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千代田1 バン・ドゥーシュ 文京5 浴場熱海 荒川42 草津湯 江東16 春の湯 足立42 明美湯 葛飾44 不動湯 江戸川47 大星湯 渋谷14 改良湯

千代田2 梅の湯 文京6 おとめ湯 墨田1 田中湯 江東17 松の湯 足立43 松乃湯 葛飾45 大黒湯 江戸川48 竹の湯 渋谷15 広尾湯

千代田3 稲荷湯 文京7 歌舞伎湯 墨田2 みまつ湯 江東18 第二和泉湯 足立44 しのぶ湯 葛飾46 湯パーク松島 江戸川49 宮の湯 渋谷16 松の湯

千代田4 お玉湯 文京8 白山浴場 墨田3 隅田湯 江東19 白山湯 足立45 富士見湯 葛飾47 新小岩浴場 江戸川50 弁天湯 渋谷17 新橋湯

中央1 金春湯 文京9 光楽湯 墨田4 狸湯 江東20 ニュー松の湯 足立46 泉湯 葛飾48 かつの湯 江戸川51 第二寿湯 渋谷18 宝来湯

中央2 銀座湯 文京10 富士見湯 墨田5 弘法湯 江東21 金春湯 足立47 永泉湯 葛飾49 湯処さかい湯 江戸川52 日新湯 中野1 白鷺湯

中央3 寿湯 文京11 菊水湯 墨田6 大和湯 江東22 第一弁天湯 足立48 高砂湯 葛飾50 千代の湯 江戸川53 改良湯 中野2 たからゆ

中央4 入船湯 文京12 日の出湯 墨田7 寺島浴場 江東23 久の湯 足立49 大和湯 葛飾51 鷹の湯 江戸川54 鶴の湯 中野3 朝日湯

中央5 湊湯 文京13 ふくの湯 墨田8 三徳湯 江東24 松島泉 足立50 第二堀田湯 葛飾52 観音湯 江戸川55 あけぼの湯 中野4 大和湯

中央6 木村湯 文京14 鶴の湯 墨田9 寿湯 江東25 竹の湯 足立51 岡田湯 葛飾53 奥戸湯 江戸川56 乙女湯 中野5 若松湯

中央7 世界湯 文京15 山の湯 墨田10 グランド湯 江東26 桜湯 足立52 堀田湯 葛飾54 あたみ湯 江戸川57 宝来湯 中野6 上越泉

中央8 日の出湯 港1 清水湯 墨田11 平和湯 江東27 オリンピック湯 足立53 城北湯 葛飾55 梅の湯 江戸川58 小島湯 中野7 昭和湯

中央9 旭湯 港2 越の湯 墨田12 亀鶴湯 江東28 亀の湯 足立54 若松湯 葛飾56 竜の湯 江戸川59 兼の湯 中野8 一の湯

中央10 月島温泉 港3 麻布黒美水温泉竹の湯 墨田13 おかめ湯 江東29 喜楽湯 足立55 青井浴場 葛飾57 春日湯 江戸川60 仲の湯 中野9 清水湯

中央11 勝どき湯 港4 ふれあいの湯 墨田14 大黒湯 江東30 文化湯 足立56 四ツ家浴場 江戸川1 金泉湯 新宿1 栄湯 中野10 江古田湯

台東1 世界湯 港5 万才湯 墨田15 薬師湯 江東31 丸八湯 足立57 大平湯 江戸川2 長寿湯 新宿2 福の湯 中野11 第二朝日湯

台東2 初音湯 港6 アクアガーデン三越湯 墨田16 松の湯 江東32 藤の湯 足立58 一の湯 江戸川3 中の湯 新宿3 ゆ～ザ中井 中野12 栄湯

台東3 朝日湯 港7 玉菊湯 墨田17 良の湯 江東33 旭湯 葛飾1 草津湯 江戸川4 吉の湯 新宿4 三の輪湯 中野13 新越泉

台東4 六龍鉱泉 港8 高輪浴場 墨田18 八汐湯 江東34 不二の湯 葛飾2 鳥の湯 江戸川5 千代の湯 新宿5 松の湯 中野14 寿湯

台東5 萩の湯 荒川1 神田湯 墨田19 曳舟湯 足立1 田中湯 葛飾3 久の湯 江戸川6 旭湯 新宿6 梅の湯 中野15 池の湯

台東6 宝泉湯 荒川2 千代の湯 墨田20 電気湯 足立2 春の湯 葛飾4 橘湯 江戸川7 辰己湯 新宿7 竜の湯 中野16 大黒湯

台東7 快哉湯 荒川3 梅の湯 墨田21 あづま湯 足立3 曙湯 葛飾5 吉の湯 江戸川8 稲荷湯 新宿8 世界湯 中野17 クアパレス藤の湯

台東8 恵美須湯 荒川4 仙石湯 墨田22 改良湯 足立4 常盤湯 葛飾6 寿湯 江戸川9 一心湯 新宿9 福の湯 中野18 健康浴泉

台東9 改栄湯 荒川5 天徳湯 墨田23 第二香藤湯 足立5 秀月湯 葛飾7 福喜湯 江戸川10 旭湯 新宿10 柏湯 中野19 松本湯

台東10 日の出湯 荒川6 尾久ゆ～ランド 墨田24 第二竹の湯 足立6 佐原浴泉 葛飾8 富士の湯 江戸川11 二葉湯 新宿11 松の湯 中野20 アクア東中野

台東11 有馬湯 荒川7 ニュー恵美須 墨田25 中川湯 足立7 タカラ湯 葛飾9 星乃湯 江戸川12 関の湯 新宿12 天神湯 中野21 天神湯

台東12 一葉泉 荒川8 やまと湯 墨田26 墨田湯 足立8 金の湯 葛飾10 第一富士の湯 江戸川13 保町湯 新宿13 桜湯 中野22 昭和浴場

台東13 富久の湯 荒川9 大門湯 墨田27 星の湯 足立9 ニコニコ湯 葛飾11 日の出湯 江戸川14 菅原湯 新宿14 金泉湯 中野23 高砂湯

台東14 堤柳泉 荒川10 タイムリゾート 墨田28 天狗湯 足立10 大黒湯 葛飾12 亀の湯 江戸川15 あづま浴泉 新宿15 松の湯 中野24 千代の湯

台東15 廿世紀浴場 荒川11 清吉湯 墨田29 泉湯 足立11 梅の湯 葛飾13 さつき湯 江戸川16 仁岸湯 新宿16 梅月湯 中野25 照の湯

台東16 湯どんぶり栄湯 荒川12 新松の湯 墨田30 さくら湯 足立12 緑湯 葛飾14 美吉湯 江戸川17 鯉の湯 新宿17 万年湯 中野26 クラブ湯

台東17 梅の湯 荒川13 子宝湯 墨田31 大黒湯 足立13 旭湯 葛飾15 第四富士の湯 江戸川18 小松湯 新宿18 金沢浴場 中野27 大黒湯

台東18 玉の湯 荒川14 千代の湯 墨田32 亀の湯 足立14 小桜湯 葛飾16 第二宝湯 江戸川19 椎橋湯 新宿19 東宝湯 中野28 旭湯

台東19 富士の湯 荒川15 竹の湯 墨田33 荒井湯 足立15 梅の湯 葛飾17 末広湯 江戸川20 まりの湯 新宿20 弁天湯 中野29 清春湯

台東20 平和湯 荒川16 千歳湯 墨田34 御谷湯 足立16 弁天湯 葛飾18 稲荷湯 江戸川21 不二の湯 新宿21 大星湯 中野30 栄湯

台東21 武の湯 荒川17 富来浴場 墨田35 幸楽湯 足立17 美登利湯 葛飾19 友の湯 江戸川22 金城湯 新宿22 蓬莱湯 中野31 月の湯

台東22 鶴の湯 荒川18 大盛湯 墨田36 黄金湯 足立18 大和湯 葛飾20 竹の湯 江戸川23 日の出湯 新宿23 若葉湯 中野32 雷湯

台東23 アクアプレイス旭 荒川19 昭和湯 墨田37 錦糸浴場 足立19 松の湯 葛飾21 富の湯 江戸川24 水神湯 新宿24 塩湯 中野33 平和浴泉

台東24 曙湯 荒川20 栄湯 墨田38 楽天浴場 足立20 五反野浴場 葛飾22 愛国湯 江戸川25 鶴の湯 新宿25 柳湯 杉並1 ゆたか湯

台東25 白水湯 荒川21 カネカ湯 墨田39 松の湯 足立21 金子湯 葛飾23 アクアドルフィンランド 江戸川26 地蔵湯 新宿26 第二弁天湯 杉並2 井草湯

台東26 入の湯 荒川22 清の湯 墨田40 末広湯 足立22 めぐみ湯 葛飾24 成弘湯 江戸川27 長生湯 新宿27 鶴巻湯 杉並3 亀の湯

台東27 燕湯 荒川23 野崎浴場 墨田41 弁天湯 足立23 玉の湯 葛飾25 第五梅月湯 江戸川28 吉野湯 新宿28 大黒湯 杉並4 秀の湯

台東28 大黒湯 荒川24 富士見湯 墨田42 大正湯 足立24 富士の湯 葛飾26 日の出湯 江戸川29 寿湯 新宿29 松の湯 杉並5 天徳湯

台東29 松の湯 荒川25 喜楽湯 墨田43 竹の湯 足立25 第二愛国湯 葛飾27 第二日立湯 江戸川30 武蔵湯 新宿30 金成湯 杉並6 文化湯

台東30 松の湯 荒川26 藤の湯 墨田44 高砂湯 足立26 椿湯 葛飾28 第一日立湯 江戸川31 大黒湯 新宿31 竹の湯 杉並7 玉の湯

台東31 寿湯 荒川27 雲翠泉 江東1 常盤湯 足立27 いこい湯 葛飾29 ゆートピア２１ 江戸川32 竹の湯 新宿32 第三玉の湯 杉並8 第二玉の湯

台東32 鶴の湯 荒川28 帝国湯 江東2 竹の湯 足立28 江北湯 葛飾30 富士の湯 江戸川33 照の湯 新宿33 熱海湯 杉並9 天狗湯

台東33 大久保湯 荒川29 黄金湯 江東3 第二湊湯 足立29 小台湯 葛飾31 第二寿美の湯 江戸川34 鷹の湯 渋谷1 羽衣湯 杉並10 ＧＯＫＵＲＡＫＵＹＡ

台東34 松葉湯 荒川30 寿湯 江東4 辰己湯 足立30 湯処じんのび 葛飾32 金町湯 江戸川35 島田浴場 渋谷2 玉川湯 杉並11 亀の湯

台東35 蛇骨湯 荒川31 玉の湯 江東5 亀の湯 足立31 たぐち湯 葛飾33 松の湯 江戸川36 友の湯 渋谷3 天龍泉 杉並12 第二宝湯

台東36 日の出湯 荒川32 斎藤湯 江東6 日の出湯 足立32 稲荷湯 葛飾34 北野浴場 江戸川37 亀の湯 渋谷4 第二かねき湯 杉並13 第一宝湯

台東37 三筋湯 荒川33 湯パーク日暮里 江東7 小山湯 足立33 たちばな湯 葛飾35 髙乃湯 江戸川38 みどり湯 渋谷5 観音湯 杉並14 藤乃湯

台東38 梅の湯 荒川34 正庭湯 江東8 天神湯 足立34 おきもと湯 葛飾36 栄湯 江戸川39 新月湯 渋谷6 武の湯 杉並15 林泉湯

台東39 帝国湯 荒川35 鴻の湯 江東9 隆乃湯 足立35 豊明湯 葛飾37 高砂湯 江戸川40 第二鹿の湯 渋谷7 栄湯 杉並16 天徳泉

台東40 鶴の湯 荒川36 第三桜湯 江東10 末広湯 足立36 あたみ湯 葛飾38 興和浴場 江戸川41 鹿の湯 渋谷8 仙石湯 杉並17 成宗湯

台東41 弁天湯 荒川37 弁天湯 江東11 富山湯 足立37 星谷浴泉 葛飾39 寿湯 江戸川42 イーストランド 渋谷9 大黒湯 杉並18 観音湯

文京1 君の湯 荒川38 大勝湯 江東12 らかん湯 足立38 大六天湯 葛飾40 アクアガーデン栄湯 江戸川43 庄楽の湯 渋谷10 八幡湯 杉並19 平和湯

文京2 大黒湯 荒川39 又六湯 江東13 第二久の湯 足立39 松の湯 葛飾41 松の湯 江戸川44 元の湯 渋谷11 奥の湯 杉並20 玉の湯

文京3 豊川浴泉 荒川40 大黒湯 江東14 鈴の湯 足立40 足立湯 葛飾42 福の湯 江戸川45 竹の湯 渋谷12 鶴の湯 杉並21 なみのゆ

文京4 月の湯 荒川41 新柳湯 江東15 竹の湯 足立41 竹の湯 葛飾43 喜久の湯 江戸川46 春江湯 渋谷13 さかえ湯 杉並22 小杉湯

×印は平成２６年２月現在で当組合が把握している廃業浴場です。 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880
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杉並23 弁天湯 大田8 末広湯 大田68 大正湯 目黒7 和泉湯 北7 テルメ末広 板橋23 さくら湯 練馬29 たつの湯 三鷹2 春の湯

杉並24 第三宮下湯 大田9 天神湯 大田69 寿湯 目黒8 不動浴場 北8 ＨＯＴランドみどり湯 板橋24 花の湯 練馬30 松乃湯 三鷹3 のぼり湯

杉並25 宮下湯 大田10 東湯 大田70 蒲田福の湯 目黒9 千代の湯 北9 ゆートピア 板橋25 宝湯 練馬31 関の湯 三鷹4 千代乃湯

杉並26 香藤湯 大田11 新呑川湯 大田71 ゆ～シティー蒲田 目黒10 鶴の湯 北10 第二岩の湯 板橋26 ゆーらんど 練馬32 第二亀の湯 三鷹5 神明湯

杉並27 大和湯 大田12 幸の湯 大田72 辰己天然温泉 目黒11 旭湯 北11 玉の湯 板橋27 あづま湯 練馬33 栄湯 小平1 栄湯

杉並28 桜湯 大田13 観音湯 大田73 改正湯 目黒12 みどり湯 北12 藤の湯 板橋28 初音湯 練馬34 大富湯 小平2 小平浴場

杉並29 杉並湯 大田14 小町湯 世田谷1 山の湯 目黒13 亀の湯 北13 平和湯 板橋29 藤の湯 練馬35 貫井浴場 小平3 上水湯

杉並30 小宝湯 大田15 宝湯 世田谷2 石川湯 目黒14 大岡山浴場 北14 松の湯 板橋30 岩の湯 練馬36 ニュー銭湯和倉 東村山1 久米川湯

杉並31 第二石原浴場 大田16 竹の湯 世田谷3 八幡湯 目黒15 第二千代の湯 北15 十條湯 板橋31 栄湯 練馬37 平和湯 東村山2 ニュー双葉湯

杉並32 ゆ家和ごころ　吉の湯 大田17 栄湯 世田谷4 宇田川湯 目黒16 月光泉 北16 久保の湯 板橋32 黄金湯 立川1 梅の湯 東村山3 桜湯

杉並33 浜の湯 大田18 玉の湯 世田谷5 松原湯 目黒17 入間湯 北17 春日湯 板橋33 光徳湯 立川2 高砂湯 西東京1 みどり湯

杉並34 こがね湯 大田19 重の湯 世田谷6 新寿湯 目黒18 富士の湯 北18 港湯 板橋34 北野湯 立川3 美保湯 西東京2 ゆパウザひばり

杉並35 ゆあみランド永福 大田20 かもめ湯 世田谷7 鶴の湯 目黒19 平和湯 北19 加賀浴場 板橋35 ニコニコ湯 立川4 松見湯 西東京3 庚申湯

杉並36 大黒湯 大田21 入船湯 世田谷8 山崎湯 目黒20 宝来泉 北20 地蔵湯 板橋36 伏見湯 立川5 羽衣湯 西東京4 松の湯

杉並37 和泉湯 大田22 第三松の湯 世田谷9 第二淡島湯 豊島1 清の浴場 北21 柳湯 板橋37 第一金乗湯 国立1 松の湯 西東京5 妙法湯のんびり温泉

杉並38 湯の楽代田橋 大田23 第二栗の湯 世田谷10 常盤湯 豊島2 山の湯温泉 北22 藤ランド 板橋38 第一亀の湯 国立2 鳩の湯 清瀬1 伸光湯

品川1 高松湯 大田24 都湯 世田谷11 三宿浴場 豊島3 要湯 北23 金星湯 板橋39 湯～ハウス 東大和1 富士見湯健康セントー 清瀬2 宝湯

品川2 喜久の湯 大田25 朝日湯 世田谷12 月の湯 豊島4 千川湯 北24 宝泉湯 板橋40 寿湯 東大和2 ゆ処　神明湯 清瀬3 喜多の湯

品川3 松の湯 大田26 森の湯 世田谷13 富士見湯 豊島5 健康ランド末広湯 北25 豊島浴場 板橋41 第二寿湯 武蔵村山1 砂川湯 清瀬4 清の湯

品川4 武蔵小山温泉　清水湯 大田27 新田浴場 世田谷14 清水湯 豊島6 地蔵湯 北26 豊島湯 板橋42 紀の国湯 昭島1 富士見湯 清瀬5 峰の湯

品川5 東京浴場 大田28 富久湯 世田谷15 八幡湯 豊島7 モダンバス 北27 善光寺湯 板橋43 功泉湯 昭島2 昭和湯 東久留米1 源の湯

品川6 恵比寿湯 大田29 一乃湯 世田谷16 天神湯 豊島8 紅梅湯 北28 滝野川浴場 板橋44 松の湯 昭島3 三光湯 東久留米2 第二喜多の湯

品川7 金泉湯 大田30 第一相模湯 世田谷17 鶴の湯 豊島9 不動湯 北29 稲荷湯 板橋45 熊野湯 羽村1 藤の湯 八王子1 武の湯

品川8 福井湯 大田31 一の湯 世田谷18 天狗湯 豊島10 稲荷湯 北30 柳湯 板橋46 大黒湯 小金井1 ぬくい湯 八王子2 松の湯

品川9 富士見湯 大田32 秀の湯 世田谷19 駒の湯 豊島11 常盤湯 北31 クアパレスゆうゆう 板橋47 沢の湯 国分寺1 孫の湯 八王子3 福の湯

品川10 万年湯 大田33 第一弁天湯 世田谷20 千代の湯 豊島12 広の湯 北32 ゆートピア 板橋48 三吉湯 国分寺2 福の湯 八王子4 四方の湯

品川11 戸越銀座温泉 大田34 草津湯 世田谷21 栄湯 豊島13 五色湯 北33 飛鳥山温泉 板橋49 清水湯 国分寺3 桃の湯 八王子5 稲荷湯

品川12 金春湯 大田35 桜館 世田谷22 弘善湯 豊島14 妙法湯 北34 えびす湯 板橋50 ときわ健康温泉 府中1 松の湯 日野1 ひの湯

品川13 万福湯 大田36 東海湯 世田谷23 丸正浴場 豊島15 桃仙浴場 北35 鶴の湯 板橋51 上板浴場 府中2 福の湯 稲城1 稲城浴場

品川14 記念湯 大田37 梅の湯 世田谷24 えの木湯 豊島16 東湯 北36 月の湯 板橋52 アクアセゾン 府中3 曙湯 稲城2 玉城湯

品川15 宮城湯 大田38 久松温泉 世田谷25 塩の湯 豊島17 三立湯 北37 金の湯 板橋53 富の湯 府中4 朝日湯 多摩1 立花浴泉

品川16 吹上湯 大田39 太陽泉 世田谷26 給田湯 豊島18 新栄湯 北38 橘湯 板橋54 大和湯 府中5 美好湯 町田1 大蔵湯

品川17 天神湯 大田40 女塚浴場 世田谷27 増穂湯 豊島19 朝日湯 北39 大黒湯 練馬1 寿湯 府中6 旭湯 町田2 梅の湯

品川18 海水湯 大田41 池上温泉 世田谷28 松の湯 豊島20 栄湯 北40 殿上湯 練馬2 小川バスマンション 府中7 桜湯 町田3 龍の湯

品川19 錦湯 大田42 第二日の出湯 世田谷29 第二千歳湯 豊島21 前田湯 北41 亀の湯 練馬3 くまの湯 府中8 さかえ湯 町田4 金森湯

品川20 中延記念湯 大田43 はすぬま温泉 世田谷30 北沢湯 豊島22 平和湯 北42 松の湯 練馬4 桑の湯 府中9 藤の湯

品川21 新生湯 大田44 栗の湯 世田谷31 月見湯温泉 豊島23 三鈴湯 北43 滝の湯 練馬5 ゆ～ポッポ 府中10 玉の湯

品川22 新井湯 大田45 八幡浴場 世田谷32 塩原湯 豊島24 小松湯 北44 宗湯 練馬6 北町浴場 調布1 湯の森　深大湯

品川23 八幡湯 大田46 小松湯 世田谷33 世田谷温泉　四季の湯 豊島25 新月湯 板橋1 岩の湯 練馬7 金乗湯 調布2 梅の湯

品川24 金春湯 大田47 亀の湯 世田谷34 湯パークレビランド 豊島26 ゆラックス 板橋2 富士見湯 練馬8 須賀乃湯 調布3 鶴の湯

品川25 星の湯 大田48 稲荷湯 世田谷35 そしがや温泉２１ 豊島27 堀之内浴場 板橋3 常盤浴場 練馬9 鹿島湯 調布4 宮の湯

品川26 松の湯 大田49 国の湯 世田谷36 栄湯 豊島28 稲荷湯 板橋4 パブリバ八光 練馬10 中村浴場 調布5 富士見湯

品川27 豊湯 大田50 明神湯 世田谷37 藤の湯 豊島29 千代田湯 板橋5 宝湯 練馬11 宝湯 調布6 緑湯

品川28 高砂湯 大田51 調布弁天湯 世田谷38 新寿湯 豊島30 銀泉湯 板橋6 稲垣浴泉 練馬12 日乃出湯 調布7 亀の湯

品川29 大盛湯 大田52 花の湯 世田谷39 錦湯 豊島31 巣鴨湯 板橋7 第二宝湯 練馬13 辰己湯 調布8 神代湯

品川30 ピース湯 大田53 益の湯 世田谷40 喜久の湯 豊島32 やすらぎの湯　ニュー椿 板橋8 小茂根湯 練馬14 久松湯 調布9 寿湯

品川31 みどり湯 大田54 久が原湯 世田谷41 栗の湯 豊島33 えびす湯 板橋9 第二富士の湯 練馬15 川場湯 調布10 日の出湯

品川32 花の湯 大田55 第一京浜浴場 世田谷42 弦巻湯 豊島34 香取湯 板橋10 大黒湯 練馬16 南湯 狛江1 富の湯

品川33 東京浴場 大田56 第二弁天湯 世田谷43 明の海 豊島35 宮下湯 板橋11 第二富士見湯 練馬17 浅間湯 狛江2 お湯どころ野川

品川34 末広湯 大田57 あやめ風呂 世田谷44 ノザワランド 豊島36 金春湯 板橋12 クアパレス藤 練馬18 小竹浴場 狛江3 狛江湯

品川35 朝日湯 大田58 美奈見の湯 世田谷45 松力の湯 豊島37 玉の湯 板橋13 みやこ湯 練馬19 江古田湯 狛江4 和泉湯

品川36 日の出湯 大田59 日の出湯 世田谷46 白山湯 豊島38 大塚記念湯 板橋14 金松湯 練馬20 豊玉浴場 武蔵野1 元の湯

品川37 水神湯 大田60 朝日湯 世田谷47 松の湯 豊島39 日の出湯 板橋15 一の湯 練馬21 玉の湯 武蔵野2 境南浴場

大田1 六郷温泉 大田61 第二天狗湯 世田谷48 つばめ湯 豊島40 高砂湯 板橋16 愛染湯 練馬22 豊の湯 武蔵野3 虎の湯

大田2 照の湯 大田62 あたり湯 目黒1 文化浴泉 北1 露天風呂ゆの花 板橋17 稲荷湯 練馬23 美寿々湯 武蔵野4 武蔵野浴場

大田3 隆の湯 大田63 大森湯 目黒2 光明泉 北2 川嶋湯 板橋18 朝日湯 練馬24 岩の湯 武蔵野5 三谷湯

大田4 ＮＵ－ＬＡＮＤさがみゆ 大田64 恵湯 目黒3 大黒湯 北3 お玉湯 板橋19 竹の湯 練馬25 富士の湯 武蔵野6 鶴の湯

大田5 蒲田温泉 大田65 第二松の湯 目黒4 寿湯 北4 富士の湯 板橋20 立山浴場 練馬26 友の湯 武蔵野7 弁天湯

大田6 第五相模湯 大田66 浜の湯 目黒5 効明泉 北5 岩の湯 板橋21 水神湯 練馬27 豊宏湯 武蔵野8 よろづ湯

大田7 太平湯 大田67 福富湯 目黒6 大塚湯 北6 栄湯 板橋22 梅の湯 練馬28 富士見湯 三鷹1 アサヒトレンド２１

×印は平成２６年２月現在で当組合が把握している廃業浴場です。 88 176 264 352 440 528 616 704 792 880


