
Get湯！
-ストリート銭湯カルチャー沸騰中！-

〜物欲編〜世界初！アーティストによる銭湯グッズ専門店・作品展示〜at.VOU
〜入浴編〜銭湯入浴&極楽銭湯PARTYイベントat.サウナの梅湯

銭湯という古き良き文化と新しいカルチャーの発信の場として新感覚で銭湯を体感するイベント

2016年10月24日
Get湯！

【イベント告知／ご取材のお願い】
報道関係各位

Get湯！は、日本文化を代表する古都京都・古くから銭湯文化のメッカである京都にて、10/28(金)-
11/15(火)古き良き銭湯文化と新しいカルチャー表現の発信を目的に、VOU/棒（京都）・サウナの梅湯（京

都）にて、イベント「Get湯！」を開催します。VOU/棒にて世界初の銭湯グッズ専門店を期間限定オープン。
デザイナー、グラフィック、映画、陶芸家、落語家、DJ、ラップ、ヒップホップ、ミュージシャン、スケー
ター etc...様々な分野のアーティスト達が制作したオリジナルの銭湯グッズを販売・作品展示。そして、その
銭湯グッズを実際にサウナの梅湯にて銭湯に入浴し体感。また、極楽銭湯PARTYイベント、銭湯窯場見学、銭

湯風呂掃除体験、復活銭湯広告などのイベントを実施。
これらを通して、「ストリート銭湯カルチャー」を極楽体験することができるイベントです。

【Get湯！企画趣旨】

銭を払えば万人を受け入れる風呂がある、文字通り「銭湯」である。
地中から湧き出た温泉ではなく、水からわざわざ沸かして湯をつくり、それを商売にしている。

このクレイジーな発想には、先立って需要がある。
それは誰もが知っている、入浴という極楽! 銭湯は、日常の中にある非日常な存在として、至福の時間と空間を提供してく

れる。
そんな銭湯への感謝の思いと、銭湯の良さを多くの人に体感してもらいたいという思いから 「Get湯!」は発足しました。

今回第二回目となるGet湯!は、デザイナー、グラフィック、映画、陶芸家、落語家、DJ、ラップ、ヒップホップ、ミュー
ジシャン、スケーター etc... 様々な分野のアーティスト達で構成されています。

これら皆に共通していること。それは「クリエイティブである」という事と「銭湯好きである」という事。
そして、銭湯もストリートに在り、ストリートに根ざしたカルチャーであるという事。

これらをミックスして、銭湯という名の元に、「ストリート銭湯カルチャー」という新しいムーブメントを沸かしていき
ます。

期間中は、“物欲編”として、アーティスト達が制作した銭湯グッズの専門店を四条烏丸のVOUに置き、
五条木屋町のサウナの梅湯を“入浴編”の本拠地として、連携してイベントを起していきます。

【日時】 2016年10月28日（金）-2016年11月15日（火）15:30-23:00 (朝風呂 土日 6:30〜12:00)（サウナの梅湯）16:00-22:00（VOU）
【場所】 VOU/棒、サウナの梅湯にて実施 【WEB】 http://www.getyuuuu.com/
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メインビジュアル：NONCHELEEE
デザイン：廣田碧（看太郎）

会場1:VOU/棒
会場2:サウナの梅湯

http://www.getyuuuu.com/


① 〜物欲編〜 at.VOU
-アーティストによる銭湯グッズ専門店-・「梅湯映画部 中村A&無宿presentsワールド・イズ・湯アーズ」展示-

10/28(金)-11/15(火)16:00-22:00＠VOU ※水・木曜日定休日

VOUの和室ギャラリーに世界初の銭湯グッズ専門店が期間限定オープン。デザ

イナー、グラフィック、映画、陶芸家、落語家、DJ、ラップ、ヒップホップ、ミュージ

シャン、スケーター などの様々なアーティストが創り出すニュースタイルの銭湯

グッズ販売・作品展示。Get湯！オリジナルグッズやコラボグッズも多数販売。

VOUの二階では、 サウナの梅湯助っ人スタッフによる「梅湯映画部 中村A&無宿

presentsワールド・イズ・湯アーズ」展示も開催します。VOU銭湯グッズ専門店でス

トリート銭湯カルチャーを楽しめ！

「Get湯！」イベント開催概要

■主催 ：Get湯！（主催者：VOU/棒、サウナの梅湯、ナイス湯）■WEB ：http://www.getyuuuu.com/

■日時 ：2016年10月28日（金）-2016年11月15日（火）15:30-23:00(朝風呂 土日 6:30〜12:00)（サウナの
梅湯）16:00-22:00（VOU）
■場所 ： VOU/棒（京都）・サウナの梅湯（京都）

■参加費 ：「VOU/棒」無料（申し込み不要）「サウナの梅湯」入浴料大人（中高生以上）430円、中人（小学生）150
円、小人（乳幼児）60円

③ yu!yu!極楽銭湯PARTY

11/10(木) 16:00 OPEN 21:30 CLOSE@サウナの梅湯 http://www.getyuuuu.com/event
料金：「風呂ライブ」 ¥1,000（先着60名）、「番台DJ&パフォーマンス」「上映会&トークショー」 入場料¥1,000（1ドリンク¥500付き）
梅湯を貸し切り、スペシャルパーティーを実施。風呂場LIVE&番台DJ&上映会トークショーで最上級極楽気分カマそうぜ！

〜入浴編〜 at.サウナの梅湯
-極楽銭湯入浴-

10/28(金)-11/15(火)15:30-23:00(朝風呂土日6:30〜12:00)＠サウナの梅湯※木曜日定休日
入浴料大人（中高生以上）430円、中人（小学生）150円、小人（乳幼児）60円。サウナの梅湯
にて銭湯入浴を極楽体験。実際に、VOU銭湯グッズ専門店で購入した銭湯グッズをこのサウ

ナの梅湯で銭湯に入って銭湯文化を極楽体験することが出来ます。今回は、スペシャルイベ
ント「yu!yu!極楽銭湯PARTY」や、かつて存在した銭湯広告の復活や、「Get湯！」番頭オリジ

ナルブレンド薬湯、極楽銭湯風呂掃除体験、極楽銭湯釜場見学などのイベントも随時実施し
ます。銭湯グッズを身に付けて、ストリート銭湯カルチャーを肌で体感。ストリート銭湯カル
チャーで極楽キメろ！

「ザ・ノンフィクション ボクは梅湯の三次郎。」上映会
&湊三次郎×ZEN-LA-ROCKトークショー
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ZEN-LA-ROCK Complex Cornflax

「番台DJ&パフォーマンス」

NONCHELEEE&AIR冗談 諸行亭夢常

MJ-MICHI(FROCLUB) SHIOTSU(FROCLUB)

「風呂ライブ」

yu!yu!極楽銭湯PARTYは
入場料1000円（ワンドリンク付き）にて参加可能。
・「番台DJ&パフォーマンス」
・「ザ・ノンフィクション ボクは梅湯の三次郎。 」上映会&湊三次郎
×ZEN-LA-ROCKトークショー
プラス別途1000円にて参加可能。
・「風呂ライブ」

http://www.getyuuuu.com/
http://www.getyuuuu.com/event


⑨極楽銭湯風呂掃除体験⑧ Get湯！オリジナル薬湯＠サウナの梅湯

10/28(金)-11/15(火)15:30-23:00(朝風呂
土日6:30〜12:00)
＠サウナの梅湯※木曜日定休日
Get湯！オリジナル薬湯を日替わりでご
提供します。Get湯！のために梅湯番
頭湊三次郎がブレンドしたオリジナル

薬湯。例えば、ヒアルロン酸×グレープ
フルーツ、香花水×スッキリ酵素 など、
既存の入浴剤をミックスさせてしまいま
す！

10/30(日)31(月)11/1(火)6(日)7(月)8(火)13(日)14
(月)15(火) 開催 23時集合-24時10分終了
※各回先着4名程度、参加費無料

＠サウナの梅湯
銭湯に欠かすことができない毎日の風呂掃除。
風呂掃除で銭湯の１日が終わり、そしてまた銭湯
の１日がここから始まる。そんな銭湯の基本、お
風呂屋さんの裏方作業、人生で一度はやってみ
たい風呂掃除が体験できます。Get湯！開催期
間中、上記の日程日時で開催します。参加費無
料どなたでもご参加出来ます。ご予約の方は、サ
ウナの梅湯受付にてお声かけください。

①①Get湯！スタンプラリーイベント⑩極楽銭湯釜場見学

随時見学可能※受付にて予約 5分程度
＠サウナの梅湯

江戸時代から２１世紀まで、銭湯といえば、薪
沸かし！！

今もなおオールドスタイルを貫く梅湯の釜場
を公開します。ほっこりを生み出すその裏方
はいったいどんなんか見てください！番頭が
銭湯の裏方作業についてお教えします！参
加無料、受付はサウナの梅湯受付にて。５分
程度の見学なので、お気軽にお声かけくださ
い。

10/28(金)-11/15(火)※会期中
@VOU @サウナの梅湯
※スタンプを集めた方には「Get湯2！お風呂で
貼れるオリジナルステッカー」プレゼント！
Get湯！イベント開催期間中、VOU・サウナの梅
湯それぞれの店舗にて商品購入&入浴していた

だいた方には、フライヤーに記載されているスタ
ンプ箇所にGet湯！オリジナルスタンプを押しま
す。両店舗にてスタンプをGETした方には、Get湯
2!お風呂で貼れるオリジナルステッカーをプレゼ
ントします。Get湯！スタンプラリーイベント限定
特典となります。※数に限りがございます。

①②VOU⇄サウナの梅湯横断Get湯！オリジナル無料レンタルサイクル

設置場所：@VOU @サウナの梅湯
※利用無料
VOUとサウナの梅湯。両店舗の行き来を快適
にするGet湯！オリジナル無料レンタルサイク

ルサービス。台数に限りがございますので、最
初にご利用していただく方から優先的にご利用
していただくカタチとなります。予めご了承くださ
い。
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④「梅湯映画部 中村A&無宿presentsワールド・イズ・湯アーズ」

10/28(金)～11/15(火) ＠VOU
※入場無料
VOUの二階にて、梅湯助っ人スタッフ「中村
A」、「無宿」による映画の中で登場する銭湯
シーンを集めたアーカイブ展を開催します。

⑤「月亭太遊のらぷごスペシャルLIVE」

11/4(金)16:00＠VOU
※参加無料
DAWU(DJ)/AllyMobbs(BeatLive/ 月
亭太遊(らぷごLIVE) 
VOUにて月亭太遊によるラップと落

語を掛け合わせた新感覚フリースタ
イル「らぷご」ライブを実施。

⑦復活銭湯広告⑥ RADIO MiX KYOTO FM87.0 SPLASH MIX KYOTO

11/9(水)17:00放送予定
Get湯！主催の3名川良謙太・湊三次
郎・横須賀馨介がGet湯！第二回開催へ

の想いと宣伝をラジオの電波に乗せて
伝えます。

10/28(金)-11/15(火)15:30-23:00(朝
風呂土日6:30〜12:00)
＠サウナの梅湯※木曜日定休日
POMPOM LITTLE CIGARS（小磯竜
也&横須賀馨介）制作によって銭

湯広告事業を復活させます。京都
中のまちの商店をご紹介します。
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参加アーティスト一覧

『ZEN-LA-ROCK』

a.k.a.の『COMBINATE FUTURE』
はまさかのRAMMELLZEE（ラメル
ジー）の命名。
CAPブランドNEMESの運営、アニメ
「スペース☆ダンディ」、ももクロ
の妹分・チームしゃちほこへの楽曲
提供やRedbullのTV CMナポレオン
編、NHK Eテレ「ごちそんぐDJ」出
演と多岐に渡りROCKしている。勿
論風呂好き。特にサウナ。
www.zenlarock.com

『NONCHELEEE&AIR冗談』

NONCHELEEEが100％間に何も挟ま
ずにお届けする福岡のホットなC調レ
ゲエ、それがAIR冗談。
九州ロッカーズのシゲちゃんを筆頭

にいい顔揃えて、あなたのお越しを
お待ちしております！
今回のGet湯！VOL2のメインビジュ
アルも担当している。
fuguriddim.com

『MJ-MICHI』

多感な青春時代にブラックカル
チャー(音楽やファッション)から大
きな影響を受け それを動機に自
らもDJを志すようになる。 京都
を活動拠点に日本を代表する
HIPHOPメッカ大阪でも活動中。
https://twitter.com/mj23
michi

『DAISAK』

地球には様々な刺激が溢れて
いる。SF映画、おもちゃなど、そ
れらを参考に陶芸とイラストを用
いて新たな刺激物を制作してい
る。
https://www.google.co.jp
/webhp?sourceid=chrome
-
instant&ion=1&espv=2&i
e=UTF-8#q=daisak

『VOU 川良謙太』

VOU/棒京都、四条烏丸の路
地裏で密かに営業しているショッ
プ&ギャラリー店主。全国各地の
アーティスト達が制作した作品や
商品を中心にセレクトし、VOU
レーベルのオリジナルグッズも展開
している。
http://voukyoto.com/

『SPIRAL WAY』

座禅・立禅・湯禅。サウナ
⇆ 水風呂の往復で心身を解
放し、あらゆる角度から銭
湯を楽しむアイテムを冥想
する。
今回は前回好評の＜ゆT＞第
二弾に加え、NEWアイテム
を湯人のみなさまにお届け
します。
http://www.spiralway.net
/

『サウナの梅湯 湊三次郎』

サウナの梅湯店主-銭湯活動家廃業寸
前の銭湯が復活！？ 銭湯カルチャーの
発信地らしく、常連さんからビギナーまで
色んなお客さんがごった返し！実験的な
イベントも行われています。ひとまず、梅
湯で極楽キメてくださいな♨
https://twitter.com/37sanjiro10
?lang=ja

『DJ SHIOTSU』

2001年よりクラブDJとして活動を
開始し、現在全国で最も注目され
ているクラブ"BUTTERFLY"にて毎
週土曜日開催される看板パー
ティー"BUTTERFLY 
SATURDAYS"のレギュラーDJとし
て、DJ LEAD、DJ YMX達と共に
京都のシーンを支える。独自の世
界観と経験をもって、ブラック
ミュージックのよさをDJを通して
伝えるそのセンスは本物で、選曲
の幅も広く、ミックスにおいても
リスナーを納得させ踊らせる。
http://402studio.tumblr.com/

『POMPOM LITTLE CIGARS』

小磯竜也×横須賀馨介の制作ユニット。か
つてアンディウォーホールがファクトリーを創っ
たように。WORKSHOP MU!!が米軍ハウ
スで、大瀧詠一が福生45スタジオで創造し
たように。僕らは僕らの立場から信じて揺る
がないモノごとを創り続けていきます。
http://www.getyuuuu.com/artist?li
ghtbox=dataItem-iuh8828a

『伊波英里』

グラフィックをメインに、映像やプロ
ダクトを制作している。
http://eriinami.com/

『諸行亭夢常』

ヒップとホップの隙間に諸行亭夢
常の響きあり。ジャンルレスDJ&
トラックメーカー。
不定期イベント、ダサい曲をかけ
るパーティー『DASAI』主催。
自身のmixcd『極東ガラパゴス
ミックスvol.3』が梅田茶屋町
ヴィレッジバンガードで掛け流し
スタイルで販売される。
新作mixcd『DELAべっぴん』が
漫画家、井上三太氏のインスタグ
ラムで紹介されスマッシュヒット。
現在mixcd5枚発売中。
https://www.instagram.com/s
hogyouteimujoy/

『Complex Cornflax』

昨年度リリースされた"Get Funny 
EP"の反響も記憶に新しいComplex 
Cornflaxが新たな作品をリリース！
今回お届けするのはデザイナー・
リュウとコラボレーションしたオリ
ジナルバンダナ！楽しさ求めて修行
を続けたCCXがダルマになった！そ
の修行の中で生まれた、まさに「悟
り」ともいえる楽曲集"AGILITUBE"
を、お買い上げの方全員にプレゼン
ト！新たな境地に達したCCXの世界
観をぜひご堪能ください！

http://www.zenlarock.com/
http://fuguriddim.com/
https://twitter.com/mj23michi
https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=daisak
http://voukyoto.com/
http://www.spiralway.net/
https://twitter.com/37sanjiro10?lang=ja
http://402studio.tumblr.com/
http://www.getyuuuu.com/artist?lightbox=dataItem-iuh8828a
http://eriinami.com/
https://www.instagram.com/shogyouteimujoy/


『なみまにさんかく』

なみまにさんかく
@namimanisankaku
京都在住の藍＆沙月2人組、
時代劇等の撮影衣裳スタッフ
をしながら創作活動やイベン
ト企画をするユニット。銭湯
企画も過去多数
️沙月は旧北野温泉ペンキ絵
制作経験あり・梅湯でも常設
でグッズ販売して貰っていま
す。新作を携え初参加♪
https://twitter.com/namim
anisankaku?lang=ja

『大江志織 /Oe Shiori』

大学の帰りによく通っていた銭湯。
気がつけば器の中に銭湯の絵を
描いていました。湯船につかってる
人、からだを洗ってる人、おばあ
ちゃん、ピチピチおねいさん、おしゃ
べりしてる人、そんな銭湯での何
気ない風景を描きます。

『ナイス湯-ヨコスカケイスケ』

とにかく「ナイス湯タオル」を配り続けてい
ます。世代とゆとカルチャー。ユートピア。
http://naiceyouyu.tumblr.com/

『石塚源太』

銭湯に行くことは生活と制作
のリズムを作ってくれます。
今回は、銭湯で作品のアイデ
アを練ってみたいと思います。
サウナの湿度と温度、水風呂
で感じる水温と体温。
交互に繰り返しイメージをつ
かみます。
今宵も「ゆ」のマークを目指
します。
http://gentaishizuka.com/
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『YOUNG SENTO MOVEMENT』

全世界の銭湯ファン、銭湯経営者、銭
湯周辺で活躍している方、銭湯に関わ
る全ての皆さんの力になっていけたら
と思います。「若者による銭湯ムーブ
メントを守る会 YOUNG SENTO 
MOVEMENT」2016/8/25(木)＠新宿
LOFT/PLUS ONE | ロフトプラスワン
にて発足。
https://twitter.com/young_sento_m

『オオタケント』

ギャグ漫画の神様 赤塚不二
夫作品では
おそ松くん →ユーモア
天才バカボン→ナンセンス
レッツラゴン→シュール
と、語られています。
僕は新しい何かを探してい
ます。
とりあえず銭湯に行って
ゆっくり考えます。

『廣田碧 / Midori Hirota』

看板屋「看太郎」、グラフィックデザ
イナー デザイン事務所でデザイナーと
して活動後、看板屋へと転身。看板の
製作を主軸に、ブランドやイベント・
展示などのロゴ・ツールのデザインを
行う。手書きのレタリングやドローイ
ング、グラフィックといった平面のデ
ザインを、電飾や看板など、さまざま
な素材・媒体を用いた空間のデザイン
へと展開している。
Get湯！ビジュアルデザインを担当。
https://www.instagram.com/kantar
o_signs/

『月亭太遊』

ラップと落語を掛け合わせ
た新感覚フリースタイル
「らぷご」ライブを実施し
ている。
「よしもと興業」所属。
http://search.yoshimoto.c
o.jp/talent_prf/?id=5936

『銭湯民族』

銭湯に関するあらゆる創作活動を
行っています。
https://twitter.com/minam
otoyu_ktpb

『染谷聡』

昔見たテレビアニメで、主
人公の男が湯船の中で繋
がっている隙間から女湯を
覗くために、売店の牛乳を
一気飲みしてそれを水中
ゴーグルがわりに試行錯誤
するシーンがあった。なん
か銭湯の知恵と工夫を感じ
ますよね。と言うわけで、
熱り冷めぬ第２弾にも参加。
今回も明日から使える？お
風呂グッズをならべます。

『藤内 佑季奈』

主に木版画で銭湯グッズを制
作。銭湯が好きという気持ち
で動いています。
「ゆ」を書き続ける女。

『藤田美智』

京都西院にある長屋アトリ
エにて主に人、動物をモ
チーフに 器やオブジェを制
作。
「食卓にファンタジーをひ
とつのせましょう」と歌う
歌がある。
日常の中の非日常。
日常の中にふわっと妄想や
ふふふが生まれるものをつ
くれたら。
http://t.misatofujita.com/

https://twitter.com/namimanisankaku?lang=ja
http://naiceyouyu.tumblr.com/
http://gentaishizuka.com/
https://twitter.com/young_sento_m
https://www.instagram.com/kantaro_signs/
http://search.yoshimoto.co.jp/talent_prf/?id=5936
https://twitter.com/minamotoyu_ktpb
http://t.misatofujita.com/
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『SOAP HEADS』

自然素材の石鹸をオリジナル制
作している。

『フクナガコウジ』

神奈川県藤沢市出身。2010年武蔵野美
術大学工芸工業デザイン学科テキスタ
イルデザイン専攻卒業。現在は宣伝美
術やパッケージをはじめとするデザイ
ン、アートワークに従事する他、2012
年より“SNACK ART”をテーマに作品を
発表。“LOVE ME AND MISO SOUP.”
などミソを軸に日本の文化を世界に広
める“大晦日”主宰。その他イベントの
企画・参加多数。左利き。
http://kohjifukunaga.tumblr.com

『やまもとまな』

絵描き、フローリストとして活動する
アーティスト。
絵画、テキスタイル、陶芸、植物、食物
など、多岐に渡る作品を制作。様々なメ
ディアを用い、媒体にとらわれない物作
りを特徴とする。風が吹くように雰囲気
が変わる作品は、自然からのインスパイ
アや、昨日食べた美味しいサラダなど、
身の周りの細やかな現象がモティーフに
なる。近年は、植物を媒体にした身体や
空間へのアプローチや、食を通じたイン
スタレーションなどを行う。

『中村A&無宿』

サウナの梅湯助っ人スタッフ映画
部。

1.VOU/棒
16:00-22:00 定休日 水・木曜日
600-8091 京都市下京区東洞院通四条下る元悪王子町47-12
075-744-6557 info@voukyoto.com

2.サウナの梅湯
15:30-23:00 定休日 木曜日(朝風呂土日6:30〜12:00)

600-8115 京都市下京区木屋町通上ノ口上ル岩滝町175
075-351-2681

ACCESS

http://kohjifukunaga.tumblr.com/
https://www.google.co.jp/maps?q=600-8091+%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%B8%82%E4%B8%8B%E4%BA%AC%E5%8C%BA+%E6%9D%B1%E6%B4%9E%E9%99%A2%E9%80%9A%E5%9B%9B%E6%9D%A1%E4%B8%8B%E3%82%8B%E5%85%83%E6%82%AA%E7%8E%8B%E5%AD%90%E7%94%BA47-12&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUK
mailto:info@voukyoto.com
https://www.google.co.jp/maps?espv=2&biw=1280&bih=614&q=%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%83%8A%E3%81%AE%E6%A2%85%E6%B9%AF&bav=on.2,or.&bvm=bv.123325700,d.dGY&ion=1&sns=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiFmb-d04DNAhUDGqYKHQI9BmQQ_AUIBigB


＜ VOU/棒-川良謙太 プロフィール＞

京都、四条烏丸の路地裏で密かに営業しているショップ&ギャラリー。 全国各地のアーティスト達が制作した作
品や商品を中心にセレクトし、VOUレーベルのオリジナルグッズも展開している。
WEB：http://voukyoto.com/
Twitter:@voukyoto
Instagram:@voukyoto
Facebook:https://www.facebook.com/voukyoto/

＜サウナの梅湯-湊三次郎 プロフィール＞

若手銭湯活動家でサウナの梅湯店主。
廃業寸前の銭湯が復活！？ 銭湯カルチャーの発信地らしく、常連さんからビギナーまで色んなお客さんがごっ
た返し！実験的なイベントも行われています。ひとまず、梅湯で極楽キメてくださいな♨

Twitter:@umeyu_rakuen（サウナの梅湯）：@37sanjiro10（湊三次郎）

＜ナイス湯/YOUNG SENTO MOVEMENT-横須賀馨介 プロフィール＞
ナイス湯/YOUNG SENTO MOVEMENT-ヨコスカケイスケ
「ナイス湯タオル」を配り続け、銭湯に来た人とコミュニケーションを取ることで、銭湯に存在するありとあら
ゆる価値を可視化していく活動「ナイス湯」を不定期的に実施している。2016年。現在は、銭湯以外の場で
「ナイス湯タオル」を配り続けることで、銭湯・温泉・ゆとカルチャー×〇〇の可能性を追求し続けている。東
京では「YOUNG SENTO MOVEMENT」という若い世代に銭湯カルチャーを発信していく集団を結成している。

ナイス湯
http://naiceyouyu.tumblr.com/
Twitter:@Niceyouyu
Instagram:@niceyouyu

Get湯！主催者

Get湯！お問い合わせ
getyuuuu@gmail.com

Get湯！WEB
http://www.getyuuuu.com/

Get湯！Facebook
https://www.facebook.com/getyuuuu/

Get湯！Twitter
https://twitter.com/getyuuuu

Get湯！instagram
https://www.instagram.com/getyuuuu/

CONTACT

YOUNG SENTO MOVEMENT
Twitter:@Young_Sento_M
Facebook:https://www.facebook.com/young.sento.movement/
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【スペシャルサンクス】
メインビジュアル：NONCHELEEE / デザイン：廣田碧（看太郎） / 協力：LAMP / F / DAWU / octave / 永江大

http://voukyoto.com/
https://twitter.com/voukyoto
https://www.instagram.com/voukyoto/
https://www.facebook.com/voukyoto/
https://twitter.com/umeyu_rakuen
https://twitter.com/@37sanjiro10
http://naiceyouyu.tumblr.com/
https://twitter.com/@Niceyouyu
https://www.instagram.com/niceyouyu/
mailto:getyuuuu@gmail.com
http://www.getyuuuu.com/
https://www.facebook.com/getyuuuu/
https://twitter.com/getyuuuu
https://www.instagram.com/getyuuuu/
https://twitter.com/Young_Sento_M
https://www.facebook.com/young.sento.movement/

