
公衆浴場
区 施設名 施設所在地
中央区 フィットネスクラブ　ライフステージ 札幌市中央区北　１条西　４丁目１－１
中央区 ホテルモントレエーデルホフ札幌 札幌市中央区北　２条西　１丁目
中央区 ポールスター札幌 札幌市中央区北　４条西　６丁目２番地
中央区 スカイリゾートスパ「プラウブラン」 札幌市中央区北　５条西　２丁目５番地

中央区
京王プラザホテル札幌「ｽﾎﾟｰﾂ＆ﾌｨｯﾄﾈｽ
ペント・セプト」

札幌市中央区北　５条西　７丁目

中央区 ブランジェイアール札幌 札幌市中央区北　３条東　１丁目１番１号
中央区 苗穂駅前温泉　蔵ノ湯 札幌市中央区北　２条東１３丁目２５番１
中央区 ジャスマックプラザ 札幌市中央区南　７条西　３丁目４２５番地
中央区 カトレア南８条 札幌市中央区南　８条西　１丁目１３－７３
中央区 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 札幌市中央区南　９条西　２丁目２－１０
中央区 ホテルドーミーイン札幌ＡＮＮＥＸ 札幌市中央区南　３条西　６丁目１０番地６
中央区 ＳＰＡ　ＨＯＴＥＬ　ソーレすすきの 札幌市中央区南　４条西　６丁目４
中央区 ススキノの湯 札幌市中央区南　５条西　７丁目
中央区 スパ・サフロ 札幌市中央区南　６条西　５丁目１番地
中央区 ホテル　ライン 札幌市中央区南　８条西　６丁目２８９－１９３　地下１
中央区 ノーブルレラ南９条 札幌市中央区南　９条西１１丁目２－１１
中央区 グランファーレ山鼻ロワイヤル　スパリゾート 札幌市中央区南１６条西　９丁目１－１３

中央区
グランファーレ伏見アクアスプリングス・スパ
リゾート

札幌市中央区南１７条西１５丁目２番３号

中央区
グランファーレ札幌伏見レジデンシャルス
イート　ｱｸｱｽﾊﾟﾘｿﾞｰﾄ

札幌市中央区南１８条西１６丁目１番１号

中央区 ＫＧセントラルフィットネスクラブ山鼻 札幌市中央区南２２条西１２丁目１番地

中央区
グランファーレ札幌幌西レジデンス　スパリ
ゾート＆スパストーン

札幌市中央区南１１条西１４丁目１－１

中央区 グランファーレ旭ヶ丘　スパテルメ 札幌市中央区南１２条西２３丁目１－１０
中央区 セントラルウェルネスクラブ札幌 札幌市中央区南　４条西１０丁目１００５番４号
中央区 カーサ・ボヌール 札幌市中央区南　７条西１５丁目１３６３－１０他の内
中央区 札幌市中央老人福祉センター 札幌市中央区大通西１９丁目
中央区 スポーツクラブＮＡＳ　ロイトン倶楽部 札幌市中央区北　１条西１１丁目１番地
中央区 極楽湯さっぽろ弥生店 札幌市中央区北　３条西１２丁目１番地
中央区 シニアサポートホームみのり　桑園 札幌市中央区北　８条西２１丁目２番２０号
中央区 天然温泉　やすらぎの湯　北のたまゆら 札幌市中央区北１１条西１６丁目１－４３他
中央区 ノーブルレラ桑園 札幌市中央区北１４条西１５丁目２９－３５
北区 イトマンフィットネス札幌 札幌市北区北　７条西　１丁目１－２２
北区 札幌市北老人福祉センター 札幌市北区北３９条西　５丁目３
北区 スポーツクラブＺＩＰ 札幌市北区麻生町　５丁目９番１５号
北区 新琴似温泉　壱乃湯 札幌市北区新琴似　２条　８丁目８番１号
北区 スポーツクラブ　ジョイフィット札幌北 札幌市北区太平１２条　１丁目１番１号
北区 札幌あいの里温泉なごみ 札幌市北区南あいの里　５丁目１－２０
北区 中銀ライフケアあいの里２号館 札幌市北区あいの里　２条　６丁目３番
北区 中銀ライフケアあいの里１号館 札幌市北区あいの里　２条　６丁目３番
北区 ウェルネススクエア札幌 札幌市北区あいの里　２条　８丁目２－２
北区 フェアリーフォンテーヌ 札幌市北区東茨戸１３２番地
北区 シャトレーゼガトーキングダムサッポロ 札幌市北区東茨戸１３２番地
東区 スポーツクラブＪＯＹＦＩＴ札幌北１４条光星 札幌市東区北１４条東　６丁目１－１７
東区 冨士乃湯 札幌市東区北１５条東　５丁目1-1
東区 札幌市東老人福祉センター 札幌市東区北４１条東１４丁目１－１
東区 ダイアパレスアクアスプリングス札幌「湯瑠 札幌市東区北４２条東１８丁目１番１５

東区
グランファーレ栄町プレシアヴェール　スパ
リゾート

札幌市東区北４３条東１６丁目２番１４号

東区 スパ＆フィットネス　ルネサンス・アリオ札幌 札幌市東区北　７条東　９丁目２－２０
東区 ダンロップスポーツクラブ札幌 札幌市東区北　８条東　９丁目１番

東区
アクロスプラザ東苗穂店内セントラルフィット
ネスクラブ東苗穂

札幌市東区東苗穂　４条　２丁目５－１

東区
グランファーレ元町アクアヴィータ　スパリ
ゾート＆スパストーン

札幌市東区北３０条東１６丁目1-1

東区 こうしんの湯 札幌市東区北３０条東１９丁目１
東区 モエレ天然温泉　たまゆらの杜 札幌市東区中沼西　１条　１丁目１１番１０号



公衆浴場
区 施設名 施設所在地
東区 北のたまゆら東苗穂 札幌市東区東苗穂１１条　２丁目１３番

白石区
グランファーレ札幌菊水グランデュール ｽﾊﾟ
ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾊﾟｽﾄｰﾝ

札幌市白石区菊水　３条　４丁目２４番２

白石区
グランファーレ東札幌ロワイヤルスパリゾー
ト＆スパストーン

札幌市白石区菊水　９条　４丁目１－１

白石区 湯めらんど 札幌市白石区菊水元町　５条　３丁目１８
白石区 スポーツクラブＮＡＳ東札幌 札幌市白石区東札幌　４条　１丁目１－１
白石区 川下公園温水利用型施設 札幌市白石区川下２６５１番地３の外
白石区 札幌市白石老人福祉センター 札幌市白石区栄通　６丁目１９番２０号
白石区 コナミスポーツクラブ白石 札幌市白石区南郷通　１丁目北２－１
白石区 イリス南郷通 札幌市白石区南郷通　６丁目北２番１０号
白石区 南郷の湯 札幌市白石区南郷通１４丁目北３－５
厚別区 札幌市厚別老人福祉センター 札幌市厚別区厚別中央　１条　７丁目１７－２５
厚別区 森林公園温泉　きよら 札幌市厚別区厚別東　４条　７丁目１－１

厚別区 森林公園温泉
札幌市厚別区厚別東　４条　７丁目13－50，－123，
－136

厚別区 北のたまゆら厚別 札幌市厚別区大谷地東　７丁目990番310､1452　989

豊平区
グランファーレ札幌菊水グランシェール　ス
パリゾート

札幌市豊平区豊平　１条　２丁目１－２７

豊平区
グランファーレ学園前ルネッサンスグランデ
スパリゾート

札幌市豊平区豊平　４条　７丁目３－５

豊平区 美園湯 札幌市豊平区美園　２条　４丁目４－１２
豊平区 つきさむ温泉 札幌市豊平区月寒東　１条２０丁目１８９－５
豊平区 月見湯 札幌市豊平区月寒東　２条１１丁目
豊平区 札幌市豊平老人福祉センター 札幌市豊平区中の島　２条　３丁目８
豊平区 花の湯 札幌市豊平区中の島　２条　４丁目
豊平区 中銀ライフケア札幌［平岸天神山］ 札幌市豊平区平岸　１条１８丁目１７５－２
豊平区 スポーツクラブルネサンス札幌平岸 札幌市豊平区平岸　２条１１丁目３－７
豊平区 スポーツクラブＺｉｐ平岸 札幌市豊平区平岸　３条　８丁目２
豊平区 やすらぎの湯処　たまゆらの灯 札幌市豊平区西岡　４条　３丁目７番４５号
豊平区 羊ヶ丘カントリークラブ 札幌市豊平区西岡５４９番地
清田区 湯の郷　絢ほのか　札幌清田 札幌市清田区清田　２条　３丁目２－２６
清田区 札幌市清田老人福祉センター 札幌市清田区清田　３条　３丁目１番３０号
清田区 ホリデイスポーツクラブ　札幌清田 札幌市清田区北野　４条　５丁目７番２０
清田区 ジョイフィット平岡公園 札幌市清田区平岡公園東　３丁目１－５
清田区 ぬくもりの里　悠楽苑 札幌市清田区美しが丘　５条　９丁目９番２０号
清田区 ダイナスティゴルフクラブ有明 札幌市清田区有明３６８
清田区 ツキサップゴルフクラブ特殊浴場 札幌市清田区有明４１２番地5
南区 ライオンズマンション札幌定山渓壱番館 札幌市南区定山渓温泉西　１丁目２１番地
南区 フューディズ・コンドミニアム定山渓 札幌市南区定山渓温泉西　１丁目９番地
南区 ライオンズマンション札幌定山渓弐番館 札幌市南区定山渓温泉西　２丁目
南区 ライオンズマンション札幌定山渓参番館 札幌市南区定山渓温泉西　２丁目
南区 定山渓第一寶亭留・翠山亭　森乃湯 札幌市南区定山渓温泉西　３丁目１０７番地
南区 定山渓ホテル 札幌市南区定山渓温泉西　４丁目３４０番地

南区 ぬくもりの宿ふる川　新浴場１階、２階
札幌市南区定山渓温泉西　４丁目377-1の内、377-
2、377-5

南区 章月グランドホテル 札幌市南区定山渓温泉東　３丁目２３９番地
南区 札幌すずらんゴルフ場 札幌市南区藤野９３２番地
南区 真駒内カントリークラブ 札幌市南区常盤１７８番地他
南区 札幌市南老人福祉センター 札幌市南区石山７８番地６８
南区 滝のカントリークラブ 札幌市南区滝野２１３番地
南区 札幌南ゴルフクラブ駒丘コース 札幌市南区真駒内２８０番地の１
南区 札幌市保養センター駒岡 札幌市南区真駒内６００番地
南区 アン・ベルアミィ 札幌市南区川沿　１条　１丁目２－３０
南区 アパホテル＆リゾート＜札幌＞ 札幌市南区川沿　４条　２丁目

南区
社会福祉法人前田記念福祉会シルバーハ
ウスデイサービスセンター

札幌市南区北ノ沢１８１９番地９

西区 湯処　花ゆづき 札幌市西区二十四軒　３条　１丁目１９番地
西区 札幌市西老人福祉センター 札幌市西区二十四軒　４条　３丁目４番



公衆浴場
区 施設名 施設所在地
西区 カルド琴似 札幌市西区琴似　１条　３丁目３－７
西区 スポーツクラブＺｉｐ琴似 札幌市西区琴似　１条　４丁目４番１３号
西区 セントラルウェルネスクラブ　琴似店 札幌市西区琴似　４条　１丁目１番１号
西区 富久屋館 札幌市西区八軒　１条西　１丁目１番２２号
西区 フローラパレス宮の沢 札幌市西区発寒　６条１２丁目５－４１
西区 湯屋　サーモン 札幌市西区発寒　７条１４丁目１６番１５号
西区 スポーツクラブＮＡＳ札幌 札幌市西区西町南　６丁目
西区 ライフコート西野 札幌市西区西野　２条１０丁目１番１１
西区 笑福の湯 札幌市西区西野　４条　４丁目２番１５号
西区 ビレッジハウス手稲共同浴場 札幌市西区宮の沢　３条　３丁目１９
手稲区 ライフコート西宮の沢 札幌市手稲区西宮の沢　４条　２丁目２番２０
手稲区 ライフコート宮の沢 札幌市手稲区西宮の沢　４条　２丁目３－２０
手稲区 ライフコート手稲 札幌市手稲区西宮の沢　４条　３丁目５番１０号
手稲区 ライフコート手稲西 札幌市手稲区西宮の沢　４条　３丁目５番２０号
手稲区 ライフコートガーデン南館 札幌市手稲区西宮の沢　４条　３丁目５番５号
手稲区 ライフコートガーデン東館 札幌市手稲区西宮の沢　４条　３丁目５番６号
手稲区 極楽湯さっぽろ手稲店 札幌市手稲区前田　２条１３丁目３６１番３
手稲区 スポーツクラブジョイフィット札幌手稲前田 札幌市手稲区前田　３条１０丁目２番２１号
手稲区 ていね温泉ほのか 札幌市手稲区富丘　２条　３丁目２－１
手稲区 クラブハウス浴場 札幌市手稲区手稲本町５９３番地３
手稲区 札幌市手稲老人福祉センター 札幌市手稲区曙　２条　１丁目



旅館等
区 施設名 施設所在地
中央区 クロスホテル札幌 札幌市中央区北　２条西　２丁目２３番地
中央区 ホテル法華クラブ札幌店 札幌市中央区北　２条西　３丁目
中央区 ＪＲイン札幌駅南口 札幌市中央区北　３条西　１丁目１０番
中央区 三井ガーデンホテル札幌 札幌市中央区北　５条西　６丁目１８－３
中央区 ホテルリソルトリニティ札幌 札幌市中央区大通西　５丁目３
中央区 中殿ホテル 札幌市中央区南　１条西　７丁目１４番地
中央区 ラ・ジェント・ステイ札幌大通 札幌市中央区南　２条西　５丁目２６－５
中央区 ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ札幌 札幌市中央区南　２条西　６丁目４－１
中央区 カプセル・イン札幌 札幌市中央区南　３条西　３丁目７番地
中央区 北海道母子福祉センター 札幌市中央区北　１条東　８丁目
中央区 ホテルハシモト 札幌市中央区南　２条東　２丁目
中央区 東横ＩＮＮ札幌すすきの南 札幌市中央区南　６条東　２丁目１－１
中央区 スーパーホテル札幌・すすきの南 札幌市中央区南　６条西　２丁目８－１
中央区 ホテルリリーフ札幌すすきの 札幌市中央区南　８条西　３丁目１－４
中央区 ティアラホテル札幌すすきの 札幌市中央区南　８条西　３丁目７番１９
中央区 ホテルライフォート札幌 札幌市中央区南１０条西　１丁目
中央区 ホテル　リオ 札幌市中央区南１１条西　１丁目１番３５号
中央区 からくさホテル札幌 札幌市中央区南　３条西　５丁目２４
中央区 ホテルルートイン札幌中央 札幌市中央区南　５条西　５丁目１３番１
中央区 ＦＲＡＭＥ　ＨＯＴＥＬ　ＳＡＰＰＯＲＯ 札幌市中央区南　５条西　７丁目８番１号
中央区 ホテル　ライン 札幌市中央区南　８条西　６丁目２８９－１９３　２階
中央区 北海道難病センター 札幌市中央区南　４条西１０丁目
中央区 札幌プリンスホテル　タワー 札幌市中央区南　２条西１１丁目３２９－２
中央区 ホテルルートイン札幌北四条 札幌市中央区北　４条西１３丁目１－５３
北区 ホテル京阪　札幌 札幌市北区北　６条西　６丁目１-９
北区 北海道青年会館札幌ハウスセミナーセン 札幌市北区北　６条西　６丁目３－１
北区 ホテル　ルートイン札幌駅前北口 札幌市北区北　７条西　４丁目２－２
北区 北海道クリスチャンセンター 札幌市北区北　７条西　６丁目

北区
アパホテル＜ＴＫＰ札幌駅北口＞ＥＸＣＥＬＬ
ＥＮＴ

札幌市北区北１０条西　３丁目７番地

東区 芙蓉館 札幌市東区北　７条東　３丁目２８番地

東区
アルファケア北８条東／アルファマンスリー
北８条東

札幌市東区北　８条東１２丁目１－５

白石区 ホテルルートイン札幌白石 札幌市白石区北郷　４条　２丁目１－５
白石区 ホテル　ワイズ 札幌市白石区米里　１条　２丁目２－３
豊平区 札幌国際ユースホステル 札幌市豊平区豊平　６条　６丁目５番３５号
豊平区 ペンション雪輪 札幌市豊平区美園　８条　２丁目４番２１号
豊平区 ペンション雪輪Ⅰ 札幌市豊平区美園　８条　２丁目４番２１号
南区 湯元小金湯　別館 札幌市南区小金湯２５番１
南区 湯元　小金湯 札幌市南区小金湯２５番地１
南区 温泉旅館　錦和荘 札幌市南区定山渓温泉西　１丁目４０番地１
南区 定山渓研修保養施設　倶楽部錦渓 札幌市南区定山渓温泉西　１丁目４番、５番の内
南区 翠山亭倶楽部定山渓 札幌市南区定山渓温泉西　２丁目１０番地
南区 定山渓第一寶亭留・翠山亭 札幌市南区定山渓温泉西　３丁目１０５番地
南区 厨翠山 札幌市南区定山渓温泉西　３丁目３番地、４番地
南区 翠蝶館 札幌市南区定山渓温泉西　３丁目５７番地１、２、３
南区 悠久の宿　白糸 札幌市南区定山渓温泉東　２丁目１３８－１
南区 滝野自然学園 札幌市南区滝野１０６番地
南区 青少年山の家 札幌市南区滝野２４３番地
南区 北海道青少年会館　コンパス 札幌市南区真駒内柏丘　７丁目８番１号


