
ご利用宿泊施設リスト
対象となるギフト券
・ホテル・旅館ギフト券（Vコース）
・選べる体験ギフト券

2020 年 8月現在



北海道　登別温泉

登別万世閣

当館は登別地獄谷から硫黄泉を引いています。湧出した
ものをまっすぐ浴場へ。源泉かけ流し「硫黄泉」の効能
を五感で堪能する旅へ。血管拡張作用をもつ乳白濁の硫
黄泉にからだを沈め、筋肉がゆるむ寝湯にからだを浮か
べる。東屋（あずまや）がある露天風呂で春夏秋冬のに
おいを感じる。じっくりと味わい尽くす登別温泉。
〒059-0551 北海道登別市登別温泉町 21 番地
TEL：0570-08-3500（受付時間 9：00 ～ 18：00）
https://www.noboribetsu-manseikaku.jp

自然豊かな蔵王温泉エリアの中心、観光の拠点に最適な立地
です。山形は歴史が古い温泉が多く、蔵王は開湯 1900 年。
東北一の歴史をほこる温泉です。当館のお風呂は全て源泉
100％掛け流し。蔵王温泉特有の強酸性の硫黄泉は皮膚病、
胃腸病、眼病、傷に効果があり、肌を白く滑らかにする「
美人つくりの湯」「子供が元気に育つ湯」と言われています。
〒990-2301　山形県山形市蔵王温泉 942
TEL：023-694-9135（代）
https://www.zao.co.jp/lucent

山形県　上山温泉

仙渓園 月岡ホテル

正保元年 (1644 年 ) 創業、歴史とおもてなしの宿。
上山温泉の歴史は長禄２年（1458）肥前の国（現在の佐
賀県）の僧・月秀が旅の途中、沼地に沸く湯に一羽の鶴
が脛を浸し、傷が癒えて飛び去る姿を見かけたのが始ま
りと言われています。この温泉は「鶴脛の湯」とも呼ば
れています。効能・・・美肌効果、保湿効果、冷え性等。
〒999-3141　山形県上山市新湯 1-33
TEL：023-672-1212( 代 )
https://www.tsukioka.co.jp

秋田県　田沢湖高原温泉

プラザホテル山麓荘

眼下に田沢湖、背後に秋田駒ケ岳を配する絶景の立地。
田沢湖高原の四季折々の美しい自然を肌に感じながら気兼
ねなくお過ごしください。秋田駒ヶ岳の麓・田沢湖高原の
天然温泉を源泉 100％の掛け流しでご堪能下さい。
効能・・・アトピー性皮膚炎、慢性湿疹、切り傷、冷え性、
うつ状態、皮膚乾燥症、神経痛、腰痛症、打撲、ねん挫等。
〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ケ岳 2-32
TEL：0187-46-2131
https://sanrokusou.com

山形県　蔵王温泉

ルーセントタカミヤ



秋田県　湯瀬温泉

和心の宿 姫の湯

おいしい秋田米を育む米代川、新秋田三十景「湯瀬渓
谷」など自然美に囲まれた美人湯の郷。だんぶり（ト
ンボ）の導きにより長者になった「だんぶり長者伝説」
や、天皇の妃となった長者の娘が病を癒すために浸かっ
た温泉が湯瀬温泉だった「吉祥姫伝説」など様々な言い
伝えが残る東北有数の美人の湯をご堪能ください。
〒018-5141  秋田県鹿角市八幡平湯瀬温泉 40-1
TEL：0186-33-2011
https://sanrok-himenoyu.com

全室、蔵王の山々と松川を望むお部屋です。仙台駅から
無料直通シャトルバスで 1時間と、都心部から気軽に行
楽に来るにはぴったりの距離。開放的なロビーからは、
旅館中庭の約 200 坪もの広大な蔵王山水庭園を望み、四
季折々の美しさを楽しむことができます。蔵王連峰を望
む絶景の露天風呂、やわらかな美肌の湯。

宮城県　遠刈田温泉

湯遊び宿 旬樹庵 さんさ亭

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉東裏 30
TEL：0224-34-2211
http://www.zao-sansatei.co.jp

福島県　土湯温泉

山水荘

福島の美しい自然の中で二段の滝を眺めながら入る
珍しい露天風呂。土湯温泉の大自然のパノラマは、四
季折々の美しさを演出し、お客様に花鳥風月の趣をお
届けしております。千坪の日本庭園、野趣あふれる露
天風呂、さまざまな大浴場の湯船は、温泉とともに非
日常を味わいものとさせることでしょう。
〒960-2157　福島県福島市土湯温泉町字油畑 55
TEL：024-595-2141
http://www.sansuiso.jp

福島県　芦ノ牧温泉

芦ノ牧グランドホテル

料理自慢の宿。海の幸、山の幸を大自然の中のホテルで
ご堪能ください。大川渓谷を眼下に望み、鳥のさえずり
やせせらぎの音色に心癒される至福のひととき。四季折
々の野趣溢れる自然の彩につつまれて、とっておきの時
間をお愉しみください。大浴場、露天風呂共に渓谷側に
面しており、季節の移ろいを楽しむことができます。
〒969-5147 福島県会津若松市大戸町大字芦ノ牧 1044
TEL：0242-92-2221
https://www.ashinomaki.jp



福島県　熱塩温泉

山形屋

高台から、里山の四季の風景をぼんやりと眺めるお部
屋が自慢です。山中から湧きい出る” 熱塩の湯（約６
５．５度の高温で塩分の多い湯）” は、会津のお殿様か
ら庶民まで広く愛されて来た名湯です。650 年の歴史
を誇る柔らかな肌当たりの温泉は、しっとりと肌をう
るおし、ポカポカと体を温めてくれます。

福島県　飯坂温泉

湯乃家

飯坂温泉唯一の展望露天風呂が自慢。正面に信夫山を見据え、
また吾妻小富士、一切経をはじめとした奥羽山脈や霊山、阿
武隈山地に囲まれた自然の箱庭が一望できます。夜にはまる
で宝石箱（庭）のよう。日本武尊が発見したと伝えられる飯
坂温泉。旅の疲れが、心地よい汗となり流れてゆきます。
豊富なお湯にゆっくりつかってください。

〒966-0101 福島県喜多方市熱塩加納町
TEL：0241-36-2288 　熱塩字北平田甲 347-2　
https://www.spa-yamagataya.com

〒960-0211　福島市飯坂町湯野字湯ノ上 18 番地
TEL：024-542-3333( 代 )
http://www.yunoya.co.jp

群馬県　老神温泉

吟松亭あわしま

伝説と渓谷の自然風景に囲まれる老神温泉郷。当館は眼下に
片品川の流れ、遠くに尾瀬を望む高台に佇んでおります。あ
わしまを創業した桑原家が明治頃より代々大切に受け継いで
きた二つの源泉が、今もなみなみと注がれるあわしまのお風
呂。雄大な自然の広がりを眺める絶景の露天風呂や、広々と
した大浴場にて老神の名湯をごゆっくりとお楽しみください。
〒378-0322 群馬県沼田市利根町老神温泉 603　
TEL：0278-56-2311
http://g-awashima.com



群馬県　磯部温泉

舌切雀のお宿 磯部ガーデン

童話「舌切雀」が生まれたお宿です。群馬県の南西部に位置
する磯部温泉は中仙道に程近く、古来より碓氷峠を往来する
旅人や湯治客で賑わっていました。炭酸水素塩強塩温泉の良
質泉でスベスベ感のある「美肌湯」は特に神経痛・胃腸病に
効能があります。岩風呂、樽風呂、庭園風呂、展望大浴場な
どバラエティ豊かな湯遊びをお楽しみください。
〒379-0127 群馬県安中市磯部 1-12-5
TEL：027-385-0085
http://www.isobesuzume.co.jp

群馬県　猿ヶ京温泉

豆富懐石　猿ヶ京ホテル　

猿ヶ京の名湯と絶品豆富を味わう地元文化を伝える温泉リゾ
ート。自家製豆富と旬の素材を生かした豆富懐石はお客様か
らご好評いただいております。源泉掛け流しの大浴場は、高
い天井で開放的な明るい雰囲気で、岩風呂や檜風呂、泡風呂
などいくつも浴槽が分かれております。外には露天風呂を備
えており、熱い湯舟とぬるい湯舟に分かれています。
〒379-1403 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉 1171 
TEL：0278-66-1101
http://www.sarugakyo.net



栃木県　鬼怒川温泉

ホテルサンシャイン鬼怒川

鬼怒川の渓流沿いに建つ当宿。さわやかな水の音、さわ
さわと葉を揺らす森の木々、そこに暮らす野鳥たち。癒
される大自然の空気をお楽しみいただけます。緑を湯面
に映す黒御影石の大浴場「鬼黒美湯」。渓谷を背景に、鬼
怒川を見下ろす大露天風呂からは、四季折々の景観を満
喫できます。
〒321-2522 　栃木県日光市鬼怒川温泉大原 1437-1　
TEL：0288-77-2727
https://www.sunshine-kinugawa.co.jp

栃木県　那須温泉

乃木温泉ホテル

美人の湯として名高い乃木温泉。 関東でも屈指の水素イオン
濃度を誇りながらからだへの刺激や負担が少ない単純として
お肌に優しく体に効くとっても自慢の温泉です。心・体の疲
れを感じている方にオススメの温泉です。大小さまざまな岩
をふんだんに使用した中庭のような露天風呂では、自然光と
間接照明のあたたかな雰囲気の中、お寛ぎいただけます。
〒329-2712  　栃木県那須塩原市下永田 1-993-11
TEL : 0287-37-4126
https://www.nogionsen.com

栃木県　湯西川温泉

湯西川白雲の宿 山城屋

四季折々の景色を楽しませてくれる湯西川の清流の景色
を満喫しながら温泉の癒しに包まれてください。広々と
した湯船の湯量豊富な内湯はゆったりと、渓谷を眺める
ことが出来る露天風呂は川のせせらぎを聞きながら温泉
森林浴を楽しめます。温泉を堪能した後は名物・平家鷹
狩料理をぜひお楽しみ下さい。
〒321-2601 　栃木県日光市湯西川 715
TEL：0288-98-0311
http://www.yunishigawa-yamashiroya.co.jp

栃木県　日光温泉

ホテルナチュラルガーデン日光

世界遺産を有する日光温泉。リニューアルした洞窟風大浴場
は 24 時間入浴可能。落ち着いた雰囲気で旅の疲れをいやし
てくれます。日光和の代温泉（天然温泉）を入れた石造りの
露天風呂はさらにリラックス気分が満喫できます。小さな庭
園は四季の自然を楽しむことができます。効能・・・神経痛
・筋肉痛・関節痛・疲労回復 など
〒321-1435 栃木県日光市花石町 1825-3
TEL 0288-50-3070
http://n-garden-hotel.com



茨城県　筑波山温泉

万葉の宿 つくばグランドホテル

筑波山温泉は、美肌の湯として知られるアルカリ性単純温
泉です。優しい温もりに包まれて、身も心も癒される夢心
地をご満喫ください。関東平野を一望する絶景露天風呂は
広大な景色を手に取るようにお楽しみいただけます。絶景
のみでなく、心落ち着く風情豊かな庭園露天風呂も当館の
魅力のひとつ。天気が優れない日もお楽しみいただけます。
〒300-4352　茨城県つくば市筑波 1050-1　
TEL：029-866-1111
https://tsukuba-grandhotel.co.jp

栃木県　日光温泉

日光ぐり～んほてる 懐かし家 風和里

日光の自然と心温まる安らぎの空間を大切にした、昔懐かし
ふるさとの宿です。四季の彩り豊かな自然の眺めを活かした
露天風呂、貸切の露天風呂、気軽にお寛ぎ頂けるお食事処な
ど、ふるさと感あふれる風情の中で、ゆっくりだんらんのひ
とときを提供します。お食事は県内の食材を使い日光の郷土
料理を取り入れた、日光郷土会席料理をご賞味ください。
〒321-1434　栃木県日光市本町 9番地
TEL：0288-54-2002( 代 )
https://www.nikko-fuwari.com



千葉県　白浜温泉

グランドホテル太陽

南房総でも希少な天然温泉【女来島〈めらいじま〉】。 出湯
のぬくもりがゆっくりと体の芯まで染み渡っていきます。
潮の香り、湯の香り、檜の香りが渾然一体となった湯けむ
りも太陽のおもてなし。心も体もリラックスさせてくれま
す。マイナスイオン効果の塩泉が美容と健康に貢献し、保
温効果が冷え性と体内疾患に効力を発揮します。
〒295-0101 千葉県南房総市白浜町白浜 3535-5
TEL：0470-38-3331
http://www.grandhoteltaiyo.co.jp

東京都　三原山温泉

大島温泉ホテル

豊富な湯量を誇る源泉かけ流し温泉。地下約 300mから 69℃
以上の温泉を汲み上げており、大浴場だけでなく客室に付い
ているお風呂でも温泉をご堪能いただけます。また、男湯、
女湯ともに、露天風呂からは何一つ遮るもののない原生林越
しに雄大な三原山の絶景をお楽しみいただけます。大自然に
囲まれた空間で、体も心もリラックスしていただけます。
〒100-0103 東京都大島町泉津字木積場 3-5
TEL：04992-2-1673（AM7:00 ～ PM9:00）
http://www.oshima-onsen.co.jp　

山梨県　石和温泉

ホテル石風

当館は和の粋と洋の華やかさを活かした優雅さと気品あふ
れる雰囲気。大きなガラス窓から自然光が差し込む大浴場
はこんこんと贅沢に湧き出る自噴温泉。男女ともに広々と
したスペースで心おきなくゆったりと湯につかれます。露
天風呂では四季折々の美しい風景が広がります。たっぷり
の開放感と湯にどうぞ至福のお時間をお過ごしください。
〒406-0023 山梨県笛吹市石和町八田 195
TEL：055-262-2151
http://www.hotel-sekifu.co.jp

山梨県　石和温泉

ホテル古柏園

果実の国甲府盆地のほぼ中央に位置し、大菩薩連峰や南アル
プス、富士山などに囲まれた美しい湯の町石和。昭和 36 年
にぶどう畑の中から湧出したアルカリ性単純泉の温泉が楽し
めます。石和初のトルマリン温泉で美肌に効果あり。展望露
天風呂からは四季折々の自然、甲府盆地の夜景などが望めま
す。都会の喧騒から離れ、静かな旅のひと時を。
〒406-0031 山梨県笛吹市石和町市部 822
TEL：055-262-5890
http://www.kohakuen.co.jp



山梨県　石和温泉

ホテルふじ　本館

当館自慢の大岩風呂「信玄」はむきだしの岩肌が圧巻の大
浴場の他、サウナ・ジェットバス・泡風呂が楽しめます。
緑豊かな庭園に囲まれた露天風呂「寿寿」は凛とした静け
さの中、やさしい光が差し込む光景に、身も心も癒されま
す。美しい景色を楽しみ、ゆったり温泉で寛いだら四季折
々の山海の幸を生かした自慢の料理をご賞味ください。

山梨県　河口湖温泉

山岸旅館

〒406-0024 山梨県笛吹市石和町川中島 192
TEL：055-262-4524
http://www.hotel-fuji.jp

河口湖畔、古くから富士山の麓のお宿として栄えた温泉旅
館。眼下に河口湖を望む湖上風呂や、桧露天風呂。当館の
浴室は 24 時間ご利用可能です。旅の休息に、日常の疲れ
を大浴場と露天風呂で癒してください。展望露天風呂は目
の前に河口湖やカチカチ山ロープウェイがご覧になれ、と
っても開放的で安らぎのひと時をお過ごしいただけます。
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 4030-1
TEL：0555-72-2218（代）
https://yamagisi.jp



新潟県　蓬平温泉

招福の宿 蓬莱館 福引屋
  

商売繁盛の神様「高龍神社」のお膝元にて 150 年の歴史を
迎えました。高龍神を祀った高龍神社の霊泉を源に明治の
初期から多くの観光客を招いている蓬莱温泉。霊験あらた
かな縁起の湯に心浸せば一層の御利益が・・・。福を招く
天然温泉、御利益風呂と縁起の湯。効能・・・皮膚病、神
経痛、糖尿病、筋肉痛、婦人病、冷え性、肩こり等。
〒940-1122　新潟県長岡市蓬莱温泉
TEL：0258-23-2221
http://www.fukubikiya.co.jp

新潟県　糸魚川温泉

ホテル國富 アネックス

効能の高いくつろぎの湯、糸魚川温泉。その秘密は、地
底深くに横たわるフォッサマグナ（大きな溝の意）から
湧き出す１５００万年前の化石海水。客室の窓の外には
姫川の清流と四季折々の眺望が広がります。日本海の新
鮮な海の幸、大自然と人の手で育まれた山の幸、四季を
通じて多彩な旬の味をお愉しみ下さい。
〒941-0071 新潟県糸魚川市大字大野 298-1
TEL：025-550-1000
http://itoigawa-onsen.com

新潟県　姫川温泉

ホテル國富 翠泉閣

目の前を流れる清流姫川を渡ればそこには、長野県小谷村。
すぐそこには、一年を通して自然を楽しめる白馬村。自家
源泉による湯量豊富な「かけ流し温泉」、いつでも純粋な源
泉を堪能いただけます。内湯は「あつめの湯」と「ぬるめ
の湯」にわかれておりよりお好みに近い温度で温泉を満喫
できます。夜には、満天の星空を眺める絶景の露天風呂に。
〒949-0464 新潟県糸魚川市大所 855-1
TEL：0255-57-2000
http://kunitomi.co.jp

長野県　戸倉上山田温泉

遊子 千曲館

大浴場の２つの浴槽に【千曲源泉】と【上山田源泉】をそ
れぞれかけ流す贅沢さが千曲館の自慢です。その日の気候
や気圧によって色が変わるといわれる二泉の名湯を、心ゆ
くまでお愉しみください。お食事は、信州の特産品や旬の
素材を贅沢に使い、一品一品心をこめて調理しています。
信州の味覚をお楽しみください。
〒389-0821 　長野県千曲市上山田温泉 1丁目 33-4
TEL：026-275-1111( 代 )
https://www.chikumakan.co.jp



長野県　戸倉上山田温泉

荻原館

〒389-0821 長野県千曲市上山田温泉 1-31-3
TEL：026-275-1018
https://www.ogiwarakan.com

長野県　湯田中温泉

一茶のこみち 美湯の宿

温泉マニアが愛する源泉かけ流し温泉。3つの源泉から
お湯を浴用に使っています。当館には温泉の湯守がいま
す。 季節や天候のみならず、1日の内でも刻々と温度や
状態が変化します。大浴場、露天風呂はこんこんと湯が
溢れ、清潔で心地よくお客様に快適にご入浴いただける
よう、1日中湯量、温度などを調整いたしております。

「信州戸倉上山田温泉 荻原館」は、千曲川のほとり善光
寺詣りの精進落としの湯としても名高い上山田温泉の中
心地に、開湯と同じ明治36年に開業しました。荻原館の
温泉は、掛け流しの源泉「美白の湯」。美肌をつくること
で知られています。料理は地元産の旬の素材を使い、美味
にこだわった手作りのコースを取り揃えております。

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町平穏 2951-1
TEL：0269-33-4126
http://yudanakaview.co.jp 

長野県　大町温泉
黒部ビューホテル

大町温泉は肌ざわりも柔らか無色無臭の弱アルカリ低張性
高温泉。豊富な湯量を湛える大浴場でまずは旅の疲れをや
さしく癒してください。季節のうつろいを感じる当館自慢
の庭園露天風呂は解放感抜群。夜には星空を眺め、朝には
すがすがしい山の空気に触れ心地よい湯あみをお愉しみ頂
けます。爺が岳を望む景色は大町温泉郷で随一。
〒398-0001　長野県大町市平2891番地2
TEL： 0261-22-3515
https://kurobeview.com

長野県　大町温泉
立山プリンスホテル

温泉は、なんといっても旅の醍醐味。自慢の湯遊び処「森
の故郷」には露天風呂が男女各３ヶ所、大浴場男女各１ヶ
所とそれぞれ楽しめる合計８つのお風呂があります。心ゆ
くまでの開放感をご堪能ください。豊かな大自然に囲まれ
た大町温泉郷。窓から見える森の木々にも心癒されます。
落ち着いた趣のお部屋でゆったりとお寛ぎください。
〒398-0001 長野県大町市大町温泉郷
TEL：0261-22-5131
http://www.tateyamaprince.co.jp



長野県　奥蓼科温泉

横谷温泉旅館

当館には、渓流を臨む２つの露天風呂、渓谷を眺められる
２つの内湯、さらに２つの貸切露天風呂があり、鉄分と炭
酸ガスを多く含んだ自家源泉をご堪能いただけます。血液
の循環がよくなり血圧を下げる効果があるといわれ、日本
ではめずらしい泉質。貧血や婦人病、神経痛、リウマチ、
冷え性、アトピー性皮膚炎に効果があるといわれます。
〒391-0301 長野県茅野市北山 5513
TEL：0266-67-2080
https://www.yokoyaonsen.com

長野県　天竜水神温泉

花薫る宿 よし乃亭

天竜川を眼下に望む、南アルプス山懐にある当館は、雄
大な天竜川を見渡せる、眺望が自慢です。湯けむりに映
える山都の四季…そこには山都の景色がひろがります。
昼は天竜舟下りを眺め、夜は飯田市街地の夜景を一望で
きるお風呂やお部屋。信州の味覚も存分にお楽しみ頂け
る、会席料理をご用意しております。
〒399-2603 長野県飯田市下久堅知久平 1815
TEL：0265-29-8130
https://yoshino-tei.jp

静岡県　伊東温泉

ホテル暖香園

その豊富な湧出量から、別府、熱海とともに日本三大温
泉郷のひとつに数えられる伊東温泉郷。関東随一、全国
有数の豊富な湧出量を誇ります。泉質は単純泉にて、さ
らりと肌に優しい温泉。体に対する刺激が低く、乳幼児
や高齢者の方の入浴に適しています。無色無臭、柔らか
でどなたでも楽しめる名湯です。
〒414-0027 静岡県伊東市竹の内 1-3-6
TEL：0557-37-0011
http://www.dankoen.com

静岡県　伊東温泉

ホテルラヴィエ川良

8本の源泉を持つ豊富な湯量を誇る当ホテルは大浴場、
露天風呂は勿論のこと、全天候プールやすべての客室
までが天然温泉を利用している、伊豆地区でも数少な
い温泉リゾートです。みはらしのよい大浴場には、サ
ウナ、打たせ湯、ジェット寝湯など多彩な温泉アメニ
ティーをおたのしみいただけます。
〒414-0027　静岡県伊東市竹の内 1-1-3
TEL：0557-37-8181
https://www.hmi-ryokan.jp/kawaryo



静岡県　土肥温泉

碧き凪ぎの宿 明治館

明治館のロケーションは海の目の前。全客室がオーシャ
ンビューで駿河湾を一望できます。土肥温泉の特徴は、
比較的長い時間ポカポカ感がつづきます。海に近い土肥
温泉は、塩分やナトリウム、カルシウムなどのミネラル
分を多く含む温泉で、美肌効果も高いと言われています。
名湯・西伊豆土肥温泉で心も体もリフレッシュ。
〒410-3302 静岡県伊豆市土肥 2849-3
TEL：0558-98-1011
https://www.meijikan.com

静岡県　土肥温泉

玉樟園新井

自然がそのまま残された山を背景に、歴史を感じさせる
純和風のたたずまい、この和の雰囲気たっぷりの当館が、
度々 CMやドラマ、映画等のロケに使われております。
作家、花登筐先生も離れにて名作「細うで繁盛記」を執
筆されました。旅館の露天風呂には、土肥温泉の源泉を
毎分 110 リットル以上、贅沢に掛け流しています。
〒410-3302 静岡県伊豆市土肥 284-2　
TEL：0558-98-1000
https://www.toi-arai.co.jp

静岡県　伊豆畑毛温泉

大仙家

「ぬる湯」と湯治で知られる畑毛温泉は、静岡県の環境
省指定保養温泉。離れで陶芸も楽しめ、館内は日本旅館
の良さを生かしながら洋の空間を取り入れた、くつろぎ
と心の贅沢が楽しめる宿です。お風呂で読める書籍もご
用意、読書で長湯しませんか。四季折々の海の幸、山の
幸に工夫を凝らして、美味しく仕上げた会席料理も。
〒410-2132　静岡県伊豆の国市奈古谷 655
TEL：055-979-7000
https://www.hmi-ryokan.jp/daisenya

静岡県　堂ヶ島温泉

堂ヶ島温泉ホテル

堂ヶ島温泉の数あるホテル・旅館の中でも唯一独自の
源泉が湧き出す当館の温泉は、「化粧の湯」と呼ばれお
肌に良いことで知られています。湯殿にあふれる温泉
は昭和 37 年、創業者が掘り当てた堂ヶ島温泉の開祖と
なる湧出第一号の源泉です。大浴場は源泉の湯だけを
100％使った掛流しの温泉をお楽しみいただけます。
〒410-3514　静岡県賀茂郡西伊豆町仁科 2960
TEL：0558-52-0275( 代 )
http://www.doh.co.jp　



愛知県　三谷温泉

松風園

三河湾が眼前に広がる海辺の宿。展望露天風呂と内風呂
を持つ「天恵の湯」の穏やかに晴れ渡る青い空と青い海、
美しい夕陽、眼前の海が刻々と色を変えていく様は必見
です。ゆったりとしたパウダールームを備え和風の趣を
持つ露天岩風呂「四季の湯」と両方のお風呂がお楽しみ
いただけます。
〒443-0021 愛知県蒲郡市三谷町鳶欠 14-4
TEL：0533-68-6611（代）
http://www.shofuen.jp

愛知県　三谷温泉

ホテル三河　海陽閣

当旅館はお部屋の広さが自慢の一つ。全てのお部屋が南
向きで、雄大な海の景色をお楽しみいただけます。三河
湾を望む海辺にたつホテル三河海陽閣では、お風呂から
の景色もお楽しみ頂けます。湯殿は天然温泉、美白泉の
湯です。湯けむりの先に小鳥や渥美半島の山々が織りな
す絶景が広がり、朝陽・夕陽も望めます。
〒443-0021 愛知県蒲郡市三谷町南山 1-69
TEL : 0533-69-5335
http://www.kaiyoukaku.com

三重県　鳥羽

天空の宿　マリテーム海幸園

人気パワースポット「いちべ神社」に建つ鳥羽湾一望の
天空の宿。伊勢志摩の新鮮な海の幸や、奇跡の石ブラッ
クトルマリン鉱石風呂での癒しのひと時をお過ごしくだ
さい。鳥羽湾を一望する男性専用の露天風呂は絶景を眺
めながらジャグジーで癒しのひと時をお過ごしください。
女性専用の露天風呂には二人用の寝湯もございます。
〒517-0021　三重県鳥羽市安楽島町 1075-113
TEL：0599-26-3711
http://hotel-maritime.com



岐阜県　下呂温泉

望川館

望川館の温泉の自慢は何と言っても、このロケーション。
旅館の名前の通り、川とつながっているかのような開放感
です。四季折々の景色を堪能しながら、ゆったりつかる温
泉は、他では味わえない開放感。下呂温泉の泉質は、アル
カリ性単純温泉。泉質による刺激が少なく、小さなお子様
からお年寄りまで温泉を楽しめます。
〒509-2207 岐阜県下呂市湯之島 190-1 
TEL：0576-25-2048
https://www.bosenkan.co.jp

岐阜県　下呂温泉

山形屋

広々とした大浴場は、開放感抜群。大きな浴槽に体を沈め
ると、ゆっくりと全身の力が抜けていきます。体も心も癒
されて、至極のひとときをご堪能ください。竹やもみじの
緑陰が気持ちよく、その向こうからは飛騨川のせせらぎが
聞こえてくる露天風呂。昼間は太陽の光を浴びながら、夜
は月明かりのもと、贅沢にごくつろぎいただけます。
〒509-2207 岐阜県下呂市湯之島 260-1
TEL：0576-25-2601
http://www.geroyamagataya.com

岐阜県　飛騨高山温泉

ひだホテルプラザ

ひだホテルプラザの最上階露天風呂。天気が良い日はアル
プスの山々が一望できます。美しいアルプスの山々、高山
の街並、きらめく星空を見晴らしの良い露天風呂や屋上ジ
ャグジー、ミストサウナと設備も充実しています。飛騨地
方では珍しい泉質で、無色透明でわずかな塩分を含む泉質
はよく温まり、健康、疲労回復に効果があります。
〒506-0009　岐阜県高山市花岡町 2丁目 60 番地
TEL：0577-33-4600
https://www.hida-hotelplaza.co.jp

岐阜県　ぎふ長良川温泉

ホテルパーク

にっぽんの温泉 100 選に選ばれました天然長良川温泉は、
単純鉄冷鉱泉で鉄分やラドンを多く含み、源泉は無色透明
ですが、空気に触れて赤いにごり湯に変化します。リウマ
チや神経痛、皮膚病、婦人病に大きな効果があります。す
べすべの滑らかお肌になれる美人の湯。岐阜城をのぞんで
金華山と長良川をほしいままに・・・。
〒500-8009 岐阜県岐阜市湊町 397-2
TEL：058-265-5211
http://www.hotelpark.jp



富山県　小川温泉

ホテルおがわ

四〇〇年間湧き続けるこのお湯は「子宝の湯」「湯治の湯」
として愛されています。炭酸水素塩泉の小川温泉の湯はと
てもやわらかく、身体の芯から温めてくれる温泉です。源
泉かけ流し加水・加温なしのほんものの温泉。趣向ゆたか
な５つのお湯めぐり温泉三昧。北アルプスの山々に囲まれ、
川沿いにひっそりと佇む隠れ宿です。
〒938-0163 富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬 1
 TEL：0765-84-8111
https://www.ogawaonsen.co.jp

富山県　宇奈月温泉

サン柳亭

美肌の湯につかり、ゆっくりと目を閉じる…。あまりの気持
ちよさについつい時間も忘れてしまうほど。日本一の清流に
幾度となく認定された「黒部川」のせせらぎと、深く切り立
った日本一のＶ字峡、黒部峡谷山香が、至福の時間を演出し
てくれます。日本でも有数の透明度を誇るお湯は、女性やお
子様の肌にもやさしい微弱アルカリ性の無色単純泉。
〒938-0282　富山県黒部市宇奈月温泉 1397-2
TEL：0120-41-8044
http://www.yanagitei.com 

石川県　和倉温泉

宿守屋寿苑

全客室がオーシャンビュー。波穏やかな海の風景を眺めな
がら良質の温泉に癒され、ご夕食は日本海の魚介と能登の
山の幸をご賞味。能登の里山里海を満喫できる和倉温泉の
お宿。露天風呂は、能登の里山里海の風景を一望できる絶
好のロケーション。お天気の良い朝は、能登島大橋の方角
から昇る雄大な朝日の絶景をお楽しみいただけます。
〒926-0176　七尾市和倉町ひばり 2-52
TEL：0767-62-3322
https://www.yadojuen.co.jp

福井県　あわら温泉

みのや泰平閣

福井県唯一の泉都・あわら温泉の閑静なところで、従来忘れ
かけようとしている心を残した温泉情緒豊かな純和風旅館で
す。やわらかな芦原の名湯は大浴場や日本庭園を眺める露天
風呂で満喫。露天風呂はかけ流し。毎分約 58 リットル湧き
出る、豊富な湯量が宿自慢です。福井の「旬」を知り尽くし
た料理長が海の幸、山の幸を自信を持ってお届けします。
〒910-4105　福井県あわら市舟津 50-1-1
TEL：0776-78-5566
http://www.minoya.biz 



岡山県　鷲羽温泉

鷲羽グランドホテル 備前屋甲子

全室オーシャンビュー。湯けむりの向こうに見える美しい
夕日と瀬戸の島々、遠くに行きかう船。東には瀬戸大橋。
西には水島灘が一望できます。滾々とあふれる湯につかれ
ば、身も心もリラックスできます。瀬戸の絵巻物のような
風景と、美人の湯と言われる鷲羽温泉の温泉情緒をこころ
ゆくまでお楽しみください。
〒711-0927 岡山県倉敷市下津井 5-1-1
TEL：086-479-8222
http://www.bizenya-koshi.com

鳥取県　はわい温泉

望湖楼

全国でも望湖楼だけの湖に浮かぶ露天風呂―当館自慢の湖上
露天風呂。宿から湖へと結ばれた朱色の橋を渡って辿り着く
湖上の露天風呂は、まさに極上の空間です。湖の向こうに朝
陽が昇り、湖の向こうに夕陽が沈む。古くより変わらずそこ
にある風景を眺めながら、至福の時間をお過ごしください。
2019 年館内大浴場リニューアル。
〒682-0715 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉 4-25
TEL：0858-35-2221
https://bokoro.com

山口県　萩温泉

萩焼の宿 千春楽

萩焼作家、金子信彦の作品を随所に取り入れた館内、すぐ
そばには白い砂浜、緑の松林、その向こうに広がるコバル
トブルーの日本海、絶景の眺望。全体が萩焼で作られた陶
器風呂と日本海を望む露天風呂。どちらも一度は入る価値
あり。採れたばかりの新鮮な魚介や、旬の素材に技を生か
し、趣を凝らしたお料理をお楽しみいただけます。
〒758-0057　山口県萩市堀内菊ヶ浜 467-2
TEL：0838-22-0326
http://senshunraku.jp

愛媛県　道後温泉

道後プリンスホテル

日本最古の名湯・道後温泉の中で最大規模の湯宿ならでは、
温泉三昧。有数の広さを誇る大浴場や、個性豊かな露天風呂
をご用意。時を忘れ、心も体もゆったりとほぐれるひととき
をご堪能ください。趣向をこらした開放感ある 8つの露天風
呂を お楽しみいただける「ゆのね」では、露天風呂を余すこ
となくお楽しみいただけます。
〒790-0858　愛媛県松山市道後姫塚 100
TEL：089-947-5111
https://www.dogoprince.co.jp



福岡県　原鶴温泉

泰泉閣

熱帯雨林さながらグリーンが青々と茂った「ジャングル風
呂」は、当宿で一番人気のあるお風呂です。「アルカリ性単
純泉」と「単純硫黄泉」の 2つの泉質を合わせ持ち、両方
とも美肌に良いとされる泉質であることから　“W美肌の湯”
と称される原鶴温泉。ほんのり硫黄の香りが漂い、入浴後
は肌がスベスベになって、特に女性にうれしい泉質です。
〒838-1521 福岡県朝倉市杷木志波 20
TEL：0946-62-1140
https://mobile.taisenkaku.co.jp

長崎県　平戸温泉

国際観光ホテル旗松亭

平戸の海を一望にする旗松亭の湯。昇る朝日と沈む夕日、
刻々と彩りを変える平戸の海を眺めながらあふれる湯に浸
れます。平戸城を目の前に開放感たっぷりな露天風呂をお
楽しみいただけます。湯の香り、塩の香りを五感に感じな
がら、ゆったりとおくつろぎください。効能：神経痛、慢
性消化器病、疲労回復、慢性皮膚病、等
〒859-5102 長崎県平戸市大久保町２５２０
TEL：0950-22-3191
https://www.kishotei.com

佐賀県　嬉野温泉

和多屋別荘

「日本三大美肌の湯」の一つに選ばれる嬉野温泉の湯。御
影殿（大浴場）、浮世風呂（露天）、貸切風呂、内湯には全
て自家源泉から直接温泉を注いでおり、豊かな湯でゆった
りと疲れを癒していただけます。有明海や玄界灘を中心に
水揚げされる、新鮮で旬な海の幸、佐賀県を代表する佐賀
牛や若楠豚、趣向を凝らした会席料理をお楽しみください。
〒843-0301　佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 738
TEL：0954-42-0210
https://wataya.co.jp

大分県　鉄輪温泉

おにやまホテル

別府温泉郷は「地獄」と呼ばれる自然湧出の源泉が 9カ所
あり、この「地獄」の中にある「鬼山地獄」は、緑白色の
熱水を湛えた池から噴気を勢い良くあげ、泉温 98 度の熱湯
が沸きだしています。おにやまホテルは「鬼山地獄」から
引いた湯を湯船にかけ流しています。肌すべすべ美肌効果に
も期待できます。別府の名湯をご堪能ください。
〒874-0045　大分県別府温泉鉄輪 335-1
TEL：0977-66-1121
https://www.oniyama-hotel.co.jp



熊本県　松島温泉

松島観光ホテル岬亭

各部屋から見おろせる小島の浮かぶ天草の海は絶景。夕焼
けをバックに心ゆくまでおくつろぎ下さいませ。男性大浴
場からはガラス越しに庭園を望み、その庭園が露天風呂を
囲むような、趣のある造りとなっております。また、女性
のお客様にはうれしいパウダールームやエステルームがご
ざいます。新鮮な魚介類を用いた料理は当館の自慢です。
〒861-6102 熊本県上天草市松島町合津 4710
TEL：0969-56-1188
https://www.misakitei.co.jp

熊本県　杖立温泉

つえたて温泉 ひぜんや

敷地内には 11本もの豊富な源泉があり、4つの温泉施設で
23 浴槽の天然温泉をお愉しみいただけます。一度のご宿泊で
多彩な温泉が愉しめるのはひぜんやならでは。熊本・大分を
またぐ湯めぐりをお愉しみください。やわらかな無色透明の
お湯は、皮膚の脂肪や分泌物を乳化して洗い流す作用があり、
神経痛、関節痛などたくさんの効能に期待ができます。
〒869-2503 熊本県阿蘇郡小国町大字下城 4223 番地
TEL：0967-48-0141 FAX.0967-48-0510
https://www.hizenya.co.jp

熊本県　内牧温泉

阿蘇プラザホテル

内牧温泉で創業半世紀余の老舗です。世界ジオパークに認
定された阿蘇の絶景のなか、大きな温もりにあふれる名湯。
風土が生んだ食材による季節の膳。阿蘇プラザホテルの温
泉は、敷地内に二ヶ所の源泉を湧出している天然温泉です。
屋上露天風呂・最上階大浴場・日本庭園の露天風呂、広々
とした貸切風呂。至福のときをお過ごしください。
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧温泉 1287 
TEL：0967-32-0711
https://asoplaza.co.jp

熊本県　内牧温泉

阿蘇ホテル  

阿蘇五岳をはじめ、雄大な自然に囲まれた町、阿蘇内牧。そ
んな大自然を背景に、阿蘇ホテルではお客様の旅の疲れを癒
すべく、皆様のお越しをお待ちしております。阿蘇の自然と
大地の恵みである天然の温泉。湯船からあふれるお湯はすべ
て古くから人々に親しまれてきた「生まれたてのお湯」「かか
りつけのお湯」と言われる源泉かけ流しの温泉です。
〒869-2301 熊本県阿蘇市内牧 99　
TEL：0967-32-0008
https://asohotel.jp



宮崎県　青島温泉

青島グランドホテル

宮崎の南国リゾートとして有名な青島に位置し、太平洋の
大海原を眼前に湧く絶景の温泉「青島海幸温泉」。なめらか
上質な温泉を堪能できる日本でも珍しい畳敷きの絶景「大
名露天」が自慢の和風ホテルです。青島らしい太平洋を望
む景観の「展望大露天風呂」、温泉をじっくりと堪能する地
下の「大浴場」など特徴のある温泉を楽しんで頂けます。
〒889-2162 宮崎市青島 1-16-64
TEL：0985-65-0111
http://www.aoshima-gh.co.jp

熊本県　湯の児温泉

湯の児　海と夕やけ

お出迎えする景色は、目の前 15m先に広がる不知火（し
らぬい）海の海と空。温泉は、日本名湯 100 選にも選ばれ
た湯の児の「亀の癒やし湯」伝説にちなんだお肌にやさし
い源泉掛け流しの湯。海の夕景や夜景を一望できる展望露
天風呂もお楽しみいただけます。お部屋は、全室が海と夕
やけのオーシャンビュー。
〒867-0009 熊本県水俣市大迫 1213 
TEL：0966-62-6262
https://www.umitoyuyake.com



鹿児島県　霧島温泉

霧島観光ホテル

当館の源泉の歴史は古く、約 300 年の歴史を持つ薩摩藩主
に愛された「薩摩の殿湯」と呼ばれております。微かな乳
白色と成分の結晶（いわゆる湯の花）を多く含んだお湯と
なっており、神経痛・リュウマチ・腰痛・胃腸痛・切傷・
女性の美容美肌に効くとされております。霧島の温泉と眺
望が、体と心をリラックス。
〒899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂 3885
TEL：0995-78-2531
http://www.kirikan.jp

鹿児島県　指宿温泉

指宿海上ホテル

波の音を聴きながらのんびりとした時間を。海に抱かれ
ているような心地よさの中で途方もなく大きな夢を見る。
男性大浴場・女性大浴場共にジャグジーを完備しており
ます。当ホテルの敷地内にホテル専用の砂蒸し温泉 ( 有
料 ) もあります。名物砂蒸し温泉と薩摩ならではの黒豚
料理、海鮮料理、四季折々の旬の味覚をご堪能下さい。
〒891-0403　鹿児島県指宿市十二町 3750
TEL：0993-22-2221
http://kaijyohotel.co.jp

鹿児島県　指宿温泉

指宿シーサイドホテル

美容と健康に効果があると医学的にも立証された砂むし温
泉は、身体を芯から温めて血液の循環を促進させます。ま
た、ダイエット効果とデトックス効果があり、女性のお客
様に大評判です。展望温泉大浴場では芯から体温める指宿
の湯につかり、外に見える壮大な錦江湾と大隈半島の景色。
朝日が昇る様も見ることが出来、その光景はまた格別です。
〒891-0402 鹿児島県指宿市十町 1912 番地
TEL：0993-23-3111
https://www.ibusuki-seaside.co.jp


