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1 月見湯温泉 赤堤五丁目３６番１６号  3321-6738 昭和53年2月13日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

2 山崎湯 梅丘二丁目１４番１５号  3427-1856 昭和62年9月28日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

3 松の湯 奥沢四丁目２４番２号  3720-5253 昭和44年12月5日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

4 北沢湯 上北沢四丁目１０番１１号  3302-5265 昭和55年4月15日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

5 石川湯 北沢三丁目１２番８号  3466-4305 昭和51年12月23日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

6 丸正浴場 喜多見四丁目３６番１６号  3417-6804 昭和41年4月5日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

7 給田湯 給田三丁目１番２８号  3300-2871 昭和39年10月20日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

8 鶴の湯 豪徳寺一丁目２３番２０号  3426-2360 平成13年6月11日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

9 （株）世田谷温泉 四季の湯 桜丘二丁目１８番２６号  3427-6312 平成11年4月12日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

10 千代の湯 三軒茶屋二丁目１２番７号  3410-2535 昭和56年8月28日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

11 駒の湯 三軒茶屋二丁目１７番１３号  3421-4513 昭和56年2月10日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

12 弘善湯 下馬二丁目３６番１５号  3410-4126 昭和53年10月14日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

13 栗の湯 新町一丁目３６番６号  3702-3305 昭和38年11月11日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

14 天狗湯 世田谷一丁目１６番２０号  3420-0725 昭和35年3月28日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

15 湯パーク レビランド 祖師谷一丁目２４番１号  3484-6768 平成7年4月14日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

16 そしがや温泉２１ 祖師谷三丁目３６番２１号  3483-2611 昭和60年4月2日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

17 富士見湯 太子堂二丁目３３番１０号  3421-0771 昭和62年10月1日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

18 八幡湯 太子堂五丁目２１番４号  3422-3275 昭和35年10月29日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

19 藤の湯 玉川台二丁目１番１６号  3700-3920 昭和36年12月9日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

20 新寿湯 代田五丁目１１番７号  3421-1126 昭和52年12月10日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 
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21 宇田川湯 羽根木一丁目１４番１１号  3328-2574 昭和42年3月20日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

22 松の湯 南烏山五丁目９番７号  3300-5421 昭和34年7月17日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

23 増穂湯 南烏山五丁目２１番１５号  3300-2664 昭和51年3月23日 普通公衆浴場（銭湯） 公衆浴場 

24 栄湯 用賀四丁目３１番３号  3700-8102 昭和61年5月8日 普通公衆浴場
（銭湯） 公衆浴場 

25 ｌａｇｏｍ 桜新町プライベートサウナ 桜新町一丁目２５番２３号 Ｌｉｅｎ１０１  令和5年3月15日 その他の公衆浴
場２号（サウナ） 公衆浴場 

26 プライベートサウナ 自問自答 祖師谷三丁目３２番１４号 ＹＡＭＡＴＯＹＡ ＢＬＤ １階  令和4年2月28日 その他の公衆浴
場２号（サウナ） 公衆浴場 

27 サトレ®ととのえる。 太子堂五丁目４番１０号 Ｆｅｌｉｃｉａｓ太子堂２Ｆ  令和4年3月22日 その他の公衆浴
場２号（サウナ） 公衆浴場 

28 サウナ＆カプセルホテル ミナミ 代沢二丁目２９番９号  5481-3731 平成4年3月31日 その他の公衆浴
場２号（サウナ） 公衆浴場 

29 世田谷区立千歳温水プール 船橋七丁目９番１号  3789-3911 平成11年6月4日 その他の公衆浴場２
号（ヘルスセンター） 公衆浴場 

30 世田谷区立大蔵第二運動場 大蔵四丁目７番１号  3416-1212 平成22年1月26日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

31 ゆうぽうと世田谷レクセンター 鎌田二丁目１７番１号  3709-0161 平成19年10月1日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

32 ティップネス駒沢大学店 上馬三丁目１５番１６号  5433-3251 令和3年3月24日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

33 ティップネス喜多見店 喜多見九丁目２５番８号  5761-3371 平成13年11月13日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

34 Ａｑｕａ ｓｐｏｒｔｓ＆ｓｐａ 瀬田四丁目１５番１号  3707-8211 平成28年3月30日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

35 ティップネス三軒茶屋 太子堂二丁目１５番４号  5433-1171 平成18年1月4日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

36 アトリオ ドゥーエ 二子玉川 玉川一丁目１４番１号 二子玉川ライズＳ．Ｃ． テラ
スマーケット 3707-0560 平成27年3月17日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

37 楽天フィットネスクラブ＆スパ 玉川一丁目１４番１号 クリムゾンハウス９Ｆ 6670-5268 平成27年9月7日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

38 コナミスポーツクラブ二子玉川 玉川二丁目２７番１０号  3708-9252 平成2年7月20日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

39 セントラルウェルネスクラブ 成城 千歳台三丁目２０番１号 ３Ｆ 5429-1631 平成19年5月11日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

40 ＤＩＶＡ ＳＰＯＲＴＳ ＣＬＵＢ 弦巻四丁目３０番５号  3420-3355 平成3年5月18日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 
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41 ティップネス明大前 松原二丁目４６番１号  5355-3671 平成19年5月31日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

42 ブシロードウェルビー東松原 松原五丁目２６番１１号  6265-8171 令和4年5月18日 その他の公衆浴場２
号（スポーツ施設） 公衆浴場 

43 スポーツクラブＮＡＳ芦花公園 南烏山一丁目１０番２２号  5316-4501 平成25年5月17日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

44 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス経
堂 宮坂三丁目１番４５号  5426-5080 平成21年10月23日 その他の公衆浴場２

号（スポーツ施設） 公衆浴場 

45 セントラルフィットネスクラブ用賀 用賀二丁目４１番  3700-6116 平成3年10月23日 その他の公衆浴場２号（スポーツ施設） 公衆浴場 

46 ルビー ホットヨガ＆リラクゼーション 赤堤四丁目３５番５号 １Ｆ 5376-8881 平成23年9月20日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

47 三菱電機世田谷寮 池尻三丁目１０番３号  3422-0714 令和2年7月6日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

48 オリーブスパ三宿店 池尻三丁目２８番５号 クラールハイト三宿Ⅱ１０１、１
０２ 3795-6262 平成21年4月8日 その他の公衆浴

場２号（その他） 公衆浴場 

49 たかの友梨ビューティクリニック自由
が丘店 奥沢五丁目２６番１２号 自由が丘メリックスビル３Ｆ 3725-1107 平成22年2月1日 その他の公衆浴

場２号（その他） 公衆浴場 

50 シュエット ｃｈｏｕｅｔｔｅ 奥沢五丁目３１番１７号 アルボス３Ｂ 6421-1966 令和3年11月30日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

51 発酵温浴 ｎｉｆｕ 自由が丘 奥沢五丁目４１番５号   令和4年11月21日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

52 Ｌａｎｉ Ｏｌａ Ｎｏａｈ 奥沢六丁目３１番１２号 自由が丘リバーシティ５Ｆ 6432-2272 平成25年8月12日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

53 メロン 奥沢七丁目９番１０号   平成22年6月7日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

54 学校法人駒澤大学硬式野球部寮 上祖師谷二丁目８番３０号   平成30年2月23日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

55 グランクレール馬事公苑 上用賀一丁目２２番２３号  5717-7301 平成21年4月1日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

56 玉川あん 上用賀五丁目１１番２２号   平成24年1月11日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

57 世田谷区立心身障害者休養ホーム
ひまわり荘 上用賀五丁目２４番１８号  3428-3301 平成25年3月15日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

58 久我山鴻和寮 北烏山四丁目２２番１号   令和2年2月10日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

59 日本女子体育大学 若葉寮 北烏山八丁目２５番１号  3300-5330 平成28年5月20日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

60 日本女子体育大学 紫苑寮 北烏山八丁目２８番４号  3300-7781 平成28年10月21日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 
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61 たかの友梨ビューティクリニック下北
沢店 北沢二丁目４番５号 ｍｏｓｉａ ４Ｆ 3410-8181 平成21年4月21日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

62 酵素下北 北沢二丁目１２番１１号 島田ビル３Ｆ 5432-9901 平成24年5月24日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

63 レイ ビューティスタジオ 北沢二丁目２２番１２号 レフアビル２Ｆ 3419-2689 昭和60年4月13日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

64 Ｒｅｓｅｔ Ｊｅｗｅｌ 北沢三丁目３１番３号 ホロ・イ・ムア シモキタザワ２
０１  令和4年3月7日 その他の公衆浴

場２号（その他） 公衆浴場 

65 整体院 ゆりのはな 経堂二丁目２５番９号  6796-3141 平成25年11月6日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

66 アリスタージュ経堂 経堂三丁目２０番２２号  6413-6111 平成24年8月24日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

67 学生寮上毛学舎 経堂四丁目８番１３号  3426-8231 平成27年1月30日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

68 米ぬか酵素 ＬＵＡＮＡ 駒沢店 駒沢一丁目１３番１８号 トーユーインターレジデンス２
０２号室 4283-1351 平成28年12月22日 その他の公衆浴

場２号（その他） 公衆浴場 

69 水車の家 桜新町二丁目２６番２号  6413-6700 平成28年4月25日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

70 ハートフルホット 三軒茶屋一丁目３６番３号  3413-3535 平成25年10月15日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

71 日本大学三軒茶屋キャンパス 下馬三丁目３４番１号  6453-1600 平成28年1月29日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

72 サンテ エ ボーテ 下馬五丁目７番１５号  6805-5980 平成29年12月26日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

73 グランクレール成城 成城八丁目２０番１号  5490-7180 平成22年2月9日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

74 おがくず酵素風呂 さくら 二子玉川
店 瀬田二丁目２７番６号 サンリツビル２階 5716-8778 平成22年4月16日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

75 カルド三軒茶屋 太子堂二丁目１６番５号 さいとうビル２Ｆ 6453-4765 平成28年2月10日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

76 酵素浴 ＭＩＲＡＫＵ 三軒茶屋 太子堂二丁目２４番６号 ドミー三軒茶屋４０１ 3421-1133 令和2年1月20日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

77 酵素二子玉川 玉川二丁目１８番５号  6431-0265 平成22年11月30日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

78 たかの友梨ビューティクリニック 二
子玉川ライズ店 玉川二丁目２１番１号 二子玉川ライズリバーフロント

５階 5716-1107 平成23年3月18日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

79 マイ・スリール  玉川三丁目１０番１１号 森本ビル ２階 3707-6727 平成22年4月16日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

80 世田谷区立 玉川台区民センター 玉川台一丁目６番１５号  3709-4161 昭和48年4月24日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 
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81 コラロ用賀 玉川台二丁目２２番２１号  5491-7756 平成18年4月28日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

82 由縁別邸 代田 代田二丁目３１番２６号   令和2年9月7日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

83 ＬＩＸＩＬ ＰＲＯ ＰＡＲＫ 千歳台一丁目２番１号   令和4年3月8日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

84 酵素世田谷 千歳台二丁目３７番８号 篠田ハイツ１Ｆ 5490-0033 平成19年2月27日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

85 ＴＨＥ ＳＰＡ 成城 千歳台三丁目２０番１号 ２階 5429-1526 平成19年5月17日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

86 弦巻区民センター 弦巻一丁目２６番１１号  3426-9624 昭和54年12月14日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

87 グランクレール世田谷中町 中町五丁目９番９号  6432-3200 平成29年3月14日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

88 日大総合体育館スポーツメディカル
センター 八幡山二丁目１０番２号   平成14年4月18日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

89 酵素ＴＯＫＹＯ 船橋一丁目１番３号 清水ビル３０１  令和4年2月28日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

90 セミナーハウス フォーリッジ 船橋七丁目１１番１号  5490-5111 平成8年8月2日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

91 Ｒｅｇａｌ Ｓｅｎｓｅ 松原三丁目３０番１５号 シャイロビルＢ１ 3327-4407 平成15年9月22日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

92 株式会社ＩＮＰＥＸ梅ヶ丘寮 松原六丁目８番１２号  5572-0208 令和3年11月30日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

93 新生堂 ｓａｌｏｎ 南烏山四丁目１２番８号 ５Ｆ 3308-4341 平成20年10月1日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 

94 新生堂 サロン 南烏山四丁目１２番８号 ２階 3308-4341 平成24年10月18日 その他の公衆浴
場２号（その他） 公衆浴場 

95 ＩＫＵＫＯ ＳＰＡ 千歳烏山 南烏山五丁目１９番１１号 ＭＥＦＵＬＬ千歳烏山Ｂ１Ｆ 3300-3008 令和3年10月19日 その他の公衆浴場２号（その他） 公衆浴場 
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