2020 年 11 月 17 日

報道関係者各位

養命酒をイメージしたお風呂に入浴できる！？
極楽湯・RAKU SPA 全国 42 店舗にてコラボ風呂
「養命酒クロモジの湯」の他、期間限定コラボが登場
～この冬にぴったり！養命酒製造クロモジのど飴を店頭販売～
養命酒製造株式会社（本店：東京都渋谷区 代表取締役社長 塩澤太朗）は、2020 年 12 月 4 日(金)
より、株式会社極楽湯（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新川 隆丈）とコラボレーショ
ンキャンペーンを、極楽湯・RAKU SPA グループ 42 店舗にて開催いたします。

養命酒製造×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン

極楽湯：https://www.gokurakuyu.ne.jp/
RAKU SPA：https://www.rakuspa.com/
コラボ詳細ページ：https://rakuspa.com/yomeishu/
【2020 年】養命酒×極楽湯コラボ動画を大公開：https://youtu.be/Ix4KKg-z8bI
コラボキャンペーン動画(2019 年開催の様子)： https://youtu.be/O0Pu7Z2Nnw0
コラボキャンペーン動画(2018 年開催の様子)： https://youtu.be/4F7MGinhi3o
コラボキャンペーン動画(2017 年開催の様子)： https://youtu.be/VPlrtJSDtRk
■コラボキャンペーン概要
〇開催期間：2020 年 12 月 4 日(金)～12 月 13 日(日)
〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPA 直営 30 店舗／FC10 店舗／祥楽の湯 2 店舗
コラボ期間中は、薬用養命酒の生薬の一つ「クロモジ」をイメージしたコラボ風呂のほか、様々
な商品が当たるスクラッチカードを、開催店舗合計２３万名様に先着配布、
「養命酒製造クロモジ
のど飴」の販売を行います。また高さ 2.5m～3m の養命酒箱型バルーンがお客様をお出迎えします。
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2019 年開催イメージ

■コラボ(1)

2019 年開催イメージ

養命酒クロモジの湯(コラボ風呂)

「クロモジ」の香りと養命酒の色をイメージしたお風呂が登場。共同開発したオリジナル入浴
剤のお風呂をお楽しみいただけます。
※本湯には「薬用養命酒」は含まれておりません。
※アルコール成分は含まれておりませんので、お酒が弱い方にも安心してご入浴いただけます。
【国産ハーブ、クロモジ】
クロモジは日本の山地に自生するクスノキ科の低木です。その高貴な香りに包まれると、森の
中でリラックスしているような気分に。アロマやハーブティーとして用いられ、人気が高まって
います。実は高級楊枝の素材として古くから用いられて おり、薬用養命酒の生薬「烏樟（うしょ
う）
」の原料にもなります。

養命酒クロモジの湯イメージ

■コラボ(2)

養命酒クロモジの湯イメージ

クロモジの雌株と実イメージ

23 万名様先着配布 スクラッチキャンペーン

有料ご入館のお客様、※開催店舗合計 23 万名様にスクラッチカードを先着配布。当たりが出た
方にその場で養命酒製造のドリンクや、配布店舗の入館無料券などをプレゼント(はずれあり)。
また参加賞として、スクラッチカードと一緒に「養命酒製造クロモジのど飴」を 1 個プレゼン
トします。
＜スクラッチ景品＞
1 等：入館無料券
2 等：フルーツとハーブのお酒
3 等：健康になるお酢飲料
4 等：入館料 10％オフ券
5 等：アイスクリーム半額券
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※FC 店舗、祥楽の湯では 3 等までの配布となります。
※極楽湯 奈良店での実施はありません。
※未成年のお客様が 2 等当選の場合、ソフトドリンク賞品と引き換えさせていただきます。

スクラッチキャンペーン賞品イメージ

■コラボ(3)

スクラッチカード配布イメージ

数量限定販売「養命酒製造クロモジのど飴」

クロモジエキスを配合したのど飴「養命酒製造クロモジのど飴」を店内で販売。養命酒製造の
クロモジ研究の成果を一粒に込めたのど飴を冬のケアにお試しいただけます。
※各店の在庫が無くなり次第、終了となります。

養命酒製造クロモジのど飴イメージ

養命酒製造クロモジのど飴販売イメージ

■コラボ(4)フォトスポット登場
高さ 2.5m～3m の「養命酒箱型バルーン」が登場。コラボ限定装飾でインパクトのある写真が撮
影できる、フォトスポットとしてご利用いただけます。
※ハッシュタグは「#養命酒で極楽 #極楽湯 #らくスパ」
また館内には養命酒のサンプルや案内冊子など、商品紹介のブースも併せて設置を行います。
※極楽湯 東大阪店、尼崎店、枚方店、祥楽の湯 一宮店、津幡店での実施はありません。

養命酒箱型バルーンイメージ

■コラボキャンペーン対象店舗

商品紹介ブースイメージ

基本情報

＜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
・RAKU SPA 鶴見(神奈川県横浜市鶴見区元宮 2-1-39) TEL：045-574-4126
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・RAKU SPA Cafe 浜松(静岡県浜松市南区若林町 1680-5) TEL：053-445-4919
・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

＜極楽湯直営店舗＞
・極楽湯 青森店(青森県青森市東大野 2 丁目 4-21) TEL：017-739-4126
・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
・極楽湯 宇都宮店(栃木県宇都宮市御幸本町 4880) TEL：028-663-2641
・極楽湯 水戸店(茨城県水戸市大塚町 1838-1) TEL：029-257-4126
・極楽湯 柏店(千葉県柏市大山台 1-18) TEL：04-7137-4126
・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
・極楽湯 羽生温泉(埼玉県羽生市神戸 843-1) TEL：048-563-3726
・極楽湯 幸手店(埼玉県幸手市東 2-1-27) TEL：0480-44-4126
・極楽湯 和光店(埼玉県和光市白子 1-7-6) TEL：048-451-4126
・極楽湯 上尾店(埼玉県上尾市大字上尾村 500-1) TEL：048-779-2641
・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
・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
・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
・極楽湯 豊橋店(愛知県豊橋市瓜郷町一新替 13-1) TEL：0532-57-2641
・極楽湯 津店(三重県津市白塚町 3678 SENOPARK 津内) TEL：059-236-1626
・極楽湯 女池店(新潟県新潟市中央区女池 6-1-11) TEL：025-282-2683
・極楽湯 松崎店(新潟県新潟市東区新松崎 3-24-13) TEL：025-279-2683
・極楽湯 槇尾店(新潟県新潟市西区槇尾 424) TEL：025-264-2683
・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
・極楽湯 福井店(福井県福井市開発 1-118) TEL：0776-53-4126
・極楽湯 彦根店(滋賀県彦根市西沼波町 175-1) TEL：0749-26-2926
・極楽湯 奈良店(奈良県奈良市大安寺町 510) TEL：0742-32-1126
・極楽湯 茨木店(大阪府茨木市田中町 18-18) TEL：072-645-4126
・極楽湯 吹田店(大阪府吹田市岸部南 1-2-1) TEL：06-6382-9926
・極楽湯 堺泉北店(大阪府堺市南区豊田 825) TEL：072-295-4126
・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

＜極楽湯 FC 店舗＞
・極楽湯 八戸店(青森県八戸市沼館 4-7-108) TEL：0178-73-1126
・極楽湯 古川店(宮城県大崎市古川稲葉字鴻丿巣 184-1) TEL：0229-91-0155
・極楽湯 多賀城店(宮城県多賀城市町前一丁目 2-5) TEL：022-363-4126
・極楽湯 名取店(宮城県名取市田高字原 463) TEL：022-383-1126
・極楽湯グループ 鷹山の湯(山形県米沢市中田町若宮 491-1) TEL：0238-37-7526
・極楽湯 福島郡山店(福島県郡山市八山田西五丁目 130) TEL：024-934-4126
・極楽湯 福島いわき店(福島県いわき市葉山二丁目 25-1) TEL：0246-76-1926
・極楽湯 東大阪店(大阪府東大阪市長田西 3-5-17)TEL：06-4309-1126
・極楽湯 尼崎店(兵庫県尼崎市浜 1 丁目 6 番 18 号)TEL：06-6497-4126
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・極楽湯 枚方店(大阪府枚方市招提田近 3-8-1)TEL：072-867-4126
※さっぽろ弥生・さっぽろ手稲・京王高尾山温泉でのコラボ開催はございません。

＜祥楽の湯店舗＞
・祥楽の湯 一宮店(愛知県一宮市大和町毛受字一本松 31)TEL：0586-64-9261
・祥楽の湯 津幡店(石川県河北郡津幡町 北中条地区 1-7 アルプラザ津幡敷地内)TEL：076-289-0261
■会社概要
【養命酒製造株式会社】
代表者 ： 代表取締役社長 塩澤 太朗
設立
： 1923 年 6 月
本社
： 〒150-8563 東京都渋谷区南平台町 16-25
資本金 ： 16 億 5,000 万円
事業内容： 養命酒、酒類及び医薬品等の製造、販売
飲食店および売店の経営、不動産の賃貸
自然エネルギー等による発電事業及び電気の供給、販売等に関する業務
URL
： https://www.yomeishu.co.jp/
【株式会社極楽湯】 ※株式会社極楽湯 HD100％子会社
代表者 ：代表取締役社長 新川 隆丈
設立
：2017 年 1 月
本社
：〒102-0083
東京都千代田区麹町二丁目 4 番地 麹町鶴屋八幡ビル 6 階
資本金 ：4,000 万円
事業内容：
「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス
URL
：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

＜お問い合わせ先＞
●養命酒製造株式会社
マーケティング部 結城雅史
TEL:03-3462-8221
●その他お問合せ
株式会社極楽湯 店舗営業部
電話番号(代表)：03-5275-0580
FAX

：03-5275-3136

5

