
 

   一般社団法人 九州観光推進機構 Kyushu Tourism Promotion Organization    1/4 

Tel 092-751-2943  FAX 092-751-2944 http://www.welcomekyushu.jp/ 

 

       

 

 

２０１５年３月３０日 

 

一般社団法人九州観光推進機構 

  

 

 

 

 

温泉大国九州。その数多い温泉の中から、泉質にこだわりぬいたホンモ

ノの温泉をめぐるスタンプラリー「九州八十八湯めぐり～九州温泉道～」

がこのたび、より魅力的になります！ 

 開始から４年が過ぎ、八十八湯めぐりを達成した「泉人」さまは 850名

を超えました。今回、より多くのお客さまにご参加いただくため、４月か

ら主な事務局をＪＲ九州から（一社）九州観光推進機構に移行し、新たな

サービスなども充実します。 

この企画は、九州を代表する観光素材である「温泉」を、地元九州の皆

さまはもちろん、九州へ来られる多くの方に楽しんでいただきたいという

ことを目的とした、温泉スタンプラリーです。 

対象施設は全て著名な温泉名人さんお墨付きなので、安心してホンモノの温泉を楽しむことがで

きます。ぜひ、多くの修行者をお待ちしています！ 

 

■ 開催期間 
現在開催中 ～ 平成３０年３月３１日まで （３年間） 

※ただし、平成 28年 12月頃までに平成 30年 4月以降の継続の有無について判断し、ＨＰやパンフレットでご案内します。 

 

■ 参加方法  ※詳細は（別紙１）参照 
湯印帳（スタンプ帳）を購入し、約１４０の対象施設の温泉に入浴し、スタンプを集めます。 

スタンプの数と入浴した対象施設の県の数に応じて、認定料とともに段位申請することで、修

行度を示す「段位」が認定され、記念品が送られます。   

 

■ パワーアップのポイント  ※詳細は（別紙２）参照 
１ 「泉人優待券」登場！ 

九州八十八湯めぐりを達成された方に与えられる最高段位「泉人」。認定された方に敬意を

表して、このたび新たに「泉人優待券」を進呈。１年間の有効期間中、合計２０回まで、優

待制度のある対象施設で入浴無料などの優待が受けられます。 

 

２ 新たな温泉名人が登場！ 

九州を拠点とし、テレビやラジオで幅広く活躍しながら、多くの温泉資格を有し、女性の温

泉名人としては第一人者である北出恭子さんを新たな温泉名人としてお迎えし、対象施設の

選定や企画のアドバイスなどをいただきます。 

 

３ 湯印帳の販売箇所が増加！  

これまでのＪＲ九州の主な駅や旅行支店、駅旅行センターだけでなく、一部の空港や観光案

内所等でも販売します。 

 

「九州八十八湯めぐり ～九州温泉道～」が 

より魅力的にパワーアップします！ 
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（別紙 1） 

 
「九州八十八湯めぐり～九州温泉道～」参加方法と企画運営について 

 

 

１ まずは湯印帳（スタンプ帳）を手に入れましょう 

八十八湯をめぐり、「湯印帳
ゆいんちょう

」と呼ばれるスタンプ帳に入湯施設のスタンプ 

を集めることで、その数に応じて温泉道の修行度が認定されます。湯印帳は 

1冊 100円で、JR九州の主な駅や「九州八十八湯めぐり」対象施設の一部など 

で販売しています。修行の道に入るにあたりまず手に入れるアイテムです。 

 

 

２ 温泉へ出かけましょう 

各駅に設置のパンフレットまたはホームページに掲載の、「九州八十八湯めぐり」対象施設の中か

ら、行ってみたい温泉を選んででかけましょう。廻り方は自由ですが、最後の八十八湯目のみ、別

府の殿堂湯「竹瓦温泉」を指定します。 

 

３ スタンプを押してもらいましょう 

温泉に入ったら入湯施設で「湯印帳」を提示し、スタンプを押してもらいましょう。 

 

４ 段位を申請しましょう 

「湯印帳」にスタンプがたまると、スタンプの数とまわった県の数に応じて修行度を示す「段位」

が認定され、入門以上は認定状とともに段位に応じた賞品がもらえます。 

段位申請には各段位に応じた認定料が必要です。 

 

【段位一覧】 

 

称号 スタンプ数 条件 
賞品 

（ストラップチャーム） 
認定料 

泉人（せんにん） 88 異なる 7県のスタンプが必要 
泉人称号札 

＋泉人優待券 
1,500円 

泉生（せんせい） 80 異なる 7県のスタンプが必要 泉生称号札 

1,000円 

風゜呂（プロ） 72 異なる 7県のスタンプが必要 風゜呂称号札 

四段 64 異なる 6県のスタンプが必要 ビール 

三段 56 異なる 6県のスタンプが必要 温泉玉子 

二段 48 異なる 5県のスタンプが必要 コーヒー牛乳 

初段 40 異なる 5県のスタンプが必要 桶 

中級 32 異なる 4県のスタンプが必要 石鹸 

初級 24 異なる 3県のスタンプが必要 手拭 

入門 16 異なる 2県のスタンプが必要 ストラップ本体 

見習い 8   500円 

 

 

 

 

 

☆賞品はストラップチャーム。入門でもらえる本体に、段位が上がるごとに温泉に関る 

グッズのチャームが増えていきます。 

 

 

 

（湯印帳） 
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■ 九州温泉道実行委員会組織 

  当企画は「九州温泉道実行委員会」により運営しています。実行委員会は対象施設の選定を行う「九

州八十八湯選定委員会」と、企画運営を行う「九州温泉道実行委員会事務局」で組織しています。 

 

九州八十八湯めぐり 

選定委員会 

・温泉名人 ・観光関係者 ・旅行雑誌編集者  

・JR九州          など 

 

九州温泉道 

事務局 

・（一社）九州観光推進機構 

・NPO法人ハットウオンパク  など 

 

 

■ 温泉名人 

 

  ●温泉チャンピオン 郡司 勇（ぐんじ いさむ） 

   温泉研究家、一級建築士。20 年以上続けている温泉めぐりが現在 4,792 温

泉地、約 7,100施設を超える。泉質重視の姿勢は他の追随を許さず、テレビ

チャンピオン「温泉通」3連覇を達成した。得意技は効き湯で飲泉により全

国の温泉をほぼ確定できる。温泉は新鮮さが重要と考え、長年の観察により

掛け流しか循環か、一瞬で判定できる。好きな温泉地は別府、万座。テレビ

や雑誌の温泉解説は数多い入浴体験から独自温泉論を展開し評判。近著にエ

クスナレッジ社より「名湯宿 60選」など。 

 

  ●別府温泉地球博物館 理事 斉藤 雅樹（さいとう まさき） 

   別府八湯温泉道の発案者。工学博士だが「温泉博士」と呼ばれることが多い。

考案した竹製温泉冷却装置は全国で 30 台が活躍中。機能温泉浴の提唱のほ

か、温泉カルテやスケール抑制材料の開発などハード&ソフト両面で温泉を

振興する。東海大学海洋学部教授。著書に「続 大分の極上名湯」、「別府八

湯温泉本」シリーズ監修など。 

 

 

  ●別府八湯温泉道 初代名誉名人 土谷 雄一（つちや ゆういち） 

   『別府八湯温泉道』初代名誉名人、王位名人。温泉道 88 湯めぐりの第一人

者。別府八湯温泉道名人位 54 回取得の実力でダントツの湯めぐり経験をも

つ。車椅子温泉道を発足、温泉入浴サポート分野も手がける。庶民の暮らし

に密着した温泉文化をもつ Beppu温泉を深く知り、愛するがゆえに自らが別

府に住み、豊富な湯の恩恵を受けて暮らすスタイルで郷土別府に根付いた温

泉ライフを大切に守る。 全国の温泉ファンに世界一の別府温泉をアツク語

る。温泉マイスター、温泉観光士、温泉カリスマなど。 

 

  ●北出 恭子（きたで きょうこ）【NEW！】 ※詳しくは、（別紙１）参照 
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（別紙２） 

 

４月からの主な変更点（パワーアップポイント）について 

 

 

１ 「泉人優待券」登場！ 

九州八十八湯めぐりを達成された方に与えられる最高段位「泉人」。認定された方には敬意

を評して、このたび新たに「泉人優待券」を進呈。１年間の有効期間中、合計２０回まで、

優待制度のある対象施設で入浴無料などの優待が受けられます。 

 

 

 

 ※優待券に記載のある泉人ご本人さまのみ有効  ※１施設につき１回まで 

 ※優待を利用した場合、（２巡目等として）湯印帳に押印できません 

 ※４月下旬以降発行開始。これまで認定された泉人さまにも順次郵送で発送させていただきます。 

  平成 27年 5月末までに到着されない方は、段位認定事務局（ぷらさん：0977-23-1005）までお問い合わせください。 

 

２ 新たな温泉名人が登場！ 

九州を拠点とし、テレビやラジオで幅広く活躍しながら、多くの温泉資格を有し、女性の温

泉名人としては第一人者である北出恭子さんを、新たな温泉名人としてお迎えし、対象施設

の選定や企画のアドバイスなどをいただきます。 

 

● 温泉資格女王 温泉アナリスト 北出 恭子（きたで きょうこ） 

 

九州を拠点にテレビやラジオ等で活躍するタレントであり、年間 200

箇所以上入湯。日本温泉地域学会会員。温泉マイスター、温泉ソムリ

エビューティー&ダイエット、温泉入浴指導員、温泉観光実践士など、

その他多くの資格を有する。女性目線による温泉セミナー講師、温泉

ツアープロデュース、温泉旅館アドバイザーとしても人気が高い。平

成 27年 9月には全国で出版予定！ 

［北出温泉 HP］ http://kitade-onsen.com/ 

 

３ 湯印帳の販売箇所が増加！  

これまでのＪＲ九州の主な駅や旅行支店、駅旅行センターだけでなく、一部の空港や観光案

内所等でも販売します。今後も、九州外からもスムーズに温泉めぐりが始められるような環

境づくりを進めます。 

 

★新規販売箇所 

・有明佐賀空港（３階佐賀ターミナルビル事務所） 

・大分空港（国内線ビル１階総合案内所） 

・霧島市観光案内所（鹿児島県霧島市霧島田口 2459-6） 

・ラムネ温泉館（大分県竹田市直入町大字長湯 7676-2 ※温泉道対象施設） 
 ※４月以降、順次販売開始となります。具体的な販売開始日等は、各施設にお問い合わせください。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

（一社）九州観光推進機構 担当：平田、原田  TEL：092-751-2946 

優待施設数 ／ 約５０施設！ 

優待内容例 ／ 入浴無料、入浴料半額、オリジナルタオルプレゼント 等 

＊対象施設については、別添資料または WEB をご確認ください。http://www.88onsen.com/ 

http://kitade-onsen.com/

