ご飲食のオーダーがなくても無料でお楽しみ頂けます。




