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九州温泉道段位認定窓口（担当：川浪）
TEL：090-2399-9382（不定休） e-mail：p003cafe@gmail.com

九州温泉道実行委員会事務局（一般社団法人 九州観光機構内）
TEL. 092-751-2946（月～金 9:00～17:45 土日祝日休）

温泉大国九州。その数ある九州の温泉の中から「ホンモノ」にこだわって選定した温泉をめぐり、真の温泉通を目指すのが
「九州八十八湯めぐり～九州温泉道～」です。とはいえ、あまり難しく考えずに、まずは「いい温泉に入りたい！」というところ
から始めてみてください。温泉の魅力に“はまった！”と思ったら、それが温泉の道（＝九州温泉道）を極める修行（八十八湯
めぐり）の始まりです。自分のペースで楽しみながら、立派に道を極めてください。

九州八十八 湯めぐりとは

九州八十八湯めぐりについてのお問い合わせ 段位認定についてのお問い合わせ

以下を参考にアレンジしたものです
※環境省ホームページ
　https://www.env.go.jp/nature/onsen/point/
※日本温泉協会ホームページ
　https://www.spa.or.jp/onsen/501/

泉質によってお湯の特徴や効能は異なります。泉質で温泉を選ぶのも『通』の入浴としてオススメ･･･かも？

泉質表

○施設の営業時間、料金等は2023年3月時点のものです。変更となる場合もございます。事前に各施設にお問い合わせください。
○共同湯など、それぞれの湯、その土地の作法に従って入浴をお楽しみください。
○優れた温泉文化を将来にわたって伝えるためにも、温泉を守る施設や地域の方々への感謝の念を忘れずに、九州温泉道の修行に励みましょう。
○温泉めぐりに関するトラブル等について九州温泉道実行委員会は一切関知致しません。予めご了承ください。
○パンフレットは各温泉施設、主な九州内のJR駅、空港、観光案内所等で配布しております。在庫切れの場合はホームページでダウンロードして下さい。　

ご注意

単純温泉
肌触りが柔らかく、癖がなく肌への刺激が少ないのが
特徴で、アルカリ性単純温泉は、入浴すると肌が「す
べすべ」する感触があるのが特徴です。

二酸化炭素泉
入浴すると全身に炭酸の泡が付着して爽快感がある
のが特徴です。飲用すると炭酸の爽やかな咽越しが楽
しめます。俗に「泡の湯」とも呼ばれることがあります。

炭酸水素塩泉
皮膚の角質を軟化する作用があります。カルシウム-
炭酸水素塩泉からは、石灰質の温泉沈殿物や析出
物が生成されることがあります。

硫酸塩泉
湯に浸かれば傷治し鎮静します。飲めば胆のうを収
縮させて、腸のぜん動を活発化させ便秘の改善に作
用します。

含よう素泉
非火山性の温泉に多く、時間がたつと黄色く変色し
ます。

塩化物泉
塩分が主成分となっているので、飲用すると塩辛く、
塩分濃度が濃い場合やマグネシウムが多い場合は
苦く感じられます。

放射能泉
放射能は人体に悪影響と考えられがちですが、レント
ゲンの放射線量よりずっと少ない量となっています。ご
く微量の放射能は、人体に良い影響を与えることが
実証されています。

含鉄泉
温泉が湧出して空気に触れると、鉄の酸化が進み赤
褐色になる特徴があります。

硫黄泉
日本では比較的多い泉質です。タマゴの腐敗臭に似
た特有の臭いが特徴で、殺菌力が強く皮膚の細菌
やアトピー原因物質を取り除きます。

酸性泉
口にすると酸味があり、殺菌効果もあります。ヨーロッ
パ諸国ではほとんど見られない泉質ですが、日本で
は各地で見ることができます。

「九州八十八湯めぐり」対象施設は、温泉名人たちを中心として毎年開かれる「九州温泉道選定委員会」によって、数ある九州の温泉の中から、
泉質や九州ならではの温泉にこだわり厳選した「ホンモノ」の湯です。温泉道はこれらの温泉をめぐることで極められます。

【“九州温泉道”対象施設を選定した温泉名人たち】

郡司 勇
温泉チャンピオン

斉藤 雅樹
別府温泉地球博物館 理事
東海大学人文学部教授 

土谷 雄一
別府八湯温泉道
初代名誉名人

北出 恭子
温泉家

杏林大学地域総合研究所客員研究員

「九州八十八 湯めぐり」対象施設について

※名人の詳しいプロフィールはホームページをご参照ください。

八十八湯をめぐる楽しみの一つが、「御湯印帳」に入った温泉のスタンプを集めること。集めたスタンプの数に応じ
て、あなたの温泉道の修行度が認定されます。「御湯印帳」は1冊100円でJR九州の主な駅や観光案内所等及び、
「九州八十八湯めぐり」対象施設の一部で販売しています。詳しくは下記参照ください。

参 加方法
まずは
「御湯印帳（スタンプ帳）」
を手に入れましょう。

1

温泉に入ったら、入湯施設で「御湯印帳」を提示し、スタンプを押してもらいましょう。
押印は一施設につき1回。重複や「九州温泉道」以外のスタンプは無効です。  
※一部無人の施設ではスタンプが設置されていることがあります。その場合は自分で押印してください。
※ホームページで会員登録をすると、施設の感想が投稿できます。修行者同士の情報交換にご活用ください https://www.88onsen.com

「九州温泉道」の
スタンプを押して
もらいましょう。

3
「御湯印帳」にスタンプがたまると、スタンプ数や県の数に応じて、あなたの修行度を示す「段位」が申請できます。
入門以上は認定状とともに段位に応じた賞品が届きます。段位の申請には各段位に応じた認定料が必要です。

段位（称号）を
取得しましょう。4

「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出かけましょう。めぐり方はあなたの自
由です。なお一日に複数回の入浴は、湯あたりで「ぐったり」の危険性がありますので、「楽しい」「気持ちいい」
と思える程度にゆったりと湯めぐりしましょう。

温泉へ出かけましょう。2

九州温泉道 段位一覧

「御湯印帳」と申請する段位の「認定料（郵便為替）」を同封し、九州温
泉道段位認定窓口宛に送付してください。（「泉人」申請者でホーム
ぺージへの写真掲載をご希望の方は、写真を同封もしくはメールで送
付してください）1週間～10日程度で段位認定状・賞品（入門以上）・
「御湯印帳」を返送します。
なお、ＧＷ等の連休後は申請が集中するため、返送までに更に期間を
要する場合がございます。予めご了承ください。
複数の段位をまとめて一度に申請することもできます。該当する各段
位の認定料の総額を添えて郵送してください。

「泉人」認定者には、一部施設で特典を受けられる「泉人優待券」を進呈！！
※泉人優待券は、初回認定時のみお渡しします。

【郵送での申請・認定について】
※段位認定申請の方は、ホームページの申請書をご利用ください。

事前に来店時間をお知らせください

「御湯印帳」と「認定料（現金可）」を、段位認定窓口までご持参ください。
「泉人」申請で写真掲載をご希望の方は、その場で写真撮影も可能で
す。認定状は後日郵送します。
※窓口へお越しの際は予め電話でご確認ください。

【段位認定窓口での申請・認定について】

〒874-0920 大分県別府市北浜1丁目1-16  yoiya（ヨイヤ）
TEL：090-2399-9382 （担当：川浪）  e-mail：p003cafe@gmail.com  
休業日/不定休　受付時間／8：00～21：00

【九州温泉道段位認定窓口】

みごと泉人となられた方は、その栄誉を称え、殿堂湯「竹瓦温泉」に名前が飾られます。 さらに！

スタンプをためて段位を申請

※賞品は2023年3月時点のもので、変更になる場合があります。

※掲載の写真は全てイメージです。

オリジナル

ストラップ
完成!コンプリ

ート

「九州八十八湯めぐり～九州温泉道～」のご案内

泉人

泉生

風呂゚

四段

三段

二段

初段

中級

初級

入門

見習い

せんにん

せんせい

プロ

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

異なる7県のスタンプが必要

異なる7県のスタンプが必要

異なる7県のスタンプが必要

異なる6県のスタンプが必要

異なる6県のスタンプが必要

異なる5県のスタンプが必要

異なる5県のスタンプが必要

異なる4県のスタンプが必要

異なる3県のスタンプが必要

異なる2県のスタンプが必要

泉人称号札

泉生称号札

風呂゚称号札

ビール

温泉玉子

コーヒー牛乳

桶

石鹸

手拭

ストラップ本体

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

スタンプ数 条件 賞品（ストラップチャーム） 認定料段位

＋泉人優待券

1 2

御 湯印帳 販 売 所

お問い合わせ先

博多駅、南福岡駅、門司港駅、小倉駅、行橋駅、黒崎駅、
折尾駅、香椎駅、大牟田駅、久留米駅、新飯塚駅、田川後藤寺駅

佐賀駅、鳥栖駅、唐津駅、武雄温泉駅、
嬉野温泉駅

1冊100円（税込）「九州八十八湯めぐり」必須アイテムの「御湯印帳」は、
下のJR九州の主な駅、観光案内所等及び、一部施設で販売中です。

福岡県 佐賀県

熊本駅、新玉名駅、新八代駅、
新水俣駅、人吉駅熊本県 長崎駅、諫早駅、佐世保駅長崎県

大分駅、中津駅、別府駅、由布院駅、日田駅
大分空港（国内線ビル1F総合案内所）

鹿児島中央駅、出水駅、川内駅、指宿駅
霧島市観光案内所（霧島市霧島田口2459-6）大分県 鹿児島県

宮崎駅、宮崎空港（1Fインフォメーションカウンター）
えびの市観光協会宮崎県

御湯印帳を販売している温泉施設は、
P5～17のこのマークでご確認ください。
※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

ht tps://www.88onsen.com 九州八十八湯めぐり 検索
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と思える程度にゆったりと湯めぐりしましょう。

温泉へ出かけましょう。2

九州温泉道 段位一覧

「御湯印帳」と申請する段位の「認定料（郵便為替）」を同封し、九州温
泉道段位認定窓口宛に送付してください。（「泉人」申請者でホーム
ぺージへの写真掲載をご希望の方は、写真を同封もしくはメールで送
付してください）1週間～10日程度で段位認定状・賞品（入門以上）・
「御湯印帳」を返送します。
なお、ＧＷ等の連休後は申請が集中するため、返送までに更に期間を
要する場合がございます。予めご了承ください。
複数の段位をまとめて一度に申請することもできます。該当する各段
位の認定料の総額を添えて郵送してください。

「泉人」認定者には、一部施設で特典を受けられる「泉人優待券」を進呈！！
※泉人優待券は、初回認定時のみお渡しします。

【郵送での申請・認定について】
※段位認定申請の方は、ホームページの申請書をご利用ください。

事前に来店時間をお知らせください

「御湯印帳」と「認定料（現金可）」を、段位認定窓口までご持参ください。
「泉人」申請で写真掲載をご希望の方は、その場で写真撮影も可能で
す。認定状は後日郵送します。
※窓口へお越しの際は予め電話でご確認ください。

【段位認定窓口での申請・認定について】

〒874-0920 大分県別府市北浜1丁目1-16  yoiya（ヨイヤ）
TEL：090-2399-9382 （担当：川浪）  e-mail：p003cafe@gmail.com  
休業日/不定休　受付時間／8：00～21：00

【九州温泉道段位認定窓口】

みごと泉人となられた方は、その栄誉を称え、殿堂湯「竹瓦温泉」に名前が飾られます。 さらに！

スタンプをためて段位を申請

※賞品は2023年3月時点のもので、変更になる場合があります。

※掲載の写真は全てイメージです。

オリジナル

ストラップ
完成!コンプリ

ート

「九州八十八湯めぐり～九州温泉道～」のご案内

泉人

泉生

風呂゚

四段

三段

二段

初段

中級

初級

入門

見習い

せんにん

せんせい

プロ

88

80

72

64

56

48

40

32

24

16

8

異なる7県のスタンプが必要

異なる7県のスタンプが必要

異なる7県のスタンプが必要

異なる6県のスタンプが必要

異なる6県のスタンプが必要

異なる5県のスタンプが必要

異なる5県のスタンプが必要

異なる4県のスタンプが必要

異なる3県のスタンプが必要

異なる2県のスタンプが必要

泉人称号札

泉生称号札

風呂゚称号札

ビール

温泉玉子

コーヒー牛乳

桶

石鹸

手拭

ストラップ本体

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

500円

スタンプ数 条件 賞品（ストラップチャーム） 認定料段位

＋泉人優待券

1 2

御 湯印帳 販 売 所

お問い合わせ先

博多駅、南福岡駅、門司港駅、小倉駅、行橋駅、黒崎駅、
折尾駅、香椎駅、大牟田駅、久留米駅、新飯塚駅、田川後藤寺駅

佐賀駅、鳥栖駅、唐津駅、武雄温泉駅、
嬉野温泉駅

1冊100円（税込）「九州八十八湯めぐり」必須アイテムの「御湯印帳」は、
下のJR九州の主な駅、観光案内所等及び、一部施設で販売中です。

福岡県 佐賀県

熊本駅、新玉名駅、新八代駅、
新水俣駅、人吉駅熊本県 長崎駅、諫早駅、佐世保駅長崎県

大分駅、中津駅、別府駅、由布院駅、日田駅
大分空港（国内線ビル1F総合案内所）

鹿児島中央駅、出水駅、川内駅、指宿駅
霧島市観光案内所（霧島市霧島田口2459-6）大分県 鹿児島県

宮崎駅、宮崎空港（1Fインフォメーションカウンター）
えびの市観光協会宮崎県

御湯印帳を販売している温泉施設は、
P5～17のこのマークでご確認ください。
※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

ht tps://www.88onsen.com 九州八十八湯めぐり 検索



霧島温泉駅

栗野駅
鶴丸駅

吉松駅

肥
薩
線

鹿
児
島
本
線

出水駅

隼人駅帖佐駅

桜島港

国分駅

湯之元駅湯之元駅 日豊本線
日豊本線

吉都線吉都線

嘉例川駅

山川駅

指宿駅

指
宿
枕
崎
線

垂水港

鹿児島
中央駅

川内駅
霧島神宮駅霧島神宮駅

鹿児島駅鹿児島駅

枕崎駅

九
州
新
幹
線

肥
薩
お
れ
んじ
鉄
道

111
110

113

114

112

116115
117

108

133 尾之間温泉

小林駅小林駅

高原駅高原駅

都城駅都城駅

青井岳駅青井岳駅

北郷駅北郷駅

青島駅青島駅

南宮崎駅南宮崎駅
宮崎駅宮崎駅

佐土原駅佐土原駅

川南駅川南駅

宮崎空港線宮崎空港線

京町温泉駅京町温泉駅

えびの駅えびの駅

日
南
線

106

105

104

102

志布志駅志布志駅

弥次ヶ湯温泉129

指宿温泉130

128古里温泉
132 海潟温泉
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109
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131 テイエム牧場温泉
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人吉温泉565554

50日奈久温泉

辰頭温泉48

宝田温泉46

植木温泉 45

山鹿温泉43 44

平山温泉42

41 菊池温泉

51 湯浦温泉

49 弓ヶ浜温泉

40 地獄温泉

35黒川温泉
34山川温泉

3332岳の湯温泉
31杖立温泉

36小田温泉

垂玉温泉39

大阿蘇火の山温泉38

湯の鶴温泉53

湯の児温泉 52

37 阿蘇内牧温泉

亀の甲温泉47

別府駅別府駅

賀来駅賀来駅
大分駅大分駅

杵築駅杵築駅

亀川駅亀川駅

中山香駅中山香駅

向之原駅向之原駅
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本線

湯平駅湯平駅
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豊後森駅豊後森駅

天ケ瀬駅天ケ瀬駅

夜明駅夜明駅

日田駅日田駅

久大本線久大本線

由布院駅由布院駅

別府大学駅別府大学駅

74

60 神塩温泉

62赤松温泉

83 星生温泉

80 湯平温泉

77 丹生温泉

高崎山温泉
78 79由布院温泉

89七福温泉

61深耶馬渓温泉

57夷谷温泉

58 59 くにさき六郷温泉

71 72 別府温泉
73 浜脇温泉

63

76 府内温泉

75 あたみ温泉

亀川温泉
69塚原温泉

70堀田温泉

64鉄輪温泉
6766明礬温泉

65

68

88 夜明温泉

宇佐駅宇佐駅

91七里田温泉下湯

86壁湯天然洞窟温泉

81 82 筌の口温泉

日
田
彦
山
線

87天ヶ瀬温泉

豊後竹田駅豊後竹田駅

92 93 94長湯温泉

90法華院温泉

84筋湯温泉

85九酔渓温泉

久留米駅久留米駅

鳥栖駅鳥栖駅

甘木駅甘木駅

山隈駅山隈駅

甘木鉄道

鹿
児
島
本
線

筑後吉井駅

二日市駅二日市駅

直方駅直方駅

博多駅博多駅 新飯塚駅新飯塚駅
田川後藤寺駅田川後藤寺駅

田川伊田駅田川伊田駅

竹下駅竹下駅

筑肥
線

筑豊
本線

筑豊
本線

篠
栗
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香
椎
線
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彦
山
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長
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大
村
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唐津線

筑肥
線

佐世保駅佐世保駅

たびら平戸口駅たびら平戸口駅

長崎駅長崎駅

松浦鉄道松浦鉄道

諫早駅諫早駅

早岐駅早岐駅

ハウステンボス駅ハウステンボス駅

川棚駅川棚駅

佐世保線
有田駅

壱岐壱岐

長崎
本線

長崎
本線佐賀駅佐賀駅

新鳥栖駅新鳥栖駅

基山駅基山駅

唐津駅唐津駅
西唐津駅西唐津駅

武雄温泉駅武雄温泉駅 肥前山口駅肥前山口駅

伊万里駅伊万里駅

肥前鹿島駅肥前鹿島駅

2625小浜温泉

湯ノ本温泉
3029 長崎温泉 24

27雲仙・小地獄温泉

波佐見温泉
23

平戸たびら温泉22

21
唐津・肥前
高串温泉

19
武雄温泉

17 18
熊の川温泉

20
嬉野温泉

16
古湯温泉

15 船小屋温泉

2 3博多温泉

14大川温泉

13久留米温泉

5 あさくら温泉

1211
久留米温泉

1遠賀川温泉

4二日市温泉

8 原鶴温泉

6 甘木温泉

筑後川温泉7

筑後大石駅筑後大石駅

島原温泉28

新大村駅新大村駅

嬉野温泉駅嬉野温泉駅

西
九
州
新
幹
線

9 吉井温泉

10 田主丸温泉

九
州

温泉
   道マップ

宮崎・鹿児島
エリア

宮崎・鹿児島
エリア

福岡・佐賀・
長崎エリア
福岡・佐賀・
長崎エリア

熊本エリア熊本エリア

大分エリア大分エリア

3 4

2023年度　　　厳選
133
施設

鹿児島

宮崎

大分　

長崎

福岡

熊本
サイト地図

佐賀

※災害等の影響により、一部で不通となっている区間があります。詳しくは各社のホームページ等をご確認ください。
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夜明駅夜明駅

日田駅日田駅

久大本線久大本線

由布院駅由布院駅

別府大学駅別府大学駅

74

60 神塩温泉

62赤松温泉

83 星生温泉

80 湯平温泉

77 丹生温泉

高崎山温泉
78 79由布院温泉

89七福温泉

61深耶馬渓温泉

57夷谷温泉

58 59 くにさき六郷温泉

71 72 別府温泉
73 浜脇温泉

63

76 府内温泉

75 あたみ温泉

亀川温泉
69塚原温泉

70堀田温泉

64鉄輪温泉
6766明礬温泉

65

68

88 夜明温泉

宇佐駅宇佐駅

91七里田温泉下湯

86壁湯天然洞窟温泉

81 82 筌の口温泉

日
田
彦
山
線

87天ヶ瀬温泉

豊後竹田駅豊後竹田駅

92 93 94長湯温泉

90法華院温泉

84筋湯温泉

85九酔渓温泉

久留米駅久留米駅

鳥栖駅鳥栖駅

甘木駅甘木駅

山隈駅山隈駅

甘木鉄道

鹿
児
島
本
線

筑後吉井駅

二日市駅二日市駅

直方駅直方駅

博多駅博多駅 新飯塚駅新飯塚駅
田川後藤寺駅田川後藤寺駅

田川伊田駅田川伊田駅

竹下駅竹下駅

筑肥
線

筑豊
本線

筑豊
本線

篠
栗
線

香
椎
線

日
田
彦
山
線

羽犬塚駅羽犬塚駅

瀬高駅瀬高駅

筑後船小屋駅筑後船小屋駅

九
州
新
幹
線

島原鉄道

長
崎
本
線

大
村
線

唐津線

筑肥
線

佐世保駅佐世保駅

たびら平戸口駅たびら平戸口駅

長崎駅長崎駅

松浦鉄道松浦鉄道

諫早駅諫早駅

早岐駅早岐駅

ハウステンボス駅ハウステンボス駅

川棚駅川棚駅

佐世保線
有田駅

壱岐壱岐

長崎
本線

長崎
本線佐賀駅佐賀駅

新鳥栖駅新鳥栖駅

基山駅基山駅

唐津駅唐津駅
西唐津駅西唐津駅

武雄温泉駅武雄温泉駅 肥前山口駅肥前山口駅

伊万里駅伊万里駅

肥前鹿島駅肥前鹿島駅

2625小浜温泉

湯ノ本温泉
3029 長崎温泉 24

27雲仙・小地獄温泉

波佐見温泉
23

平戸たびら温泉22

21
唐津・肥前
高串温泉

19
武雄温泉

17 18
熊の川温泉

20
嬉野温泉

16
古湯温泉

15 船小屋温泉

2 3博多温泉

14大川温泉

13久留米温泉

5 あさくら温泉

1211
久留米温泉

1遠賀川温泉

4二日市温泉

8 原鶴温泉

6 甘木温泉

筑後川温泉7

筑後大石駅筑後大石駅

島原温泉28

新大村駅新大村駅

嬉野温泉駅嬉野温泉駅

西
九
州
新
幹
線

9 吉井温泉

10 田主丸温泉

九
州

温泉
   道マップ

宮崎・鹿児島
エリア

宮崎・鹿児島
エリア

福岡・佐賀・
長崎エリア
福岡・佐賀・
長崎エリア

熊本エリア熊本エリア

大分エリア大分エリア

3 4

2023年度　　　厳選
133
施設

鹿児島

宮崎

大分　

長崎

福岡

熊本
サイト地図

佐賀

※災害等の影響により、一部で不通となっている区間があります。詳しくは各社のホームページ等をご確認ください。



0954-23-2001
6：30～24：00（最終受付 23：00）
12月中旬に1日休館予定
大人450円 こども（3才～小学生）220円
武雄市武雄町大字武雄7425
JR武雄温泉駅から徒歩約15分　

0952-63-0021
9：00～20：30（最終受付 20：00）
火・金曜休
大人700円 こども300円
※15時～大人500円、こども200円
　17時～大人300円、こども100円
佐賀市富士町大字上熊の川118
佐賀駅バスセンターからバスで約40分

0942-52-8866
10：00～21：00（最終受付 20：30）
火曜休（祝日が火曜の場合は翌日休）
70才以上400円 13才以上600円 
4才～小学生300円
筑後市大字尾島298-2
JR筑後船小屋駅から徒歩約15分
西鉄バス船小屋バス停から徒歩約5分

0952-58-2021
11：00～15：00（最終受付 14：00）
不定休
60分大人1,000円 こども（3才～12才）
500円/貸切湯2,500円
富士町大字古湯875
JR佐賀駅から車で約30分
佐賀駅バスセンターからバスで約50分
古湯温泉バス停下車、徒歩約3分

0944-88-0026　　
10：00～22：00
第2、4火曜休
（ただし、祝日の場合、第4火曜が26日の月は営業）
中学生以上700円 小学生450円 
3才以上100円
大川市大字中八院241-1
JR羽犬塚駅からタクシーで約12分

0943-77-3131　　
13：00～21：00
水曜休
大人600円 こども400円
貸切風呂（1部屋）2,500円（60分）
うきは市浮羽町古川1099-8
JR筑後大石駅からタクシーで約5分
杷木バス停から徒歩で約10分

0946-21-8800　　9：00～22：00
（入浴10：00～21：50、最終受付 21：30）
月曜休（祝日の場合は営業）
大人530円 こども200円 小学生未満無料
65才以上420円
朝倉市甘木198-1
甘木鉄道甘木駅から徒歩約12分
または西鉄甘木駅から徒歩約10分

092-551-4126　　
10：00～22：00
火曜休（但し16：00以降入浴可）
大人（中学生以上）500円 こども400円
※1時間以内利用料金
福岡市南区三宅3-19-7
西鉄大橋駅からタクシーで約3分　

0943-74-1268　　
10：00～20：00（最終受付 19：30）
第1・第3水曜、毎木曜休
大人850円 こども（3才～小学生）500円
久留米市田主丸町森部1206
JR田主丸駅からタクシーで約15分

0946-22-1215
6：30～10：00、13：00～23：00　　
無休
大人800円（入湯税別）
こども300円（入湯税別）
朝倉市甘木1677-2
甘木鉄道・西鉄甘木駅から徒歩約２分

092-591-6713　　13：00～18：00
木曜休
13：00～17：00（4時間） 600円
15：00～17：00（2時間） 500円
17：00～18：00（1時間） 400円
※こども半額
福岡市南区横手3-6-18
西鉄大橋駅からタクシーで約6分　

093-293-6869
13：00～20：30（最終受付 20：00）
毎週火曜・第4月曜休
大人800円 こども500円
遠賀郡遠賀町浅木61-1
遠賀川駅からタクシーで約7分

092-922-2119
10：00～21：30（最終受付 21：00）　  
無休
大人350円（土日祝400円）
中人（6～11才）180円 小人（4・5才）70円
筑紫野市湯町1-14-5
JR二日市駅から徒歩約10分
西鉄二日市駅からバスで約10分
二日市温泉バス停下車すぐ

0942-41-1230　　 
10：00～翌3：00
12/31、1/1休
1室60分、1,800円～3,000円
一人湯900円
（平日18：00までに一人で来場時）
久留米市新合川1-6-30
西鉄久留米駅からタクシーで約10分

0952-64-2683　　
10：00～20：00
火、水曜休（祝日の場合は営業）
大人1,200円 こども600円
佐賀市富士町大字上熊の川180-1
JR佐賀駅からバスで約40分
「熊の川温泉前」下車

博多の街中で出会える
源泉かけ流しの
塩化物温泉。

カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

富士の苑博多温泉

多くの鉄分を含む
赤茶色の湯。田んぼの
中にある素朴な温泉。

含鉄・ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
（源泉かけ流し、加温あり、外風呂循環ろ過）

泉人優待

福岡福岡2遠賀川温泉30 遠賀川温泉遠賀川温泉 福岡1

歴史を刻む木造の
湯処で硫黄臭漂う
新鮮な湯を。

単純温泉（源泉かけ流し）

博多湯二日市温泉 福岡4

少々熱めの塩化物
温泉は博多温泉郷
発祥の湯。

元祖 元湯博多温泉 福岡3

充実の温泉施設で
楽しむ源泉かけ流しの
ツルツル湯。

天然温泉 卑弥呼ロマンの湯甘木温泉6

美肌の湯 なごみの湯
やすらぎの湯。

単純温泉（源泉かけ流し、加温あり）

ホテルグランスパアベニュー幸楽の湯あさくら温泉 福岡5

泉人優待 大浴場 入浴料大人800円を600円に（本人のみ1回）

化粧水代わりになる
ほどの源泉かけ流し、
トロトロつるつるの温泉。

旅館ふくせんか みるきいの湯筑後川温泉 福岡7

絶景・温泉・美食が
詰まった日帰り
温泉施設。

みのう山荘田主丸温泉 福岡10

全室家族風呂の
個性あふれる全20室の
お風呂。

アルカリ性単純硫黄泉（源泉かけ流し）

いづみ乃湯久留米温泉12 福岡

茶褐色のかけ流し
温泉は美肌作用の
高い良質の湯。

川の駅船小屋 恋ぼたる 温泉館船小屋温泉15

泉人優待 ロゴタオル1枚進呈（1回）

泉人優待 大人700円を500円に（本人のみ1回）

ぬる湯にゆっくり入って
万病を治療する療養泉。

元湯 熊ノ川浴場熊の川温泉 佐賀17

砂の下の岩盤から
湯が湧出！全国的にも
珍しい天然砂湯。

鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊泉古湯温泉 佐賀16

国重要文化財の
楼門を通り歴史ある
大衆浴場へ。

アルカリ性単純温泉（半循環式）

元湯武雄温泉 佐賀19

地下1,050mからの湧水が
こんこんと湧き出る泉温43度の
天然掛け流しの温泉。

単純弱放射能泉（源泉かけ流し）

湯泉郷 温泉館 湯招花熊の川温泉 佐賀18

泉人優待 入浴料半額（本人のみ1回）

日本三大美肌の湯の
一つ嬉野の源泉100％
かけ流しの湯。

嬉泉館嬉野温泉20

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

佐賀

0954-43-0665
10：30～21：00 ※混雑時不可
不定休
大人700円 こども（3才～12才）300円
嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-18
JR嬉野温泉駅からバスで約16分
嬉野温泉バスセンターから徒歩約3分

単純温泉（源泉かけ流し）

単純温泉（源泉かけ流し）

単純温泉（弱アルカリ性低張性高温泉）
（源泉かけ流し）

アルカリ性単純硫黄温泉・
ラジウム温泉（源泉かけ流し）

マグネシウム・ナトリウム・カルシウム炭酸水素塩温泉
（源泉かけ流し、加水あり）

アルカリ性単純弱放射能泉（源泉かけ流し、一部加温あり）

泉人優待 大人入浴料 300円引き（本人のみ1回）

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し、加温あり・循環ろ過）

福岡

美肌効果が期待できる
湯は薄い緑色の
モール系温泉。

貴肌美人 緑の湯大川温泉 福岡14

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

炭酸水素塩泉・塩化物泉（源泉かけ流し）

100円引き（本人のみ1回）又はボールペン1本プレゼント

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

0942-62-1426　　
10：00～22：00
水曜休（祝日の場合は営業）
大人600円 こども（4才～中学生）350円
久留米市城島町上青木366-1
JR久留米駅から車で約30分
青木中津大橋バス停から徒歩約15分

ツルツル感＆
硫黄の匂い＆明確な
塩味と三拍子の個性!

天然の湯 あおき温泉久留米温泉 福岡13

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

含硫黄ナトリウム塩化物・炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

0942-33-4126　　
10：00～翌1：00（最終受付 24：00）
無休
大人800円（土日祝は880円） 小学生450円
幼児（3才～）200円 ※3時間以内
久留米市野中町湯の坂1235
JR南久留米駅から徒歩約15分
西鉄久留米駅からバスで約5分
湯の坂バス停下車徒歩約5分

アルカリ性単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

嬉泉館嬉野温泉 福岡30
K I S E NKAN

源泉100％かけ流しの
トロリ湯でお肌
スベスベの美肌に!?

湯の坂 久留米温泉久留米温泉 福岡11

福岡

0943-74-5555　　
13：00～20：00
不定休
大人700円
こども（7才～13才）350円 
うきは市吉井町千年596
JR吉井駅からタクシーで約7分

豊富な湯量と効能豊か
な泉質が自慢、
つるりとした美人の湯。

ニュー筑水荘吉井温泉 福岡9

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

ナトリウム炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

2023年4月
新登場

0946-62-0700
10：00～20：00（最終受付 19：00）
不定休
大人700円 こども（3才～小学生）400円
朝倉市杷木久喜宮1890-1
JR筑後吉井駅からタクシーで約10分

単純温泉（源泉かけ流し、加水あり※夏のみ）

これぞＷ美肌の湯！
日本名湯百選の湯力に
癒されよう。

やぐるま荘原鶴温泉 福岡8

ONGAGAWA -ONS EN HAKA T A  HO T SPR I NG  F U J I NO EN I Z UM I - NO - YU

GANSO -MOTOYU HAKA T A YU M I DOR I - NO - YU

KO I BO T ARU -ONS ENKANHOT E L  G R ANDSPA  A V ENUE H IM I KO  ROMAN -NO - YU KAKURE I S E N

R YOKAN  F UKUS ENKA TOSHOKA

MOTOYUM I NOU - S ANSOU K I S E NKAN

AOK I - ON S EN

KURUME -ONS EN

NEW  CH I K U SU I S OU

YAGURUMA - SOU

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

佐
賀

福
岡

福
岡
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0954-23-2001
6：30～24：00（最終受付 23：00）
12月中旬に1日休館予定
大人450円 こども（3才～小学生）220円
武雄市武雄町大字武雄7425
JR武雄温泉駅から徒歩約15分　

0952-63-0021
9：00～20：30（最終受付 20：00）
火・金曜休
大人700円 こども300円
※15時～大人500円、こども200円
　17時～大人300円、こども100円
佐賀市富士町大字上熊の川118
佐賀駅バスセンターからバスで約40分

0942-52-8866
10：00～21：00（最終受付 20：30）
火曜休（祝日が火曜の場合は翌日休）
70才以上400円 13才以上600円 
4才～小学生300円
筑後市大字尾島298-2
JR筑後船小屋駅から徒歩約15分
西鉄バス船小屋バス停から徒歩約5分

0952-58-2021
11：00～15：00（最終受付 14：00）
不定休
60分大人1,000円 こども（3才～12才）
500円/貸切湯2,500円
富士町大字古湯875
JR佐賀駅から車で約30分
佐賀駅バスセンターからバスで約50分
古湯温泉バス停下車、徒歩約3分

0944-88-0026　　
10：00～22：00
第2、4火曜休
（ただし、祝日の場合、第4火曜が26日の月は営業）
中学生以上700円 小学生450円 
3才以上100円
大川市大字中八院241-1
JR羽犬塚駅からタクシーで約12分

0943-77-3131　　
13：00～21：00
水曜休
大人600円 こども400円
貸切風呂（1部屋）2,500円（60分）
うきは市浮羽町古川1099-8
JR筑後大石駅からタクシーで約5分
杷木バス停から徒歩で約10分

0946-21-8800　　9：00～22：00
（入浴10：00～21：50、最終受付 21：30）
月曜休（祝日の場合は営業）
大人530円 こども200円 小学生未満無料
65才以上420円
朝倉市甘木198-1
甘木鉄道甘木駅から徒歩約12分
または西鉄甘木駅から徒歩約10分

092-551-4126　　
10：00～22：00
火曜休（但し16：00以降入浴可）
大人（中学生以上）500円 こども400円
※1時間以内利用料金
福岡市南区三宅3-19-7
西鉄大橋駅からタクシーで約3分　

0943-74-1268　　
10：00～20：00（最終受付 19：30）
第1・第3水曜、毎木曜休
大人850円 こども（3才～小学生）500円
久留米市田主丸町森部1206
JR田主丸駅からタクシーで約15分

0946-22-1215
6：30～10：00、13：00～23：00　　
無休
大人800円（入湯税別）
こども300円（入湯税別）
朝倉市甘木1677-2
甘木鉄道・西鉄甘木駅から徒歩約２分

092-591-6713　　13：00～18：00
木曜休
13：00～17：00（4時間） 600円
15：00～17：00（2時間） 500円
17：00～18：00（1時間） 400円
※こども半額
福岡市南区横手3-6-18
西鉄大橋駅からタクシーで約6分　

093-293-6869
13：00～20：30（最終受付 20：00）
毎週火曜・第4月曜休
大人800円 こども500円
遠賀郡遠賀町浅木61-1
遠賀川駅からタクシーで約7分

092-922-2119
10：00～21：30（最終受付 21：00）　  
無休
大人350円（土日祝400円）
中人（6～11才）180円 小人（4・5才）70円
筑紫野市湯町1-14-5
JR二日市駅から徒歩約10分
西鉄二日市駅からバスで約10分
二日市温泉バス停下車すぐ

0942-41-1230　　 
10：00～翌3：00
12/31、1/1休
1室60分、1,800円～3,000円
一人湯900円
（平日18：00までに一人で来場時）
久留米市新合川1-6-30
西鉄久留米駅からタクシーで約10分

0952-64-2683　　
10：00～20：00
火、水曜休（祝日の場合は営業）
大人1,200円 こども600円
佐賀市富士町大字上熊の川180-1
JR佐賀駅からバスで約40分
「熊の川温泉前」下車

博多の街中で出会える
源泉かけ流しの
塩化物温泉。

カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

富士の苑博多温泉

多くの鉄分を含む
赤茶色の湯。田んぼの
中にある素朴な温泉。

含鉄・ナトリウム・カルシウム-塩化物泉
（源泉かけ流し、加温あり、外風呂循環ろ過）

泉人優待

福岡福岡2遠賀川温泉30 遠賀川温泉遠賀川温泉 福岡1

歴史を刻む木造の
湯処で硫黄臭漂う
新鮮な湯を。

単純温泉（源泉かけ流し）

博多湯二日市温泉 福岡4

少々熱めの塩化物
温泉は博多温泉郷
発祥の湯。

元祖 元湯博多温泉 福岡3

充実の温泉施設で
楽しむ源泉かけ流しの
ツルツル湯。

天然温泉 卑弥呼ロマンの湯甘木温泉6

美肌の湯 なごみの湯
やすらぎの湯。

単純温泉（源泉かけ流し、加温あり）

ホテルグランスパアベニュー幸楽の湯あさくら温泉 福岡5

泉人優待 大浴場 入浴料大人800円を600円に（本人のみ1回）

化粧水代わりになる
ほどの源泉かけ流し、
トロトロつるつるの温泉。

旅館ふくせんか みるきいの湯筑後川温泉 福岡7

絶景・温泉・美食が
詰まった日帰り
温泉施設。

みのう山荘田主丸温泉 福岡10

全室家族風呂の
個性あふれる全20室の
お風呂。

アルカリ性単純硫黄泉（源泉かけ流し）

いづみ乃湯久留米温泉12 福岡

茶褐色のかけ流し
温泉は美肌作用の
高い良質の湯。

川の駅船小屋 恋ぼたる 温泉館船小屋温泉15

泉人優待 ロゴタオル1枚進呈（1回）

泉人優待 大人700円を500円に（本人のみ1回）

ぬる湯にゆっくり入って
万病を治療する療養泉。

元湯 熊ノ川浴場熊の川温泉 佐賀17

砂の下の岩盤から
湯が湧出！全国的にも
珍しい天然砂湯。

鶴の恩返し よみがえりの宿 鶴霊泉古湯温泉 佐賀16

国重要文化財の
楼門を通り歴史ある
大衆浴場へ。

アルカリ性単純温泉（半循環式）

元湯武雄温泉 佐賀19

地下1,050mからの湧水が
こんこんと湧き出る泉温43度の
天然掛け流しの温泉。

単純弱放射能泉（源泉かけ流し）

湯泉郷 温泉館 湯招花熊の川温泉 佐賀18

泉人優待 入浴料半額（本人のみ1回）

日本三大美肌の湯の
一つ嬉野の源泉100％
かけ流しの湯。

嬉泉館嬉野温泉20

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

佐賀

0954-43-0665
10：30～21：00 ※混雑時不可
不定休
大人700円 こども（3才～12才）300円
嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-18
JR嬉野温泉駅からバスで約16分
嬉野温泉バスセンターから徒歩約3分

単純温泉（源泉かけ流し）

単純温泉（源泉かけ流し）

単純温泉（弱アルカリ性低張性高温泉）
（源泉かけ流し）

アルカリ性単純硫黄温泉・
ラジウム温泉（源泉かけ流し）

マグネシウム・ナトリウム・カルシウム炭酸水素塩温泉
（源泉かけ流し、加水あり）

アルカリ性単純弱放射能泉（源泉かけ流し、一部加温あり）

泉人優待 大人入浴料 300円引き（本人のみ1回）

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し、加温あり・循環ろ過）

福岡

美肌効果が期待できる
湯は薄い緑色の
モール系温泉。

貴肌美人 緑の湯大川温泉 福岡14

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

炭酸水素塩泉・塩化物泉（源泉かけ流し）

100円引き（本人のみ1回）又はボールペン1本プレゼント

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

0942-62-1426　　
10：00～22：00
水曜休（祝日の場合は営業）
大人600円 こども（4才～中学生）350円
久留米市城島町上青木366-1
JR久留米駅から車で約30分
青木中津大橋バス停から徒歩約15分

ツルツル感＆
硫黄の匂い＆明確な
塩味と三拍子の個性!

天然の湯 あおき温泉久留米温泉 福岡13

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

含硫黄ナトリウム塩化物・炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

0942-33-4126　　
10：00～翌1：00（最終受付 24：00）
無休
大人800円（土日祝は880円） 小学生450円
幼児（3才～）200円 ※3時間以内
久留米市野中町湯の坂1235
JR南久留米駅から徒歩約15分
西鉄久留米駅からバスで約5分
湯の坂バス停下車徒歩約5分

アルカリ性単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

嬉泉館嬉野温泉 福岡30
K I S E NKAN

源泉100％かけ流しの
トロリ湯でお肌
スベスベの美肌に!?

湯の坂 久留米温泉久留米温泉 福岡11

福岡

0943-74-5555　　
13：00～20：00
不定休
大人700円
こども（7才～13才）350円 
うきは市吉井町千年596
JR吉井駅からタクシーで約7分

豊富な湯量と効能豊か
な泉質が自慢、
つるりとした美人の湯。

ニュー筑水荘吉井温泉 福岡9

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

ナトリウム炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

2023年4月
新登場

0946-62-0700
10：00～20：00（最終受付 19：00）
不定休
大人700円 こども（3才～小学生）400円
朝倉市杷木久喜宮1890-1
JR筑後吉井駅からタクシーで約10分

単純温泉（源泉かけ流し、加水あり※夏のみ）

これぞＷ美肌の湯！
日本名湯百選の湯力に
癒されよう。

やぐるま荘原鶴温泉 福岡8

ONGAGAWA -ONS EN HAKA T A  HO T SPR I NG  F U J I NO EN I Z UM I - NO - YU

GANSO -MOTOYU HAKA T A YU M I DOR I - NO - YU

KO I BO T ARU -ONS ENKANHOT E L  G R ANDSPA  A V ENUE H IM I KO  ROMAN -NO - YU KAKURE I S E N

R YOKAN  F UKUS ENKA TOSHOKA

MOTOYUM I NOU - S ANSOU K I S E NKAN

AOK I - ON S EN

KURUME -ONS EN

NEW  CH I K U SU I S OU

YAGURUMA - SOU

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

佐
賀

福
岡

福
岡
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0920-43-0016　　
8：00～17：00（最終受付 16：00）
19：00～21：00（最終受付 20：00）
不定休
大人800円 小学生300円 乳幼児150円
家族湯3,000円（60分）
壱岐市勝本町立石西触77
郷ノ浦本町からバスで約27分
国民宿舎前下車、徒歩1分

ナトリウム塩化物泉（源泉かけ流し）

1,500年以上の歴史
を誇るわが国でも
屈指の古湯。

奥壱岐の千年湯 平山旅館 長崎30
H I R A YAMA  R YOKAN

2023年4月
新登場

0967-46-5750　　
13：00～21：00（最終受付 20：00）
木曜休
大人500円 小学生（6～12才）250円
阿蘇郡小国町大字西里岳の湯2816
JR豊後森駅からタクシーで約40分

0967-48-0507　　
10：00～16：00（最終受付 15：00）
不定休
大人600円 こども（0才～小学生）400円
貸切露天2,000円～（1時間1室大人3名まで）
阿蘇郡小国町下城4162-4
JR日田駅からタクシーで約40分
日田ICから車で約40分
JR阿蘇駅からタクシーで約40分

0920-43-0900　　7：00～20：00
（最終受付 20：00）（貸切湯 7：00～21：00）
無休
公衆浴場 大人400円 こども200円
家族風呂 1名利用の場合800円 
　　　　 2名以上利用の場合各700円
壱岐市勝本町本宮南触400
郷ノ浦港からタクシーで約20分
老人ホーム前バス停から徒歩約5分

0957-74-3500　　12：00～20：00
※混雑時は15：00以降の入浴を
　お断りする場合がございます。
不定休
大人500円 こども300円
貸切湯（1部屋）大人1,000円 こども500円
雲仙市小浜町南本町10-8
JR諌早駅前バスターミナルからバスで約50分
公立小浜病院前バス停から徒歩約3分

0957-64-2000　　
新館 6：00～12：00、15：00～23：00
（最終受付 22：00）
本館 12：00～23：00（最終受付 22：00）
無休
大人500円 こども300円（小学生未満無料）
島原市新湊1-38-1
島原外港から徒歩約10分

0956-76-9008　　
10：00～22：00（最終受付 21：15）
不定休
大人（中学生以上）700円 
こども（小学生以上）400円 
幼児（3才以上）300円
※土日祝日は各50円追加
東彼杵郡波佐見町長野郷558-3
JR有田駅または川棚駅からタクシーで約20分

0957-73-3273　　
9：30～19：00
無休（年末休が1日あり）
大人460円 こども（4才～小学生）230円
雲仙市小浜町雲仙500-1
JR諫早駅からバスで約75分
島原鉄道島原駅からバスで約50分

0967-44-0188　　11：00～14：00
※日によって男女共に露天と内湯の入湯が
変わります。どちらになるか電話での事前
確認のうえご利用ください。
不定休
大人500円 こども300円 幼児無料
阿蘇郡南小国町満願寺5960
JR阿蘇駅からタクシーで約40分
黒川温泉バスから徒歩約30分、タクシーで約5分

0967-44-0906　　
8：30～21：00
不定休
大人500円 こども300円
阿蘇郡南小国町大字満願寺6961-1
JR阿蘇駅からタクシーで約40分
JR阿蘇駅から九州横断バスで約50分
黒川温泉下車徒歩約25分

0967-46-3497　　
11：00～14：00
不定休
大人600円 こども300円
貸切湯2,500円（大人3名まで）
阿蘇郡小国町大字北里1346-1
JR阿蘇駅からタクシーで約60分
九重ICから車で約20分

0967-46-5525　　 
8：00～20：00
無休
大人500円 こども200円
阿蘇郡小国町西里2917
JR豊後森駅からタクシーで約40分
道の駅小国ゆうステーションから
タクシーで約15分

0950-57-1110　　
11：00～23：00
（第1第3水曜メンテナンスのため15：00～）
無休
大人900円 こども（4才～12才）400円
平戸市田平町野田免210-6
松浦鉄道たびら平戸口駅からタクシーで
約3分

0957-74-3402　　
5：00～21：00
1/1休
大人200円 こども（6才～12才）100円
幼児50円
雲仙市小浜町南本町7
JR諫早駅からタクシーで約50分
小浜体育館前バス停から徒歩約3分

095-887-4126　　
10：00～21：00
第2火曜休
大人1,000円 
こども（5才～小学生）500円
西彼杵郡長与町岡郷2762-1
JR長与駅からタクシーで約15分
長崎市内から無料送迎バス有

高台から海を展望する
肌スベスベ!?の
美肌の湯。

サムソンホテル なごみの湯平戸たびら
温泉 長崎22

緑の山々に囲まれた
とろみのある美肌の湯。

はさみ温泉 湯治楼波佐見
温泉 長崎23

源泉かけ流し！
国内有数の
高濃度炭酸泉。

ナトリウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し、加水あり）

HOTEL シーサイド島原島原温泉28

大村湾を一望する
源泉かけ流しの温泉。

喜道庵長崎温泉 長崎24

むかしながらの湯が
たのしめる温泉旅館。

ナトリウム-塩化物温泉（加水あり）

旅館國崎小浜温泉25

小浜の源泉が
楽しめるひなびた
木造の共同浴場。

脇浜温泉浴場小浜温泉 長崎26

離島に湧く赤褐色の
鉄泉を素朴な
公衆浴場でじっくり。

単純硫黄温泉（源泉かけ流し、加水あり）

塩化物泉

山口温泉湯ノ本温泉29

地獄から湧き出す
名湯に浸かる
極楽体験！

雲仙小地獄温泉館雲仙・小地獄
温泉 長崎27

時間と共にブルーが
変わる夕暮れの
景色にもうっとり。

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し） ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

豊礼の湯岳の湯温泉 熊本32

杖立温泉ならではの
入浴法 天然サウナ
「むし湯」もぜひ。

米屋別荘杖立温泉 熊本31

ミルキーな
お風呂の中で湯の花と
たわむれよう。

しらはなシンフォニー山川温泉34

温泉蒸気のパワーを
感じて! 敷地内で
地獄蒸し体験もできる。

わいた温泉 ゆけむり茶屋岳の湯温泉33

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

単純温泉（源泉かけ流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

熊本熊本

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

湯船の底から湯が
湧き出す
名湯『すずめの湯』へ。

硫黄泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料100円引き（本人のみ1回）

青風荘地獄温泉40

0967-67-0005　　
10：00～17：00（最終受付 15：00）
火曜休（但し、祝日の場合は営業）
施設利用料 大人2,000円 
※混浴用湯浴み着、貸バスタオル付
こども（小学生）800円
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2327
JR立野駅から車で約20分

熊本

マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩温泉
（源泉かけ流し、加水あり、加温あり、循環ろ過）

ナトリウム-炭酸水素塩泉
（源泉かけ流し・加温あり、循環ろ過）

含硫黄-カルシウム・ナトリウム-
硫酸塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

自然に溢れる森にある
美肌成分タップリの
自家源泉の湯。

静寂な森の宿 山しのぶ小田温泉 熊本36

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・
硫酸塩温泉（源泉かけ流し、加水あり）

長崎

長崎

長崎

お肌に嬉しい泉質揃い！
森林浴も気持ちいい。

旅館 山河黒川温泉35

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩・
硫酸塩温泉（源泉かけ流し）

熊本

0967-35-1726　　
11：00～21：00（最終受付 20：00）　　
不定休
大人630円 こども（3才～12才）320円
阿蘇郡南阿蘇村下野135-1
JR赤水駅から徒歩約15分

巨大な溶岩石と自然木
を配置した豪快な庭園
露天風呂が自慢。

硫酸塩泉（源泉かけ流し）

熊本38 どんどこ湯大阿蘇
火の山温泉

0967-67-0006
10：00～19：00（最終受付 18：00）
水曜休　　
大人800円 こども（6才～12才）400円 
貸切湯2,500円（1部屋1時間）
※休み、料金変更の可能性あり
阿蘇郡南阿蘇村河陽2331
JR立野駅から車で約15分

単純温泉（源泉かけ流し）

瀧日和垂玉温泉39

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

四季折々の景色が
楽しめる露天風呂が復活。
敷地内「金龍の滝」も絶景。

泉人優待 大浴場入湯無料（本人のみ1回）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

含鉄泉・炭酸水素塩泉（加温あり、循環ろ過）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

御薬師如来様（温泉の神様）
から命名したレトロな町湯。

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム・
硫酸塩泉（源泉かけ流し）

雲海薬師温泉37

0967-32-0116　　
10:00～21:00
無休
大人300円
こども（1才～12才）100円 
阿蘇市内牧39
JR阿蘇駅から車で約15分

熊本阿蘇内牧
温泉

2023年4月
新登場

湯ノ本温泉

0955-54-0282　　10：00～20：00
毎月1日･15日、12/30・31休
大人430円 こども210円
※17時以降大人320円 こども150円
唐津市肥前町田野甲1287-10
唐津大手口バスセンター（JR唐津駅から
徒歩約5分）から昭和バスで約50分、
福祉センター前下車すぐ

循環湯ながら国内
屈指のツルツル感は
名湯に相応。

唐津市肥前町福祉センター唐津・肥前
 高串温泉 佐賀21

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
（源泉かけ流し、加温あり、循環ろ過）

S AMSON  HO T E L KOMEYA  B E S SOU HOURE I  NO  Y U

YU J I R O YUKEMUR I  C HA YAK I DOAN

HOT E L  S E A S I D E  S H IMABARA

RYOKAN  S ANGA YAMASH I NOBUWAK I H AMA  HO T  S PR I NG  B A THRYOKAN  KUN I S AK I

DONDOKO - YU

T ARUTAMA -ONS EN  T AK I B I Y OR I

UN Z EN  KO J I GOKU -ONS ENKAN

YAMAGUCH I - ON S EN J I GOKU -ONS EN  S E I F U SO

UNKA I  Y AKUSH I - ON S EN

KARA T SU  H I Z E N FUKUSH I  C E N T ER

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

長
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賀
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本
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0920-43-0016　　
8：00～17：00（最終受付 16：00）
19：00～21：00（最終受付 20：00）
不定休
大人800円 小学生300円 乳幼児150円
家族湯3,000円（60分）
壱岐市勝本町立石西触77
郷ノ浦本町からバスで約27分
国民宿舎前下車、徒歩1分

ナトリウム塩化物泉（源泉かけ流し）

1,500年以上の歴史
を誇るわが国でも
屈指の古湯。

奥壱岐の千年湯 平山旅館 長崎30
H I R A YAMA  R YOKAN

2023年4月
新登場

0967-46-5750　　
13：00～21：00（最終受付 20：00）
木曜休
大人500円 小学生（6～12才）250円
阿蘇郡小国町大字西里岳の湯2816
JR豊後森駅からタクシーで約40分

0967-48-0507　　
10：00～16：00（最終受付 15：00）
不定休
大人600円 こども（0才～小学生）400円
貸切露天2,000円～（1時間1室大人3名まで）
阿蘇郡小国町下城4162-4
JR日田駅からタクシーで約40分
日田ICから車で約40分
JR阿蘇駅からタクシーで約40分

0920-43-0900　　7：00～20：00
（最終受付 20：00）（貸切湯 7：00～21：00）
無休
公衆浴場 大人400円 こども200円
家族風呂 1名利用の場合800円 
　　　　 2名以上利用の場合各700円
壱岐市勝本町本宮南触400
郷ノ浦港からタクシーで約20分
老人ホーム前バス停から徒歩約5分

0957-74-3500　　12：00～20：00
※混雑時は15：00以降の入浴を
　お断りする場合がございます。
不定休
大人500円 こども300円
貸切湯（1部屋）大人1,000円 こども500円
雲仙市小浜町南本町10-8
JR諌早駅前バスターミナルからバスで約50分
公立小浜病院前バス停から徒歩約3分

0957-64-2000　　
新館 6：00～12：00、15：00～23：00
（最終受付 22：00）
本館 12：00～23：00（最終受付 22：00）
無休
大人500円 こども300円（小学生未満無料）
島原市新湊1-38-1
島原外港から徒歩約10分

0956-76-9008　　
10：00～22：00（最終受付 21：15）
不定休
大人（中学生以上）700円 
こども（小学生以上）400円 
幼児（3才以上）300円
※土日祝日は各50円追加
東彼杵郡波佐見町長野郷558-3
JR有田駅または川棚駅からタクシーで約20分

0957-73-3273　　
9：30～19：00
無休（年末休が1日あり）
大人460円 こども（4才～小学生）230円
雲仙市小浜町雲仙500-1
JR諫早駅からバスで約75分
島原鉄道島原駅からバスで約50分

0967-44-0188　　11：00～14：00
※日によって男女共に露天と内湯の入湯が
変わります。どちらになるか電話での事前
確認のうえご利用ください。
不定休
大人500円 こども300円 幼児無料
阿蘇郡南小国町満願寺5960
JR阿蘇駅からタクシーで約40分
黒川温泉バスから徒歩約30分、タクシーで約5分

0967-44-0906　　
8：30～21：00
不定休
大人500円 こども300円
阿蘇郡南小国町大字満願寺6961-1
JR阿蘇駅からタクシーで約40分
JR阿蘇駅から九州横断バスで約50分
黒川温泉下車徒歩約25分

0967-46-3497　　
11：00～14：00
不定休
大人600円 こども300円
貸切湯2,500円（大人3名まで）
阿蘇郡小国町大字北里1346-1
JR阿蘇駅からタクシーで約60分
九重ICから車で約20分

0967-46-5525　　 
8：00～20：00
無休
大人500円 こども200円
阿蘇郡小国町西里2917
JR豊後森駅からタクシーで約40分
道の駅小国ゆうステーションから
タクシーで約15分

0950-57-1110　　
11：00～23：00
（第1第3水曜メンテナンスのため15：00～）
無休
大人900円 こども（4才～12才）400円
平戸市田平町野田免210-6
松浦鉄道たびら平戸口駅からタクシーで
約3分

0957-74-3402　　
5：00～21：00
1/1休
大人200円 こども（6才～12才）100円
幼児50円
雲仙市小浜町南本町7
JR諫早駅からタクシーで約50分
小浜体育館前バス停から徒歩約3分

095-887-4126　　
10：00～21：00
第2火曜休
大人1,000円 
こども（5才～小学生）500円
西彼杵郡長与町岡郷2762-1
JR長与駅からタクシーで約15分
長崎市内から無料送迎バス有

高台から海を展望する
肌スベスベ!?の
美肌の湯。

サムソンホテル なごみの湯平戸たびら
温泉 長崎22

緑の山々に囲まれた
とろみのある美肌の湯。

はさみ温泉 湯治楼波佐見
温泉 長崎23

源泉かけ流し！
国内有数の
高濃度炭酸泉。

ナトリウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し、加水あり）

HOTEL シーサイド島原島原温泉28

大村湾を一望する
源泉かけ流しの温泉。

喜道庵長崎温泉 長崎24

むかしながらの湯が
たのしめる温泉旅館。

ナトリウム-塩化物温泉（加水あり）

旅館國崎小浜温泉25

小浜の源泉が
楽しめるひなびた
木造の共同浴場。

脇浜温泉浴場小浜温泉 長崎26

離島に湧く赤褐色の
鉄泉を素朴な
公衆浴場でじっくり。

単純硫黄温泉（源泉かけ流し、加水あり）

塩化物泉

山口温泉湯ノ本温泉29

地獄から湧き出す
名湯に浸かる
極楽体験！

雲仙小地獄温泉館雲仙・小地獄
温泉 長崎27

時間と共にブルーが
変わる夕暮れの
景色にもうっとり。

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し） ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

豊礼の湯岳の湯温泉 熊本32

杖立温泉ならではの
入浴法 天然サウナ
「むし湯」もぜひ。

米屋別荘杖立温泉 熊本31

ミルキーな
お風呂の中で湯の花と
たわむれよう。

しらはなシンフォニー山川温泉34

温泉蒸気のパワーを
感じて! 敷地内で
地獄蒸し体験もできる。

わいた温泉 ゆけむり茶屋岳の湯温泉33

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

単純温泉（源泉かけ流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

熊本熊本

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

湯船の底から湯が
湧き出す
名湯『すずめの湯』へ。

硫黄泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料100円引き（本人のみ1回）

青風荘地獄温泉40

0967-67-0005　　
10：00～17：00（最終受付 15：00）
火曜休（但し、祝日の場合は営業）
施設利用料 大人2,000円 
※混浴用湯浴み着、貸バスタオル付
こども（小学生）800円
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽2327
JR立野駅から車で約20分

熊本

マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩温泉
（源泉かけ流し、加水あり、加温あり、循環ろ過）

ナトリウム-炭酸水素塩泉
（源泉かけ流し・加温あり、循環ろ過）

含硫黄-カルシウム・ナトリウム-
硫酸塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

自然に溢れる森にある
美肌成分タップリの
自家源泉の湯。

静寂な森の宿 山しのぶ小田温泉 熊本36

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物・
硫酸塩温泉（源泉かけ流し、加水あり）

長崎

長崎

長崎

お肌に嬉しい泉質揃い！
森林浴も気持ちいい。

旅館 山河黒川温泉35

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩・
硫酸塩温泉（源泉かけ流し）

熊本

0967-35-1726　　
11：00～21：00（最終受付 20：00）　　
不定休
大人630円 こども（3才～12才）320円
阿蘇郡南阿蘇村下野135-1
JR赤水駅から徒歩約15分

巨大な溶岩石と自然木
を配置した豪快な庭園
露天風呂が自慢。

硫酸塩泉（源泉かけ流し）

熊本38 どんどこ湯大阿蘇
火の山温泉

0967-67-0006
10：00～19：00（最終受付 18：00）
水曜休　　
大人800円 こども（6才～12才）400円 
貸切湯2,500円（1部屋1時間）
※休み、料金変更の可能性あり
阿蘇郡南阿蘇村河陽2331
JR立野駅から車で約15分

単純温泉（源泉かけ流し）

瀧日和垂玉温泉39

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

四季折々の景色が
楽しめる露天風呂が復活。
敷地内「金龍の滝」も絶景。

泉人優待 大浴場入湯無料（本人のみ1回）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

含鉄泉・炭酸水素塩泉（加温あり、循環ろ過）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

御薬師如来様（温泉の神様）
から命名したレトロな町湯。

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム・
硫酸塩泉（源泉かけ流し）

雲海薬師温泉37

0967-32-0116　　
10:00～21:00
無休
大人300円
こども（1才～12才）100円 
阿蘇市内牧39
JR阿蘇駅から車で約15分

熊本阿蘇内牧
温泉

2023年4月
新登場

湯ノ本温泉

0955-54-0282　　10：00～20：00
毎月1日･15日、12/30・31休
大人430円 こども210円
※17時以降大人320円 こども150円
唐津市肥前町田野甲1287-10
唐津大手口バスセンター（JR唐津駅から
徒歩約5分）から昭和バスで約50分、
福祉センター前下車すぐ

循環湯ながら国内
屈指のツルツル感は
名湯に相応。

唐津市肥前町福祉センター唐津・肥前
 高串温泉 佐賀21

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉
（源泉かけ流し、加温あり、循環ろ過）

S AMSON  HO T E L KOMEYA  B E S SOU HOURE I  NO  Y U

YU J I R O YUKEMUR I  C HA YAK I DOAN

HOT E L  S E A S I D E  S H IMABARA

RYOKAN  S ANGA YAMASH I NOBUWAK I H AMA  HO T  S PR I NG  B A THRYOKAN  KUN I S AK I

DONDOKO - YU

T ARUTAMA -ONS EN  T AK I B I Y OR I

UN Z EN  KO J I GOKU -ONS ENKAN

YAMAGUCH I - ON S EN J I GOKU -ONS EN  S E I F U SO

UNKA I  Y AKUSH I - ON S EN

KARA T SU  H I Z E N FUKUSH I  C E N T ER

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0968-38-6510
10：30～22：00 
貸切湯13：00～22：30（最終受付 21：30）
火曜休（祝日は営業）
大浴場大人300円 こども（小学生）100円
家族風呂1,200円（60分）
菊池市泗水町田島1773
JR植木駅からタクシーで約20分
熊本交通センターからバスで約45分
田島経由、岡バス停から徒歩約2分

0966-22-3141　　8：00～19：00
※フロントにてお手続きください。※宿泊のお客
様が優先となりますので、受付時間内でもお断り
する場合がございます。予めご了承ください。ま
た、掃除などの場合も同様とさせていただきます。
不定休
大人600円 こども（0才～12才）300円
※内湯のみの利用
人吉市上青井町160
JR人吉駅から徒歩約5分、人吉ICから車で約6分

0977-75-0351　　
14：00～21：00
月曜休、12/28～1/3休
大人（市内330円、市外440円） 
中学生・小学生110円
杵築市山香町大字野原2028
JR中山香駅からタクシーで約2分 

0978-22-1155　　10：00～22：00
第2・4水曜休 ※祝日の場合は翌日休
大人400円  70才以上300円
小学生200円 家族湯2,000円（60分）
※家族湯は要事前予約
豊後高田市美和1335-1
JR宇佐駅からタクシーで約10分
森西口バス停から徒歩約5分

0978-54-2995　　
10：00～22：00
第2第4月曜休（祝日の場合翌日）
大人400円  70才以上300円
こども（小学生）200円
豊後高田市夷1851-1
JR宇佐駅からタクシーで約40分

0968-44-0076　　
13：00～17：00
不定休（12/28～1/3休）
大人300円 こども（6才～12才）150円
山鹿市新町104
山鹿バスセンターから徒歩3分

トロリと滑らかな
美肌の湯がドバドバと
贅沢にも噴出。

新青山荘山鹿温泉44

アルカリ性単純泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

地元で愛され続ける温泉
美肌や腰痛にいいと人気。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

辰頭温泉辰頭温泉48

0968-38-3190
6：00～22：00 休憩室利用9：00～16：00
元日、年末年始営業時間短縮あり
大人300円 こども（小学生）100円
休憩700円
菊池市泗水町田島620-1
JR植木駅からタクシーで約20分
九州道 植木ICより車で約15分

熊本

素朴で居心地のいい
温泉。長く浸かって
美肌を目指せ。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加温あり）

亀の甲温泉亀の甲温泉47 熊本

熊本

日奈久温泉神社
参道そばの
泊まれない「旅館」。

単純温泉（源泉かけ流し）

旅館 幸ケ丘日奈久温泉 熊本50

0965-38-3016
10：00～20：30
火曜休
大人（中学生以上）500円 こども300円
八代市日奈久上西町394
肥薩おれんじ鉄道日奈久温泉駅から
徒歩約15分

アットホームなお宿の
100％源泉かけ流し
温泉。

亀井荘湯浦温泉 熊本51

単純温泉（源泉かけ流し）

0966-86-0063
15：00～22：00（日曜～20：00）
12/31・1/1
大人350円 小学生以下200円
葦北郡芦北町大字湯浦66
肥薩おれんじ鉄道湯浦駅から徒歩約10分
　

耶馬溪風の
美しい景勝と
褐色にごり湯を堪能。

硫酸塩泉（加温あり）

夷谷温泉夷谷温泉 大分57

女将が胸を張って
すすめるお肌スベスベ!?
の美人湯。

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

人吉旅館人吉温泉 熊本56

泉人優待 大人入浴料100円引き（本人のみ1回）泉人優待 涌水美人トラベルセットプレゼント（本人のみ1回）

24℃の炭酸水素塩冷
鉱泉と30℃の炭酸水
素塩泉が自慢。

花いろ温泉くにさき
六郷温泉 大分58

炭酸水素塩泉（一部源泉かけ流し、循環ろ過あり）

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

市民が集う共同湯は
マニアも驚く強食塩泉！

塩化物泉

杵築市山香温泉センター神塩温泉 大分60

知る人ぞ知る名湯！
超濃厚な塩化物泉は
まさに湯の幸。

真玉 海門温泉くにさき
六郷温泉59

0978-25-5305　　
14：00～20：00（土日祝日 11：00～）
第2・第4木曜休（祝日は営業）
大人350円 こども（4才～12才）180円
豊後高田市中真玉1778-8
JR宇佐駅からタクシーで約20分 ナトリウム・マグネシウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

大分

赤湯と白湯、
大洞窟温泉と個性的な
お風呂が揃う。

大洞窟の宿 湯楽亭弓ヶ浜温泉 熊本49

泉人優待 温泉珈琲とチョコサービス（本人のみ1回）

0964-56-0536　
10：00～14：00、18：30～20：00
※混雑時は立ち寄り湯のご利用ができない場合
　があります。必ず事前にお問合せください。
不定休
大人（中学生以上）800円 小学生500円
こども（2才～就学前）400円
上天草市大矢野町上5190-2
JR三角駅からタクシーで約20分

赤湯：含二酸化炭素塩化ナトリウム炭酸水素塩温泉
白湯：単純温泉（源泉かけ流し、冬季加温あり）

還元系温泉(アンチエイ
ジング)に認定された
奇跡の湯。

硫酸塩泉・塩化物泉（源泉かけ流し）

相良路の湯 おおが人吉温泉 熊本55

0966-22-3601　　
24時間（10：30～12：00除く）
無休
大人350円 こども（3才～小学生）150円
人吉市灰久保町22-3
JR人吉駅から徒歩約15分
人吉ICから車で約8分 

田んぼから
自噴していた温泉に
建てられた小さなお宿。

旅館 平山植木温泉45

096-274-7111　　
10：00～22：00（最終受付 21：00）
※16：00～18：00は宿泊者のみ
月曜休（祝日の場合は営業。翌火曜休）
大人500円 小学生300円 3才～6才100円
熊本市北区植木町米塚178
JR植木駅からタクシーで約25分
植木温泉バス停から徒歩約3分

単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

0966-22-6981　　
10：00～21：00
※時短営業で21：00までとなる場合があります
無休
大人400円 小学生200円
小学生未満100円 
貸切湯1,700円（60分）
人吉市下原田町嵯峨里1518
JR人吉駅からタクシーで約10分

体につく気泡が心地いい！
のどかな地の
隠れ家的温泉。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し、加温あり）

華まき温泉人吉温泉 熊本54

かくれ里のような
温泉郷にある、美肌の湯が
楽しめる由緒ある趣の温泉宿。

単純温泉・硫黄泉（源泉かけ流し）

喜久屋旅館湯の鶴温泉 熊本53

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

0966-68-0211　　
8：30～21：00
不定休
大人200円 こども（6才～12才）100円
家族湯600円（1時間）
水俣市湯出1402
JR新水俣駅から車で約15分
水俣ICから車で約15分

0966-63-2278（要事前予約）　
10：00～20：00
不定休
1室1,000円（1時間・5人まで）
水俣市大迫1213
JR新水俣駅から車で約10分

家のお風呂のような
アットホーム
な家族湯

中村温泉湯の児温泉52

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

ナトリウム-炭酸水素塩・
塩化物温泉（源泉かけ流し）

096-273-5558　　
5:00～22:00 （家族湯8:00～）
不定休（年2回休み有）
大人400円 こども200円　家族湯平日
1,500円 土日祝日2,000円（60分）
熊本市北区植木町平井1641
JR植木駅からタクシーで約20分
植木ICから車で約10分 ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

常連さんは朝5時から！
豊富な湯量と
泡つきが人気。

たからの湯宝田温泉46 熊本

TAKARA -NO - YU

2023年4月
再登場

0968-43-3326　　
6：00～24：00（最終受付 23：30）
第3水曜休（祝日の場合は翌平日）
大人350円こども（3才～小学生）150円
山鹿市山鹿1番地1
JR新玉名駅からバスで約60分
熊本交通センターからバスで約90分
山鹿温泉（八千代座入口）バス停下車すぐ

江戸期の風格
そのままに山鹿の
新名所で湯浴みを。

さくら湯山鹿温泉 熊本43

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し）

御湯印帳提示
で！ 大人のみ50円引（本人のみ）

0968-43-2041　　
6：00～21：30
不定休
大人300円 こども150円
山鹿市平山256
JR新玉名駅からタクシーで約30分
山鹿バスターミナルからバスで約20分
平山温泉前下車 単純温泉（源泉かけ流し）

地元民に愛される
理由は、ぬめり感と
ふんわり硫黄臭。

平山温泉 元湯平山温泉 熊本42

こだわりの
4つの浴場と
全12室の家族湯。

清流荘菊池温泉41

0968-24-2155　　
内湯10：00～最終受付 20：00
露天・家族風呂10：00～最終受付 22：00
無休（メンテナンス日を除く）
大人600円 こども300円
家族湯（1部屋）1,500円（50分）
菊池市隈府1587-17
JR肥後大津駅からバスで約60分
菊池温泉市民広場前バス停から徒歩約15分

アルカリ性単純温泉（源泉掛け流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料無料（本人のみ1回）

熊本

SH IN S E I Z AN SOU

KAMENOKO  ONS EN
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TA T SUGA SH I R A -ONS EN EB I S UDAN I - ON S EN HANA I RO -ONS EN
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NAKAMURA -ONS EN
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料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

熊
本

熊
本

大
分
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0968-38-6510
10：30～22：00 
貸切湯13：00～22：30（最終受付 21：30）
火曜休（祝日は営業）
大浴場大人300円 こども（小学生）100円
家族風呂1,200円（60分）
菊池市泗水町田島1773
JR植木駅からタクシーで約20分
熊本交通センターからバスで約45分
田島経由、岡バス停から徒歩約2分

0966-22-3141　　8：00～19：00
※フロントにてお手続きください。※宿泊のお客
様が優先となりますので、受付時間内でもお断り
する場合がございます。予めご了承ください。ま
た、掃除などの場合も同様とさせていただきます。
不定休
大人600円 こども（0才～12才）300円
※内湯のみの利用
人吉市上青井町160
JR人吉駅から徒歩約5分、人吉ICから車で約6分

0977-75-0351　　
14：00～21：00
月曜休、12/28～1/3休
大人（市内330円、市外440円） 
中学生・小学生110円
杵築市山香町大字野原2028
JR中山香駅からタクシーで約2分 

0978-22-1155　　10：00～22：00
第2・4水曜休 ※祝日の場合は翌日休
大人400円  70才以上300円
小学生200円 家族湯2,000円（60分）
※家族湯は要事前予約
豊後高田市美和1335-1
JR宇佐駅からタクシーで約10分
森西口バス停から徒歩約5分

0978-54-2995　　
10：00～22：00
第2第4月曜休（祝日の場合翌日）
大人400円  70才以上300円
こども（小学生）200円
豊後高田市夷1851-1
JR宇佐駅からタクシーで約40分

0968-44-0076　　
13：00～17：00
不定休（12/28～1/3休）
大人300円 こども（6才～12才）150円
山鹿市新町104
山鹿バスセンターから徒歩3分

トロリと滑らかな
美肌の湯がドバドバと
贅沢にも噴出。

新青山荘山鹿温泉44

アルカリ性単純泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

地元で愛され続ける温泉
美肌や腰痛にいいと人気。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

辰頭温泉辰頭温泉48

0968-38-3190
6：00～22：00 休憩室利用9：00～16：00
元日、年末年始営業時間短縮あり
大人300円 こども（小学生）100円
休憩700円
菊池市泗水町田島620-1
JR植木駅からタクシーで約20分
九州道 植木ICより車で約15分

熊本

素朴で居心地のいい
温泉。長く浸かって
美肌を目指せ。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加温あり）

亀の甲温泉亀の甲温泉47 熊本

熊本

日奈久温泉神社
参道そばの
泊まれない「旅館」。

単純温泉（源泉かけ流し）

旅館 幸ケ丘日奈久温泉 熊本50

0965-38-3016
10：00～20：30
火曜休
大人（中学生以上）500円 こども300円
八代市日奈久上西町394
肥薩おれんじ鉄道日奈久温泉駅から
徒歩約15分

アットホームなお宿の
100％源泉かけ流し
温泉。

亀井荘湯浦温泉 熊本51

単純温泉（源泉かけ流し）

0966-86-0063
15：00～22：00（日曜～20：00）
12/31・1/1
大人350円 小学生以下200円
葦北郡芦北町大字湯浦66
肥薩おれんじ鉄道湯浦駅から徒歩約10分
　

耶馬溪風の
美しい景勝と
褐色にごり湯を堪能。

硫酸塩泉（加温あり）

夷谷温泉夷谷温泉 大分57

女将が胸を張って
すすめるお肌スベスベ!?
の美人湯。

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

人吉旅館人吉温泉 熊本56

泉人優待 大人入浴料100円引き（本人のみ1回）泉人優待 涌水美人トラベルセットプレゼント（本人のみ1回）

24℃の炭酸水素塩冷
鉱泉と30℃の炭酸水
素塩泉が自慢。

花いろ温泉くにさき
六郷温泉 大分58

炭酸水素塩泉（一部源泉かけ流し、循環ろ過あり）

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

市民が集う共同湯は
マニアも驚く強食塩泉！

塩化物泉

杵築市山香温泉センター神塩温泉 大分60

知る人ぞ知る名湯！
超濃厚な塩化物泉は
まさに湯の幸。

真玉 海門温泉くにさき
六郷温泉59

0978-25-5305　　
14：00～20：00（土日祝日 11：00～）
第2・第4木曜休（祝日は営業）
大人350円 こども（4才～12才）180円
豊後高田市中真玉1778-8
JR宇佐駅からタクシーで約20分 ナトリウム・マグネシウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

大分

赤湯と白湯、
大洞窟温泉と個性的な
お風呂が揃う。

大洞窟の宿 湯楽亭弓ヶ浜温泉 熊本49

泉人優待 温泉珈琲とチョコサービス（本人のみ1回）

0964-56-0536　
10：00～14：00、18：30～20：00
※混雑時は立ち寄り湯のご利用ができない場合
　があります。必ず事前にお問合せください。
不定休
大人（中学生以上）800円 小学生500円
こども（2才～就学前）400円
上天草市大矢野町上5190-2
JR三角駅からタクシーで約20分

赤湯：含二酸化炭素塩化ナトリウム炭酸水素塩温泉
白湯：単純温泉（源泉かけ流し、冬季加温あり）

還元系温泉(アンチエイ
ジング)に認定された
奇跡の湯。

硫酸塩泉・塩化物泉（源泉かけ流し）

相良路の湯 おおが人吉温泉 熊本55

0966-22-3601　　
24時間（10：30～12：00除く）
無休
大人350円 こども（3才～小学生）150円
人吉市灰久保町22-3
JR人吉駅から徒歩約15分
人吉ICから車で約8分 

田んぼから
自噴していた温泉に
建てられた小さなお宿。

旅館 平山植木温泉45

096-274-7111　　
10：00～22：00（最終受付 21：00）
※16：00～18：00は宿泊者のみ
月曜休（祝日の場合は営業。翌火曜休）
大人500円 小学生300円 3才～6才100円
熊本市北区植木町米塚178
JR植木駅からタクシーで約25分
植木温泉バス停から徒歩約3分

単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

0966-22-6981　　
10：00～21：00
※時短営業で21：00までとなる場合があります
無休
大人400円 小学生200円
小学生未満100円 
貸切湯1,700円（60分）
人吉市下原田町嵯峨里1518
JR人吉駅からタクシーで約10分

体につく気泡が心地いい！
のどかな地の
隠れ家的温泉。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し、加温あり）

華まき温泉人吉温泉 熊本54

かくれ里のような
温泉郷にある、美肌の湯が
楽しめる由緒ある趣の温泉宿。

単純温泉・硫黄泉（源泉かけ流し）

喜久屋旅館湯の鶴温泉 熊本53

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

0966-68-0211　　
8：30～21：00
不定休
大人200円 こども（6才～12才）100円
家族湯600円（1時間）
水俣市湯出1402
JR新水俣駅から車で約15分
水俣ICから車で約15分

0966-63-2278（要事前予約）　
10：00～20：00
不定休
1室1,000円（1時間・5人まで）
水俣市大迫1213
JR新水俣駅から車で約10分

家のお風呂のような
アットホーム
な家族湯

中村温泉湯の児温泉52

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

熊本

ナトリウム-炭酸水素塩・
塩化物温泉（源泉かけ流し）

096-273-5558　　
5:00～22:00 （家族湯8:00～）
不定休（年2回休み有）
大人400円 こども200円　家族湯平日
1,500円 土日祝日2,000円（60分）
熊本市北区植木町平井1641
JR植木駅からタクシーで約20分
植木ICから車で約10分 ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

常連さんは朝5時から！
豊富な湯量と
泡つきが人気。

たからの湯宝田温泉46 熊本

TAKARA -NO - YU

2023年4月
再登場

0968-43-3326　　
6：00～24：00（最終受付 23：30）
第3水曜休（祝日の場合は翌平日）
大人350円こども（3才～小学生）150円
山鹿市山鹿1番地1
JR新玉名駅からバスで約60分
熊本交通センターからバスで約90分
山鹿温泉（八千代座入口）バス停下車すぐ

江戸期の風格
そのままに山鹿の
新名所で湯浴みを。

さくら湯山鹿温泉 熊本43

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し）

御湯印帳提示
で！ 大人のみ50円引（本人のみ）

0968-43-2041　　
6：00～21：30
不定休
大人300円 こども150円
山鹿市平山256
JR新玉名駅からタクシーで約30分
山鹿バスターミナルからバスで約20分
平山温泉前下車 単純温泉（源泉かけ流し）

地元民に愛される
理由は、ぬめり感と
ふんわり硫黄臭。

平山温泉 元湯平山温泉 熊本42

こだわりの
4つの浴場と
全12室の家族湯。

清流荘菊池温泉41

0968-24-2155　　
内湯10：00～最終受付 20：00
露天・家族風呂10：00～最終受付 22：00
無休（メンテナンス日を除く）
大人600円 こども300円
家族湯（1部屋）1,500円（50分）
菊池市隈府1587-17
JR肥後大津駅からバスで約60分
菊池温泉市民広場前バス停から徒歩約15分

アルカリ性単純温泉（源泉掛け流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料無料（本人のみ1回）

熊本

SH IN S E I Z AN SOU

KAMENOKO  ONS EN

SAGARA J I - NO - YU  OHGA H I T O YOSH I  R YOKAN

TA T SUGA SH I R A -ONS EN EB I S UDAN I - ON S EN HANA I RO -ONS EN

YURAKUT E I - C A V E  ON S EN MA TAMA  K A IMON -ONS ENRYOKAN  S A CH I G AOKA

KAME I S O

YAMAKA  ON S EN  C EN T ER

RYOKAN  H I R A Y AMA

K I KUYA  R YOKAN HANAMAK I - ON S EN

NAKAMURA -ONS EN

SAKURAYU

H I R A YAMA -ONS EN  MO TOYUS E I R YU SOU

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

熊
本

熊
本

大
分
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0977-23-1585
普通浴6：30～22：30
砂湯8：00～22：30（最終受付 21：30）
第3水曜休（祝日の場合翌日）
普通浴 大人300円 こども100円 
砂湯1,500円
別府市元町16-23
JR別府駅から徒歩約10分

0977-66-0537
11：00～16：00
※宿泊予約状況により、上記以外の時間でも
　入浴可の場合有。 要電話確認。
不定休
大人500円 こども250円
別府市明礬2組
JR別府駅からバスで約30分 
地蔵湯前バス停下車徒歩約3分

0977-25-1126
10：00～18：00（最終受付 17：00）
不定休
大人700円 こども（0才～小学生）300円
貸切湯 2,500円～3,000円（平日 60分、
土日祝 50分）
別府市堀田6組
JR別府駅からタクシーで約15分
別府駅からバスで約30分、堀田温泉前下車
徒歩約15分

竹瓦温泉 大分71

美肌効果、
感じてみませんか！
湯ったりつかろう丹生温泉。

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
（源泉かけ流し、加水あり、加温あり）

丹生温泉施設 和みの湯丹生温泉 大分77

「青湯」が持つ
温泉パワー 驚きの
つるすべ感を体感！

大分ゆふいん泰葉由布院温泉79

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

泉人優待 オリジナルタオル進呈（本人のみ1回）

沸かし・循環なし！
茶褐色が美しい
モール泉。

おさるの湯高崎山温泉74 大分

単純温泉（源泉かけ流し）

景色に溶け込む青色の湯
美肌効果に期待大!?

温泉保養集落 束の間由布院温泉 大分78

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

石畳に情緒を感じる
湯平温泉街の高台に
ある４つの貸切風呂。

塩化物泉（加温あり、循環ろ過）

泉人優待 入浴料500円引（本人のみ1回）

大分旅館 山城屋湯平温泉80

泉人優待
大浴場大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

ほんのりとした
硫黄臭と乳白色の
湯が心身を癒す。

硫黄泉（源泉かけ流し）

夢幻の里 春夏秋冬70 大分堀田温泉

明礬温泉の山間で
静かな時間を
楽しむ宿。

硫黄泉（源泉かけ流し）

豊前屋旅館明礬温泉 大分68

温泉と砂湯をWで
楽しむ別府温泉の
シンボル的存在。

別府温泉

露天・砂湯・打たせ湯
まで楽しみ方
自由自在！

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

ひょうたん温泉鉄輪温泉 大分64

鎌倉時代一遍上人
開基の蒸風呂&浴場
10分で汗びっしょり！

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し、加水あり）

鉄輪むし湯 大分65 鉄輪温泉

0977-67-3880
7：30～19：30（最終受付 19：00）
※混雑状況によりお待ちいただく場合あり
第4木曜休（祝日の場合翌日）
700円 貸し浴衣220円
別府市鉄輪上1組
JR別府駅からバスで約30分
鉄輪バス停下車、徒歩約3分

殿様愛用の
浴槽と共に別府一の
歴史を感じる。

照湯温泉明礬温泉 大分66

単純温泉（源泉かけ流し、加温あり）

泉人優待 大露天岩風呂 大人入浴料を半額（本人のみ1回）

伝統の薬用
湯の花と絶景露天で
湯ざんまい。

みょうばん湯の里67 大分明礬温泉

硫黄泉（源泉かけ流し、加温あり）

塩化物泉（男湯）・炭酸水素塩泉（女湯・砂湯）（源泉かけ流し）

0977-66-8166
10：00～19：00（最終受付 18：00）
無休（ただし、天候等により営業時間が変更になる場合あり）
大人600円 こども（4才～小学生）300円
貸切湯2,000円、2,500円（60分）
別府市明礬6組
JR別府駅からバスで約30分
地蔵湯バス停下車徒歩約3分

0977-66-0527　　9：00～25：00
無休（4・7・12月臨時休業有）
大人（13才以上）860円 こども（7才～12才）
380円 幼児（4～6才）260円 3才以下無料
21時以降 大人660円 こども220円 幼児160円
貸切湯2,300円（60分・大人3名）
別府市鉄輪159-2
JR別府駅からバスで約30分、大分交通バス
地獄原・ひょうたん温泉バス停から徒歩約2分

097-522-1610
12：00～21：00（最終受付 20：30）
第２水曜休（祝日の場合は変更あり）
大人310円 
6～11才140円 
6才未満70円
大分市丹生1189
JR鶴崎駅からタクシーで約10分

0977-85-2226
10：00～20：00
不定休
大人900円（内湯）
こども（6才～12才）500円
家族湯（1部屋）2,300円、2,800円（50分）
由布市湯布院町川上1270-48
JR由布院駅からタクシーで約7分

なし
9：00～21：00
無休
大人300円 小学生以下100円
別府市小倉5組1
JR別府駅西からバスで約20分
⑤照湯バス停下車徒歩約2分

097-583-5966
5：00～23：00
木曜休（祝日の場合は営業）
大人400円 こども200円 サウナ風呂600円
家族湯 60分2,000円 90分3,000円
由布市挾間町高崎628-1
JR向之原駅からタクシーで約15分
JR賀来駅からタクシーで約10分

0977-85-3105
9：30～18：30（最終受付 18：00）
水曜休
大人800円 小・中学生500円
幼児無料
由布市湯布院町川上444-3
JR由布院駅からタクシーで約7分

0977-86-2462　　
10：30～17：00　
不定休（要問い合わせ）
貸切湯のみ1,000円～2,000円
由布市湯布院町湯平309-1
JR湯平駅から車で約10分

濃厚な超酸性の湯！
湯上りスベスベ肌に!?

酸性・含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-アルミニウム-硫酸塩泉（源泉かけ流し）

火口乃泉塚原温泉 大分69

0977-85-4101
9月～6月9：00～18：00（最終受付 17：00）
7月～8月9：00～19：00（最終受付 18：00）
年末年始休 ※悪天候時は休業する場合有
大人500円（露天600円） こども200円 
貸切湯2,000円、2,500円
由布市湯布院町塚原1235番地
JR由布院駅からタクシーで約15分
JR別府駅からタクシーで約30分

喫茶店にある温泉！
自宅感覚でくつろげる♪

茶房たかさきの湯浜脇温泉 大分73

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 温泉1回入浴無料券（本人のみ1回）

北浜地区にある
趣きある建物の
老舗旅館。

ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

別府のお宿 加賀屋別府温泉72 大分

0977-75-7224
11：00～16：00
不定休（予めご確認下さい）
大人500円 小学生250円
別府市北浜3丁目12-14
別府駅から徒歩10分
北浜バスセンターから徒歩2分
※LINEにて駐車場予約できます
@607ytdhq

0977-23-0592
10：00～15：30（オーダーストップ15：00）
火・水曜休
喫茶を利用した方のみ無料で入浴可
別府市朝見1丁目2-11
JR別府駅から徒歩約15分
別府ICから車で約15分

泉人優待 大人入浴料80円引き（本人のみ1回）

昭和初期の風情ある
温泉浴場。
知られざる地元の名泉。

あたみ温泉75 大分あたみ温泉

ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

097-532-4324
14：00～22：00
火曜休
大人380円 小学生150円 未就学児70円
大分市末広町1-3-4　
JR大分駅から徒歩約3分

令和元年7月誕生
設備充実の
琥珀色の美肌の湯。

府内温泉76 大分府内温泉

097-537-2500
14：00～23：00（最終受付 22：30）
火曜休
大人640円 こども（小学生以下）400円
家族風呂3,000円
大分市府内町3-3-8 府内トレス1F
JR大分駅から徒歩約8分
※駐車場サービスあり

ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

なし
7：00～10：30 14：30～22：00
毎月5・15・25日
大人200円 こども（小学生）100円
別府市亀川四の湯町20-4
JR亀川駅からタクシーで約5分

無色透明の
美しい湯を
情緒深い浴場で楽しむ。

四の湯温泉亀川温泉 大分63

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

単純アルカリ温泉（源泉かけ流し）

深耶馬渓の景勝地、
一目八景近くの温泉で
のんびり。

岩戸湯深耶馬渓
温泉 大分61

0979-55-2923　　
10：00～20：00
※変更の場合有。要電話問い合わせ。
水曜休
大人300円 こども（3才～11才）150円
家族湯として利用時は1時間1,500円
（平日のみ男湯、女湯どちらかを1時間貸切可）
中津市耶馬溪町深耶馬3211
JR豊後森駅からバスで約25分、上鴫良下車すぐ

ビニールテントに
覆われたユニークな
個性派温泉。

赤松温泉赤松温泉 大分62

炭酸水素塩泉

090-5944-4409　　
10：00～21：00
第1・第3火曜休
大人400円 小学生300円 幼児200円
速見郡日出町藤原赤松6371
JR杵築駅よりタクシーで約8分

HYOTAN ONSEN

KANNAWA STEAM BATH TERUYU-ONSEN

NYU  HO T  S PR I NG

OSARU -NO - YU

MYOBAN  YUNOSA TO TSUKANOMA

MUGEN-NO-SATO YUFU I N  Y A SUHA RYOKAN  Y AMASH I ROYA

T AK EGAWARA -ONS EN

KAKO NO IZUMI

B E PPU  NO  O Y ADO  K AGAYA

T AKA SAK I - NO - YU

FUNA I  O N S ENA T AM I - ON S EN

SH I NOYU -ONS EN

IWA TOYU AKAMATSU-ONSEN

大
分
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0977-23-1585
普通浴6：30～22：30
砂湯8：00～22：30（最終受付 21：30）
第3水曜休（祝日の場合翌日）
普通浴 大人300円 こども100円 
砂湯1,500円
別府市元町16-23
JR別府駅から徒歩約10分

0977-66-0537
11：00～16：00
※宿泊予約状況により、上記以外の時間でも
　入浴可の場合有。 要電話確認。
不定休
大人500円 こども250円
別府市明礬2組
JR別府駅からバスで約30分 
地蔵湯前バス停下車徒歩約3分

0977-25-1126
10：00～18：00（最終受付 17：00）
不定休
大人700円 こども（0才～小学生）300円
貸切湯 2,500円～3,000円（平日 60分、
土日祝 50分）
別府市堀田6組
JR別府駅からタクシーで約15分
別府駅からバスで約30分、堀田温泉前下車
徒歩約15分

竹瓦温泉 大分71

美肌効果、
感じてみませんか！
湯ったりつかろう丹生温泉。

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉
（源泉かけ流し、加水あり、加温あり）

丹生温泉施設 和みの湯丹生温泉 大分77

「青湯」が持つ
温泉パワー 驚きの
つるすべ感を体感！

大分ゆふいん泰葉由布院温泉79

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

泉人優待 オリジナルタオル進呈（本人のみ1回）

沸かし・循環なし！
茶褐色が美しい
モール泉。

おさるの湯高崎山温泉74 大分

単純温泉（源泉かけ流し）

景色に溶け込む青色の湯
美肌効果に期待大!?

温泉保養集落 束の間由布院温泉 大分78

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

石畳に情緒を感じる
湯平温泉街の高台に
ある４つの貸切風呂。

塩化物泉（加温あり、循環ろ過）

泉人優待 入浴料500円引（本人のみ1回）

大分旅館 山城屋湯平温泉80

泉人優待
大浴場大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

ほんのりとした
硫黄臭と乳白色の
湯が心身を癒す。

硫黄泉（源泉かけ流し）

夢幻の里 春夏秋冬70 大分堀田温泉

明礬温泉の山間で
静かな時間を
楽しむ宿。

硫黄泉（源泉かけ流し）

豊前屋旅館明礬温泉 大分68

温泉と砂湯をWで
楽しむ別府温泉の
シンボル的存在。

別府温泉

露天・砂湯・打たせ湯
まで楽しみ方
自由自在！

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

ひょうたん温泉鉄輪温泉 大分64

鎌倉時代一遍上人
開基の蒸風呂&浴場
10分で汗びっしょり！

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し、加水あり）

鉄輪むし湯 大分65 鉄輪温泉

0977-67-3880
7：30～19：30（最終受付 19：00）
※混雑状況によりお待ちいただく場合あり
第4木曜休（祝日の場合翌日）
700円 貸し浴衣220円
別府市鉄輪上1組
JR別府駅からバスで約30分
鉄輪バス停下車、徒歩約3分

殿様愛用の
浴槽と共に別府一の
歴史を感じる。

照湯温泉明礬温泉 大分66

単純温泉（源泉かけ流し、加温あり）

泉人優待 大露天岩風呂 大人入浴料を半額（本人のみ1回）

伝統の薬用
湯の花と絶景露天で
湯ざんまい。

みょうばん湯の里67 大分明礬温泉

硫黄泉（源泉かけ流し、加温あり）

塩化物泉（男湯）・炭酸水素塩泉（女湯・砂湯）（源泉かけ流し）

0977-66-8166
10：00～19：00（最終受付 18：00）
無休（ただし、天候等により営業時間が変更になる場合あり）
大人600円 こども（4才～小学生）300円
貸切湯2,000円、2,500円（60分）
別府市明礬6組
JR別府駅からバスで約30分
地蔵湯バス停下車徒歩約3分

0977-66-0527　　9：00～25：00
無休（4・7・12月臨時休業有）
大人（13才以上）860円 こども（7才～12才）
380円 幼児（4～6才）260円 3才以下無料
21時以降 大人660円 こども220円 幼児160円
貸切湯2,300円（60分・大人3名）
別府市鉄輪159-2
JR別府駅からバスで約30分、大分交通バス
地獄原・ひょうたん温泉バス停から徒歩約2分

097-522-1610
12：00～21：00（最終受付 20：30）
第２水曜休（祝日の場合は変更あり）
大人310円 
6～11才140円 
6才未満70円
大分市丹生1189
JR鶴崎駅からタクシーで約10分

0977-85-2226
10：00～20：00
不定休
大人900円（内湯）
こども（6才～12才）500円
家族湯（1部屋）2,300円、2,800円（50分）
由布市湯布院町川上1270-48
JR由布院駅からタクシーで約7分

なし
9：00～21：00
無休
大人300円 小学生以下100円
別府市小倉5組1
JR別府駅西からバスで約20分
⑤照湯バス停下車徒歩約2分

097-583-5966
5：00～23：00
木曜休（祝日の場合は営業）
大人400円 こども200円 サウナ風呂600円
家族湯 60分2,000円 90分3,000円
由布市挾間町高崎628-1
JR向之原駅からタクシーで約15分
JR賀来駅からタクシーで約10分

0977-85-3105
9：30～18：30（最終受付 18：00）
水曜休
大人800円 小・中学生500円
幼児無料
由布市湯布院町川上444-3
JR由布院駅からタクシーで約7分

0977-86-2462　　
10：30～17：00　
不定休（要問い合わせ）
貸切湯のみ1,000円～2,000円
由布市湯布院町湯平309-1
JR湯平駅から車で約10分

濃厚な超酸性の湯！
湯上りスベスベ肌に!?

酸性・含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-アルミニウム-硫酸塩泉（源泉かけ流し）

火口乃泉塚原温泉 大分69

0977-85-4101
9月～6月9：00～18：00（最終受付 17：00）
7月～8月9：00～19：00（最終受付 18：00）
年末年始休 ※悪天候時は休業する場合有
大人500円（露天600円） こども200円 
貸切湯2,000円、2,500円
由布市湯布院町塚原1235番地
JR由布院駅からタクシーで約15分
JR別府駅からタクシーで約30分

喫茶店にある温泉！
自宅感覚でくつろげる♪

茶房たかさきの湯浜脇温泉 大分73

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 温泉1回入浴無料券（本人のみ1回）

北浜地区にある
趣きある建物の
老舗旅館。

ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩・塩化物温泉（源泉かけ流し）

別府のお宿 加賀屋別府温泉72 大分

0977-75-7224
11：00～16：00
不定休（予めご確認下さい）
大人500円 小学生250円
別府市北浜3丁目12-14
別府駅から徒歩10分
北浜バスセンターから徒歩2分
※LINEにて駐車場予約できます
@607ytdhq

0977-23-0592
10：00～15：30（オーダーストップ15：00）
火・水曜休
喫茶を利用した方のみ無料で入浴可
別府市朝見1丁目2-11
JR別府駅から徒歩約15分
別府ICから車で約15分

泉人優待 大人入浴料80円引き（本人のみ1回）

昭和初期の風情ある
温泉浴場。
知られざる地元の名泉。

あたみ温泉75 大分あたみ温泉

ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

097-532-4324
14：00～22：00
火曜休
大人380円 小学生150円 未就学児70円
大分市末広町1-3-4　
JR大分駅から徒歩約3分

令和元年7月誕生
設備充実の
琥珀色の美肌の湯。

府内温泉76 大分府内温泉

097-537-2500
14：00～23：00（最終受付 22：30）
火曜休
大人640円 こども（小学生以下）400円
家族風呂3,000円
大分市府内町3-3-8 府内トレス1F
JR大分駅から徒歩約8分
※駐車場サービスあり

ナトリウム炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

なし
7：00～10：30 14：30～22：00
毎月5・15・25日
大人200円 こども（小学生）100円
別府市亀川四の湯町20-4
JR亀川駅からタクシーで約5分

無色透明の
美しい湯を
情緒深い浴場で楽しむ。

四の湯温泉亀川温泉 大分63

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

単純アルカリ温泉（源泉かけ流し）

深耶馬渓の景勝地、
一目八景近くの温泉で
のんびり。

岩戸湯深耶馬渓
温泉 大分61

0979-55-2923　　
10：00～20：00
※変更の場合有。要電話問い合わせ。
水曜休
大人300円 こども（3才～11才）150円
家族湯として利用時は1時間1,500円
（平日のみ男湯、女湯どちらかを1時間貸切可）
中津市耶馬溪町深耶馬3211
JR豊後森駅からバスで約25分、上鴫良下車すぐ

ビニールテントに
覆われたユニークな
個性派温泉。

赤松温泉赤松温泉 大分62

炭酸水素塩泉

090-5944-4409　　
10：00～21：00
第1・第3火曜休
大人400円 小学生300円 幼児200円
速見郡日出町藤原赤松6371
JR杵築駅よりタクシーで約8分
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0974-75-3490　　10：00～17：00
※必ず事前に電話でご確認ください
不定休
大人500円 こども400円
貸切湯2,000円（60分）
竹田市直入町長湯2907
JR豊後竹田駅からバスで約40分
道の駅ながゆから電動自転車で約10分
または徒歩約20分

0974-75-3075　　11：00～14：00
※14：00以降はお電話ください。
　入浴可能の場合もございます。
 火・金曜休
※メンテナンス等による臨時休業あり
大人500円 こども250円
竹田市直入町大字長湯2405
JR豊後竹田駅からタクシーで約20分

0974-75-2620
10：00～22：00
第1水曜休（1月、5月は第2水曜休）
大人500円 こども200円 
貸切湯2,000円（60分）
竹田市直入町大字長湯7676-2
JR豊後竹田駅からバスで約40分
大分駅からバスで約80分
長湯温泉バス停下車徒歩約10分

0973-72-0429
10：00～18：00（最終受付 17：00）
不定休※お電話にてご確認ください
大人400円 こども200円
玖珠郡玖珠町大字森字谷の河内4398-2
JR豊後森駅からタクシーで約15分
玖珠ICから車で約15分

0973-57-3171　　
11：30～16：00（最終受付 15：00）
不定休
大人800円 こども（4才～12才）400円
日田市天瀬町赤岩3-5
JR天ケ瀬駅から徒歩約10分
天ヶ瀬高塚ICから車で約20分 

0973-27-2809
10：00～20：00
（最終受付 大風呂19：30、家族風呂19：00）
火・水曜休
大人600円 こども400円 3才以下100円
1日利用2,000円（休憩室10：00～18：00）
家族風呂1,300円～（50分）
日田市高井町714-3
JR夜明駅から徒歩約10分 

0983-33-1000
10：00～22：00
第3月曜休（祝日の場合は翌日休）
大人500円 小中学生300円
児湯郡新富町三納代1859-1
JR日向新富駅から徒歩約7分

0986-57-2177
7：00～21：00（最終受付 20：30）
第1木曜休 ※2・９月は第1水・木・金曜休
※要電話確認
1日利用料
大人（中学生以上） 平日480円 土日祝580円
こども（1才～小学生） 平日240円 土日祝290円
都城市山之口町山之口2123
JR青井岳駅下車徒歩約10分

0983-42-4283　0120-42-4283
11：00～20：00
月～木曜休
（金、土、日曜・祝日のみ営業） 
大人400円 こども（3才～小学生）200円
西都市大字鹿野田10726
JR佐土原駅からタクシーで約20分
西都バスセンターからタクシーで約15分

0985-66-0591　　
10：00～23：00（最終受付 22：00）　
無休
家族風呂 通常室2,000円 
　　　　 特別室3,000円（各１時間）　
宮崎市加江田3729-1
JR曽山寺駅から車で約10分

0987-55-2953
11：00～19：50（最終受付 19：00）
不定休
大人500円 こども（1才～小学生）300円
日南市北郷町大藤甲3619-2
JR北郷駅からタクシーで約5分
油津駅前からバスで約25分
北郷温泉前下車徒歩約2分

0974-77-2686
9：00～21：00
第2火曜休
大人 木乃葉の湯 300円  下の湯 500円
3才～中学生 どちらの湯も各200円
竹田市久住町大字有氏4050-1
JR豊後竹田駅からタクシーで約30分
JR豊後竹田駅からバスで約35分
都野バス停下車徒歩約20分

0973-78-8754
10：00～16：00
無休
大人400円 こども200円
玖珠郡九重町大字町田62-1
JR豊後森駅からタクシーで約15分

独特の岩肌と川の
せせらぎ 自然の美に
身をゆだねて。

旅館 福元屋壁湯天然
洞窟温泉 大分86

単純温泉（源泉かけ流し）

天然自噴の新鮮な湯が
微小な泡を創り出す!

夜明薬湯温泉夜明温泉 大分88

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

ミネラル豊富な
冷鉱泉は飲んでも
浸かっても良し!

高屋温泉高屋温泉 宮崎97

ナトリウム-塩化物冷鉱泉(加水・加温あり)

日本有数の
ラムネの湯は
最強のシュワシュワ炭酸！

七里田温泉館七里田温泉
下湯 大分91

含二酸化炭素泉-マグネシウム・ナトリウム・カルシウム・
炭酸水素塩泉・硫酸塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

これぞ、ラムネの湯！
泡ぶくぶくの
名物温泉。

ラムネ温泉館長湯温泉92 大分

含二酸化炭素-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

炭酸とミネラルが豊富
美肌と疲労回復に
効果あり!?

山の湯かずよ長湯温泉94 大分

マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

湯上りは
スベスベ美人に!?

青井岳荘青井岳温泉 宮崎100

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物
温泉（源泉かけ流し、加温あり）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

健康成分たっぷりの
「生きているお湯」を
ごゆっくり。

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

新富町温泉健康センター「サン・ルピナス」新富温泉96 宮崎

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

日南海岸の奥座敷に
あるべっぴんの湯で
ツヤ肌に!?

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

べっぴんの湯の宿 丸新荘北郷温泉99 宮崎

泉人優待 宿泊費15%OFF（電話予約の際にお申し出ください）
　 ※正月・GWなどの繁忙期除く（1回のみ）

泉人優待 大人入浴料200円引き＋
オリジナルタオルプレゼント（本人のみ1回 ）

保湿作用のある
炭酸ガス豊富な温泉で
お肌ピチピチ＆しっとり!?

含鉄-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

水神之森長湯温泉93 大分

四方を緑に囲まれた
情緒ある「庭園風呂」で
自然を満喫!

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

瀬音・湯音の宿 浮羽天ヶ瀬温泉 大分87

花になぞらえた
14の空間で寛ぎの
ひとときを!

硫黄泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料半額（本人のみ1回）

ほのかの湯曽山寺温泉98 宮崎

泉人優待 当店オリジナルのミネラルウォーター
「七福うまし水」500ｍｌ 1本プレゼント     

まるでシャンパンのような
シュワシュワ泡付き
美肌の湯。

単純温泉

七福温泉 宇戸の庄七福温泉89 大分

お湯に入れば泡まみれ！
国内屈指の
強烈炭酸泉。

含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム・
カルシウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

炭酸温泉 山里の湯 大分82 筌の口温泉

0973-79-2516　　
9：00～18：00（最終受付 17：00）
火・水曜休（祝日の場合は営業）
（事前に電話でご確認ください）
大人600円 こども（3才～小学生）300円
貸切湯2,500円（50分）
玖珠郡九重町田野1268-2
JR豊後中村駅からバスで約25分
筌の口温泉下車徒歩約5分

0982-59-0100
10：00～20：00
木曜休（祝日の場合は翌日休）
大人520円 中学生320円
こども（4才～小学生）210円
貸切湯1,000円（60分）
東臼杵郡美郷町南郷神門151-1
JR日向市駅からタクシーで約50分 泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

地下1500mから
湧き上がる
百済王からの贈物

ナトリウム炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し・加温あり）

南郷温泉どんタロの湯95 宮崎南郷温泉 2023年4月
新登場

標高約1,300m
徒歩約2時間の秘湯
九州最高所の温泉。

法華院温泉山荘法華院
温泉90

090-4980-2810　　
11：00～20：00（最終受付 19：30）
無休
大人・こども500円
竹田市久住町大字有氏1783
JR豊後中村駅からタクシーで約30分後
くじゅう登山口バス停から徒歩約120分

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

大分2023年4月
新登場

カルシウム・マグネシウム・ナトリウム
硫酸塩泉（源泉かけ流し・加温あり）

0973-76-3150
（九重町役場商工観光・自然環境課）
6：00～21：30
※うたせ湯入口でコインをご購入ください
無休
6才以上300円 5才以下無料
玖珠郡九重町大字湯坪筋湯640-2
JR豊後中村駅からバスで約40分
筋湯バス停下車徒歩約3分

男女各18の
打たせ湯が身体を
豪快にマッサージ。

うたせ大浴場筋湯温泉 大分84

塩化物泉（源泉かけ流し、加水あり）

0973-79-3111
10：00～19：30（最終受付18：30）
※火・金曜14：30～19：30
※火・金曜が祝日の場合は10時から
※宿泊優先で入浴できないことあり
不定休
大人1,000円 こども（3才～小学生）500円
玖珠郡九重町田野230
JR豊後中村駅からタクシーで約30分

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

4種類の泉質と
くじゅう連山を一望する
絶景露天風呂。

単純温泉、単純硫黄冷鉱泉、酸性・含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-
アルミニウム・カルシウム-硫酸塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

九重星生ホテル83 大分星生温泉

泉人優待 入浴料大人200円・こども100円（本人のみ1回）

木洩れ日に輝く
黄土色の個性的な湯。

旅館 新清館81 大分筌の口温泉

0973-79-2131
8：00～22：00
（不定期で午前中に清掃の場合があります）
不定休
大人500円 こども250円
玖珠郡九重町田野1427-1
JR豊後中村駅からバスで約20分
筌の口バス停下車徒歩約5分

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

川のせせらぎを
聴きながら
心も身体もリフレッシュ。

097-379-2144 　　
11：00～15：00
不定休
（6才以上）200円
家族風呂1,000円（60分）
玖珠郡九重町田野 947-5
JR豊後中村駅からタクシーで約15分

渓谷の宿 二匹の鬼九酔渓温泉85 大分2023年4月
新登場

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

泉人優待 露天風呂無料（冬季閉鎖）か、家族風呂半額（本人のみ1回）
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料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0974-75-3490　　10：00～17：00
※必ず事前に電話でご確認ください
不定休
大人500円 こども400円
貸切湯2,000円（60分）
竹田市直入町長湯2907
JR豊後竹田駅からバスで約40分
道の駅ながゆから電動自転車で約10分
または徒歩約20分

0974-75-3075　　11：00～14：00
※14：00以降はお電話ください。
　入浴可能の場合もございます。
 火・金曜休
※メンテナンス等による臨時休業あり
大人500円 こども250円
竹田市直入町大字長湯2405
JR豊後竹田駅からタクシーで約20分

0974-75-2620
10：00～22：00
第1水曜休（1月、5月は第2水曜休）
大人500円 こども200円 
貸切湯2,000円（60分）
竹田市直入町大字長湯7676-2
JR豊後竹田駅からバスで約40分
大分駅からバスで約80分
長湯温泉バス停下車徒歩約10分

0973-72-0429
10：00～18：00（最終受付 17：00）
不定休※お電話にてご確認ください
大人400円 こども200円
玖珠郡玖珠町大字森字谷の河内4398-2
JR豊後森駅からタクシーで約15分
玖珠ICから車で約15分

0973-57-3171　　
11：30～16：00（最終受付 15：00）
不定休
大人800円 こども（4才～12才）400円
日田市天瀬町赤岩3-5
JR天ケ瀬駅から徒歩約10分
天ヶ瀬高塚ICから車で約20分 

0973-27-2809
10：00～20：00
（最終受付 大風呂19：30、家族風呂19：00）
火・水曜休
大人600円 こども400円 3才以下100円
1日利用2,000円（休憩室10：00～18：00）
家族風呂1,300円～（50分）
日田市高井町714-3
JR夜明駅から徒歩約10分 

0983-33-1000
10：00～22：00
第3月曜休（祝日の場合は翌日休）
大人500円 小中学生300円
児湯郡新富町三納代1859-1
JR日向新富駅から徒歩約7分

0986-57-2177
7：00～21：00（最終受付 20：30）
第1木曜休 ※2・９月は第1水・木・金曜休
※要電話確認
1日利用料
大人（中学生以上） 平日480円 土日祝580円
こども（1才～小学生） 平日240円 土日祝290円
都城市山之口町山之口2123
JR青井岳駅下車徒歩約10分

0983-42-4283　0120-42-4283
11：00～20：00
月～木曜休
（金、土、日曜・祝日のみ営業） 
大人400円 こども（3才～小学生）200円
西都市大字鹿野田10726
JR佐土原駅からタクシーで約20分
西都バスセンターからタクシーで約15分

0985-66-0591　　
10：00～23：00（最終受付 22：00）　
無休
家族風呂 通常室2,000円 
　　　　 特別室3,000円（各１時間）　
宮崎市加江田3729-1
JR曽山寺駅から車で約10分

0987-55-2953
11：00～19：50（最終受付 19：00）
不定休
大人500円 こども（1才～小学生）300円
日南市北郷町大藤甲3619-2
JR北郷駅からタクシーで約5分
油津駅前からバスで約25分
北郷温泉前下車徒歩約2分

0974-77-2686
9：00～21：00
第2火曜休
大人 木乃葉の湯 300円  下の湯 500円
3才～中学生 どちらの湯も各200円
竹田市久住町大字有氏4050-1
JR豊後竹田駅からタクシーで約30分
JR豊後竹田駅からバスで約35分
都野バス停下車徒歩約20分

0973-78-8754
10：00～16：00
無休
大人400円 こども200円
玖珠郡九重町大字町田62-1
JR豊後森駅からタクシーで約15分

独特の岩肌と川の
せせらぎ 自然の美に
身をゆだねて。

旅館 福元屋壁湯天然
洞窟温泉 大分86

単純温泉（源泉かけ流し）

天然自噴の新鮮な湯が
微小な泡を創り出す!

夜明薬湯温泉夜明温泉 大分88

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

ミネラル豊富な
冷鉱泉は飲んでも
浸かっても良し!

高屋温泉高屋温泉 宮崎97

ナトリウム-塩化物冷鉱泉(加水・加温あり)

日本有数の
ラムネの湯は
最強のシュワシュワ炭酸！

七里田温泉館七里田温泉
下湯 大分91

含二酸化炭素泉-マグネシウム・ナトリウム・カルシウム・
炭酸水素塩泉・硫酸塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

これぞ、ラムネの湯！
泡ぶくぶくの
名物温泉。

ラムネ温泉館長湯温泉92 大分

含二酸化炭素-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

炭酸とミネラルが豊富
美肌と疲労回復に
効果あり!?

山の湯かずよ長湯温泉94 大分

マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

湯上りは
スベスベ美人に!?

青井岳荘青井岳温泉 宮崎100

ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物
温泉（源泉かけ流し、加温あり）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

健康成分たっぷりの
「生きているお湯」を
ごゆっくり。

ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉（源泉かけ流し）

新富町温泉健康センター「サン・ルピナス」新富温泉96 宮崎

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

日南海岸の奥座敷に
あるべっぴんの湯で
ツヤ肌に!?

ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

べっぴんの湯の宿 丸新荘北郷温泉99 宮崎

泉人優待 宿泊費15%OFF（電話予約の際にお申し出ください）
　 ※正月・GWなどの繁忙期除く（1回のみ）

泉人優待 大人入浴料200円引き＋
オリジナルタオルプレゼント（本人のみ1回 ）

保湿作用のある
炭酸ガス豊富な温泉で
お肌ピチピチ＆しっとり!?

含鉄-ナトリウム・マグネシウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

水神之森長湯温泉93 大分

四方を緑に囲まれた
情緒ある「庭園風呂」で
自然を満喫!

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

瀬音・湯音の宿 浮羽天ヶ瀬温泉 大分87

花になぞらえた
14の空間で寛ぎの
ひとときを!

硫黄泉（源泉かけ流し）

泉人優待 入浴料半額（本人のみ1回）

ほのかの湯曽山寺温泉98 宮崎

泉人優待 当店オリジナルのミネラルウォーター
「七福うまし水」500ｍｌ 1本プレゼント     

まるでシャンパンのような
シュワシュワ泡付き
美肌の湯。

単純温泉

七福温泉 宇戸の庄七福温泉89 大分

お湯に入れば泡まみれ！
国内屈指の
強烈炭酸泉。

含二酸化炭素-ナトリウム・マグネシウム・
カルシウム-炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

炭酸温泉 山里の湯 大分82 筌の口温泉

0973-79-2516　　
9：00～18：00（最終受付 17：00）
火・水曜休（祝日の場合は営業）
（事前に電話でご確認ください）
大人600円 こども（3才～小学生）300円
貸切湯2,500円（50分）
玖珠郡九重町田野1268-2
JR豊後中村駅からバスで約25分
筌の口温泉下車徒歩約5分

0982-59-0100
10：00～20：00
木曜休（祝日の場合は翌日休）
大人520円 中学生320円
こども（4才～小学生）210円
貸切湯1,000円（60分）
東臼杵郡美郷町南郷神門151-1
JR日向市駅からタクシーで約50分 泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

地下1500mから
湧き上がる
百済王からの贈物

ナトリウム炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し・加温あり）

南郷温泉どんタロの湯95 宮崎南郷温泉 2023年4月
新登場

標高約1,300m
徒歩約2時間の秘湯
九州最高所の温泉。

法華院温泉山荘法華院
温泉90

090-4980-2810　　
11：00～20：00（最終受付 19：30）
無休
大人・こども500円
竹田市久住町大字有氏1783
JR豊後中村駅からタクシーで約30分後
くじゅう登山口バス停から徒歩約120分

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

大分2023年4月
新登場

カルシウム・マグネシウム・ナトリウム
硫酸塩泉（源泉かけ流し・加温あり）

0973-76-3150
（九重町役場商工観光・自然環境課）
6：00～21：30
※うたせ湯入口でコインをご購入ください
無休
6才以上300円 5才以下無料
玖珠郡九重町大字湯坪筋湯640-2
JR豊後中村駅からバスで約40分
筋湯バス停下車徒歩約3分

男女各18の
打たせ湯が身体を
豪快にマッサージ。

うたせ大浴場筋湯温泉 大分84

塩化物泉（源泉かけ流し、加水あり）

0973-79-3111
10：00～19：30（最終受付18：30）
※火・金曜14：30～19：30
※火・金曜が祝日の場合は10時から
※宿泊優先で入浴できないことあり
不定休
大人1,000円 こども（3才～小学生）500円
玖珠郡九重町田野230
JR豊後中村駅からタクシーで約30分

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

4種類の泉質と
くじゅう連山を一望する
絶景露天風呂。

単純温泉、単純硫黄冷鉱泉、酸性・含鉄（Ⅱ、Ⅲ）-
アルミニウム・カルシウム-硫酸塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

九重星生ホテル83 大分星生温泉

泉人優待 入浴料大人200円・こども100円（本人のみ1回）

木洩れ日に輝く
黄土色の個性的な湯。

旅館 新清館81 大分筌の口温泉

0973-79-2131
8：00～22：00
（不定期で午前中に清掃の場合があります）
不定休
大人500円 こども250円
玖珠郡九重町田野1427-1
JR豊後中村駅からバスで約20分
筌の口バス停下車徒歩約5分

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

川のせせらぎを
聴きながら
心も身体もリフレッシュ。

097-379-2144 　　
11：00～15：00
不定休
（6才以上）200円
家族風呂1,000円（60分）
玖珠郡九重町田野 947-5
JR豊後中村駅からタクシーで約15分

渓谷の宿 二匹の鬼九酔渓温泉85 大分2023年4月
新登場

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

泉人優待 露天風呂無料（冬季閉鎖）か、家族風呂半額（本人のみ1回）
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料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0995-77-2483　　
8：00～20：30（水曜は15：00から営業）
不定休
大人300円 小学生150円 幼児100円 
3才以下無料
霧島市牧園町宿窪田4221
JR嘉例川駅からタクシーで約10分

0995-78-2255　
8：00～18：00
火曜休、その他不定休あり
大人600円 こども（6才～12才）300円 
幼児200円
霧島市牧園町高千穂3968      
JR霧島温泉駅またはJR霧島神宮駅から
バスで約35分
霧島いわさきホテルバス停からタクシーで約7分

0995-77-2255
10：00～20：00
火曜休
大人300円 こども150円
霧島市牧園町宿窪田3698
JR嘉例川駅からタクシーで約5分
JR隼人駅からバスで約20分
日の出温泉バス停下車すぐ

0995-78-2121　　
11：00～17：00（利用状況により異なる）
不定休
大人1,200円 こども600円
霧島市牧園町高千穂3948
JR霧島神宮駅からタクシーで約20分
鹿児島空港からタクシーで約30分

0984-22-7085　　
10：00～21：00
木曜休
大人450円 小・中学生250円
小林市南西方1130-79
JR小林駅からタクシーで約12分
小林ICから車で約5分

0995-75-2858　　
6：00～21：00　　　
無休
大人300円 こども（6才～12才）150円
幼児100円
姶良郡湧水町鶴丸622-5
JR鶴丸駅下車すぐ
えびのICまたは栗野ICから車で約10分

0984-42-3701　　
10：00～22：00（最終受付 21：30）
水曜休
大人550円 こども（3才～小学生）300円
西諸県郡高原町大字蒲牟田7535
JR高原駅からタクシーで約10分
高原ICより車で約10分

白濁した硫黄泉と
炭酸泉のぬる湯の
交互浴を。

単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

霧島湯之谷山荘霧島温泉 鹿児島111

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

0995-78-2852　　
10：00～15：00（最終受付 14：00）
水曜休
大人500円 こども250円
霧島市牧園町高千穂4970
JR霧島神宮駅からバスで約25分

30万坪の敷地内に
湧く14の源泉が
夢の世界を。

霧島ホテル硫黄谷温泉110 鹿児島

単純酸性温泉（源泉かけ流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

魅惑の硫黄臭と
青白き湯 池のような
混浴露天も。

霧島新燃荘霧島
新湯温泉 鹿児島112

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

単純硫黄泉（源泉かけ流し、加水あり）

天降川沿いの
庶民の湯 
自炊可能な素泊り宿も！

きのこの里日の出温泉113

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

鹿児島

0995-77-2111
11：00～15：00 （最終受付 14：00）
※混雑時にはお断りする場合があります
無休　　大人1,800円 こども900円
霧島市隼人町嘉例川4376
JR隼人駅から妙見路線バスで約20分
JR嘉例川駅から妙見路線バスで約10分
鹿児島空港から妙見路線バスで約20分
石原荘前バス停下車徒歩約1分

天孫降臨の里の名旅館
自然の恵み、そのままに。

妙見石原荘妙見温泉 鹿児島115

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-
炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

0995-45-4136　　
6：30～22：00（最終受付 21：30）　　第1火曜休
大人360円 こども150円 幼児80円
霧島市国分姫城3261
JR国分駅からタクシーで約10分
またはバスで約10分
久保田バス停下車徒歩約10分

粒ぞろいの
日当山温泉郷で常連に
愛され続ける温泉。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

岩戸温泉日当山温泉 鹿児島117

泉人優待 ロゴ入りタオル1枚プレゼント大人の方のみ半額※スタンプ押印時1回に限り御湯印帳提示
で！

豊富な湯量を誇る
地元でも人気の温泉。

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し・加水あり）

船津温泉船津温泉 鹿児島119

泉人優待 大人もこども料金150円（本人のみ1回）

0995-65-7777
9：30～22：00
不定休
大人420円 小学生150円 幼児無料
姶良市船津2760
JR帖佐駅からタクシーで約10分

なし　
8：00～20：00
無休
大人200円 こども（6才～12才）100円 
12才未満50円
姶良郡湧水町鶴丸1281-2
JR吉松駅から車で約3分

大正3年から100年以上経つ
当時のままの趣ある浴室。
知られざる名泉。

鹿児島109 前田温泉吉松温泉

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

天降川のせせらぎと
緑をながめながら
身も心もリフレッシュ。

安楽温泉 鶴乃湯安楽温泉 鹿児島114

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-
炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

色と香りをツウが絶賛
日本屈指の
モール泉。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

鶴丸温泉吉松温泉 鹿児島108

高温の源泉100%
かけ流しの湯
ぬる湯42℃、あつ湯45℃。

コスモス温泉小林温泉 宮崎102

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム炭酸
水素塩・硫酸塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

高濃度の炭酸泉に
浸かればシュワシュワの
泡つきに。

湯之元温泉湯之元温泉 宮崎101

含二酸化炭素マグネシウム・炭酸水素塩冷
鉱泉・マグネシウム・ナトリウム（加温あり）

あつ湯とぬる湯の浴槽あり
強食塩泉だから
体が浮く!?

塩化物泉（加水あり）

浜之市ふれあいセンター富の湯隼人温泉 鹿児島118

0995-42-7072　　
9：00～22：00
月曜休（月曜が祝日の場合は翌日）
大人380円 こども150円
霧島市隼人町真孝390
JR隼人駅よりタクシーで約5分
隼人東ICから車で約1分

090-4983-2055　
24時間
無休
大人200円 小学生以下無料
姶良市蒲生町白男1477
JR帖佐駅から車で約25分

湯舟からは川の流れが楽しめる
緑白色な濁り湯の
貸切無人温泉。

鹿児島120 滝の湯

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

滝乃湯

0984-37-1231
7：00～21：00
※月・木曜日は8：30～15：00入浴不可
無休
大人400円 こども（3才～小学生）200円
えびの市大字向江669
JR京町温泉駅から徒歩約5分

大人入浴料半額（本人のみ1回）泉人優待

真の幸せがここに…
緑ゆたかな空間で
癒しのひとときを。

京町観光ホテル京町温泉107 宮崎

ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸
塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

0984-37-1171　　
10：00～16：00（最終受付 15：00）
毎月7～9日休
大人500円 こども（3才～小学生）300円
えびの市大字浦146
JRえびの駅からタクシーで約8分

加温・加水なし！
飲泉OK
カントリーな木造温泉。

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し）

あきしげゆあきしげゆ
温泉106 宮崎

0984-35-1230
15：00～21：00（最終受付 20：00）
※夏場の午前中入浴は電話で問い合わせください
水曜休の場合あり
大人350円 小学生130円 幼児60円 
※お食事2,300円（税別）以上注文で入浴無料
えびの市大字西長江浦152
JRえびの駅からタクシーで約3分

宿泊料1割引（電話予約に限る、本人のみ1回）泉人優待

先代の夢から生まれた
源泉掛け流しの
美肌の湯。

単純温泉（源泉かけ流し）

加久藤温泉加久藤温泉105 宮崎

0984-33-3611　　 
7：00～最終受付 20：00
第３火曜休
大人500円 小学生250円
えびの市末永1470
JRえびの駅からタクシーで約15分

自然に囲まれた温泉で
思いっきり羽を
伸ばそう！

アルカリ性単純温泉（加水あり）

白鳥温泉下湯白鳥温泉104 宮崎

0984-33-0161
11：00～17：00
無休
大人1,200円
こども（6才～12才）800円
家族湯1,500円（45分）
えびの市大字末永1489
JR霧島神宮駅からタクシーで約40分 泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

毎分470L自噴する
標高約1,200mの
えびの高原の温泉。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し・加温あり）

ホテル ピコラナイえびの高原103 宮崎えびの
高原温泉

2023年4月
新登場

0995-77-2205
8：30～19：00
※月・水・金11：00～13：00は入浴不可
12/28～1/3休
大人300円 こども150円 幼児無料
霧島市牧園町宿窪田4236
JR隼人駅からタクシーで約20分

源泉は貴重な
重炭酸土類泉
体の不調に湯力を発揮！

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

妙見荘 田島本館妙見温泉116 鹿児島
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IWATO ONSEN TOM I NOYU

K I R I S H IMA  HO T E L FUNA T SU -ONS EN T AK I NOYU

KYOUMACH I  K ANKO  HO T E L

AK I S H I G E YUKAKUTO-ONSEN

SH I R A TOR I - ON S EN - SH I T A YUHOT E L  P I C O L  A NA I

T A J IMA -HONKAN

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0995-77-2483　　
8：00～20：30（水曜は15：00から営業）
不定休
大人300円 小学生150円 幼児100円 
3才以下無料
霧島市牧園町宿窪田4221
JR嘉例川駅からタクシーで約10分

0995-78-2255　
8：00～18：00
火曜休、その他不定休あり
大人600円 こども（6才～12才）300円 
幼児200円
霧島市牧園町高千穂3968      
JR霧島温泉駅またはJR霧島神宮駅から
バスで約35分
霧島いわさきホテルバス停からタクシーで約7分

0995-77-2255
10：00～20：00
火曜休
大人300円 こども150円
霧島市牧園町宿窪田3698
JR嘉例川駅からタクシーで約5分
JR隼人駅からバスで約20分
日の出温泉バス停下車すぐ

0995-78-2121　　
11：00～17：00（利用状況により異なる）
不定休
大人1,200円 こども600円
霧島市牧園町高千穂3948
JR霧島神宮駅からタクシーで約20分
鹿児島空港からタクシーで約30分

0984-22-7085　　
10：00～21：00
木曜休
大人450円 小・中学生250円
小林市南西方1130-79
JR小林駅からタクシーで約12分
小林ICから車で約5分

0995-75-2858　　
6：00～21：00　　　
無休
大人300円 こども（6才～12才）150円
幼児100円
姶良郡湧水町鶴丸622-5
JR鶴丸駅下車すぐ
えびのICまたは栗野ICから車で約10分

0984-42-3701　　
10：00～22：00（最終受付 21：30）
水曜休
大人550円 こども（3才～小学生）300円
西諸県郡高原町大字蒲牟田7535
JR高原駅からタクシーで約10分
高原ICより車で約10分

白濁した硫黄泉と
炭酸泉のぬる湯の
交互浴を。

単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

霧島湯之谷山荘霧島温泉 鹿児島111

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

0995-78-2852　　
10：00～15：00（最終受付 14：00）
水曜休
大人500円 こども250円
霧島市牧園町高千穂4970
JR霧島神宮駅からバスで約25分

30万坪の敷地内に
湧く14の源泉が
夢の世界を。

霧島ホテル硫黄谷温泉110 鹿児島

単純酸性温泉（源泉かけ流し、加水あり）

泉人優待 大人入浴料200円引き（本人のみ1回）

魅惑の硫黄臭と
青白き湯 池のような
混浴露天も。

霧島新燃荘霧島
新湯温泉 鹿児島112

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

単純硫黄泉（源泉かけ流し、加水あり）

天降川沿いの
庶民の湯 
自炊可能な素泊り宿も！

きのこの里日の出温泉113

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

鹿児島

0995-77-2111
11：00～15：00 （最終受付 14：00）
※混雑時にはお断りする場合があります
無休　　大人1,800円 こども900円
霧島市隼人町嘉例川4376
JR隼人駅から妙見路線バスで約20分
JR嘉例川駅から妙見路線バスで約10分
鹿児島空港から妙見路線バスで約20分
石原荘前バス停下車徒歩約1分

天孫降臨の里の名旅館
自然の恵み、そのままに。

妙見石原荘妙見温泉 鹿児島115

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-
炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

0995-45-4136　　
6：30～22：00（最終受付 21：30）　　第1火曜休
大人360円 こども150円 幼児80円
霧島市国分姫城3261
JR国分駅からタクシーで約10分
またはバスで約10分
久保田バス停下車徒歩約10分

粒ぞろいの
日当山温泉郷で常連に
愛され続ける温泉。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

岩戸温泉日当山温泉 鹿児島117

泉人優待 ロゴ入りタオル1枚プレゼント大人の方のみ半額※スタンプ押印時1回に限り御湯印帳提示
で！

豊富な湯量を誇る
地元でも人気の温泉。

ナトリウム-塩化物温泉（源泉かけ流し・加水あり）

船津温泉船津温泉 鹿児島119

泉人優待 大人もこども料金150円（本人のみ1回）

0995-65-7777
9：30～22：00
不定休
大人420円 小学生150円 幼児無料
姶良市船津2760
JR帖佐駅からタクシーで約10分

なし　
8：00～20：00
無休
大人200円 こども（6才～12才）100円 
12才未満50円
姶良郡湧水町鶴丸1281-2
JR吉松駅から車で約3分

大正3年から100年以上経つ
当時のままの趣ある浴室。
知られざる名泉。

鹿児島109 前田温泉吉松温泉

単純温泉（源泉かけ流し）

泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

天降川のせせらぎと
緑をながめながら
身も心もリフレッシュ。

安楽温泉 鶴乃湯安楽温泉 鹿児島114

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム-
炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

色と香りをツウが絶賛
日本屈指の
モール泉。

ナトリウム-炭酸水素塩温泉（源泉かけ流し）

鶴丸温泉吉松温泉 鹿児島108

高温の源泉100%
かけ流しの湯
ぬる湯42℃、あつ湯45℃。

コスモス温泉小林温泉 宮崎102

ナトリウム・マグネシウム・カルシウム炭酸
水素塩・硫酸塩・塩化物泉（源泉かけ流し）

高濃度の炭酸泉に
浸かればシュワシュワの
泡つきに。

湯之元温泉湯之元温泉 宮崎101

含二酸化炭素マグネシウム・炭酸水素塩冷
鉱泉・マグネシウム・ナトリウム（加温あり）

あつ湯とぬる湯の浴槽あり
強食塩泉だから
体が浮く!?

塩化物泉（加水あり）

浜之市ふれあいセンター富の湯隼人温泉 鹿児島118

0995-42-7072　　
9：00～22：00
月曜休（月曜が祝日の場合は翌日）
大人380円 こども150円
霧島市隼人町真孝390
JR隼人駅よりタクシーで約5分
隼人東ICから車で約1分

090-4983-2055　
24時間
無休
大人200円 小学生以下無料
姶良市蒲生町白男1477
JR帖佐駅から車で約25分

湯舟からは川の流れが楽しめる
緑白色な濁り湯の
貸切無人温泉。

鹿児島120 滝の湯

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

滝乃湯

0984-37-1231
7：00～21：00
※月・木曜日は8：30～15：00入浴不可
無休
大人400円 こども（3才～小学生）200円
えびの市大字向江669
JR京町温泉駅から徒歩約5分

大人入浴料半額（本人のみ1回）泉人優待

真の幸せがここに…
緑ゆたかな空間で
癒しのひとときを。

京町観光ホテル京町温泉107 宮崎

ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸
塩泉（源泉かけ流し、加水あり）

0984-37-1171　　
10：00～16：00（最終受付 15：00）
毎月7～9日休
大人500円 こども（3才～小学生）300円
えびの市大字浦146
JRえびの駅からタクシーで約8分

加温・加水なし！
飲泉OK
カントリーな木造温泉。

アルカリ性単純温泉（源泉かけ流し）

あきしげゆあきしげゆ
温泉106 宮崎

0984-35-1230
15：00～21：00（最終受付 20：00）
※夏場の午前中入浴は電話で問い合わせください
水曜休の場合あり
大人350円 小学生130円 幼児60円 
※お食事2,300円（税別）以上注文で入浴無料
えびの市大字西長江浦152
JRえびの駅からタクシーで約3分

宿泊料1割引（電話予約に限る、本人のみ1回）泉人優待

先代の夢から生まれた
源泉掛け流しの
美肌の湯。

単純温泉（源泉かけ流し）

加久藤温泉加久藤温泉105 宮崎

0984-33-3611　　 
7：00～最終受付 20：00
第３火曜休
大人500円 小学生250円
えびの市末永1470
JRえびの駅からタクシーで約15分

自然に囲まれた温泉で
思いっきり羽を
伸ばそう！

アルカリ性単純温泉（加水あり）

白鳥温泉下湯白鳥温泉104 宮崎

0984-33-0161
11：00～17：00
無休
大人1,200円
こども（6才～12才）800円
家族湯1,500円（45分）
えびの市大字末永1489
JR霧島神宮駅からタクシーで約40分 泉人優待 大人入浴料半額（本人のみ1回）

毎分470L自噴する
標高約1,200mの
えびの高原の温泉。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し・加温あり）

ホテル ピコラナイえびの高原103 宮崎えびの
高原温泉

2023年4月
新登場

0995-77-2205
8：30～19：00
※月・水・金11：00～13：00は入浴不可
12/28～1/3休
大人300円 こども150円 幼児無料
霧島市牧園町宿窪田4236
JR隼人駅からタクシーで約20分

源泉は貴重な
重炭酸土類泉
体の不調に湯力を発揮！

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

妙見荘 田島本館妙見温泉116 鹿児島
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AK I S H I G E YUKAKUTO-ONSEN

SH I R A TOR I - ON S EN - SH I T A YUHOT E L  P I C O L  A NA I

T A J IMA -HONKAN

料金、営業時間等は変更になる場合があります。訪問前に各施設に最新情報をご確認ください。御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0997-47-2872　　
7：00～21：30（月曜日は12：00～21：30）
（最終受付 21：00）
月曜午前休
大人300円 こども（小学生）150円
熊毛郡屋久島町尾之間1291
尾之間温泉入口バス停から徒歩で約7分

0993-35-3577（露天風呂）
9：30～19：30 （最終受付 19：00）
木曜休（祝日の場合は翌金曜）
大人510円 こども260円
指宿市山川福元3292
JR山川駅からタクシーで約7分
またはバスで約12分
ヘルシーランド入口バス停下車徒歩約10分

099-225-1812　　
9：30～21：30
第2・4木曜日
大人420円 こども150円 幼児80円
鹿児島市城山町20-1
JR鹿児島中央駅からタクシーで約10分
または、バスで約15分
城山洞窟前下車徒歩すぐ

熱めのお湯好きに
おすすめ
レトロ感いっぱいの温泉。

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

湯治宿休憩所弥次ヶ湯
温泉 鹿児島129

0993-22-3030　
8：00～21：00
木曜休
大人350円 小学生100円 幼児50円
指宿市十町1068
JR指宿駅から徒歩約15分

圧倒的な景色に絶句
海と空の
境目はどこ!?

塩化物泉（源泉かけ流し、加水、加温あり）

ヘルシーランド露天風呂 たまて箱温泉指宿温泉 鹿児島130

0994-32-0765
8：30～21：00
不定休　　
大人（中学生以上）300円 
中人（小学生）100円 小人（小学生未満）50円
垂水市海潟541-1
JR鹿児島駅より鹿児島港まで徒歩約5分
鹿児島港から桜島港まで桜島フェリーで
約15分、桜島港からタクシーで約30分

変色が濃度と
年季を語る
海沿いのレトロ温泉。

アルカリ性単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

江之島温泉 共同浴場海潟温泉 鹿児島132

濁り湯にとっぷり浸かって
最高の
オーシャンビューを。

弱塩化物泉（源泉かけ流し）

桜島シーサイドホテル古里温泉128

099-221-2121　　
11：30～20：00
無休
大人500円 こども（1才～小学生）300円 
鹿児島市古里町1078-63
JR鹿児島駅より鹿児島港まで徒歩約5分
鹿児島港から桜島港まで桜島フェリーで
約15分、桜島港からバスで約15分
文学碑前下車すぐ

鹿児島

史跡巡りの一つとしても
人気の高い共同湯。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

城山長寿泉鹿児島温泉127 鹿児島

玉砂利が敷き詰められた
浴槽の底から
源泉が噴出。

単純温泉（アルカリ性単純温泉）（源泉かけ流し）

屋久島 尾之間温泉尾之間温泉133 鹿児島

新鮮な湯が豪快に流れる！
シンプルな浴槽がいい。

大黒温泉大黒温泉126

099-228-5300　　 
6：00～22：00
無休　　 
大人420円 こども（6才～12才）150円 
幼児80円
鹿児島市伊敷8-22-20
JR鹿児島中央駅または天文館から
バスで約30分、花野口バス停下車
徒歩約1分

鹿児島

泉人優待 大人もこどもも入浴料100円引（本人のみ1回）

単純温泉（源泉かけ流し）

鉄分、カルシウムが
多いため黄土色の
濁り湯で雰囲気満点。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

テイエム牧場温泉テイエム牧場
温泉

131

0994-35-3520　　
13：00～18：00
木曜休（祝日の場合は翌金曜）
大人500円 こども（1才～6才）250円
垂水市新城4453-1
まさかりバス停から徒歩約3分

泉人優待 天然垂水500㎖（120円）を50円で販売（本人のみ1回）

鹿児島

TE I EMUBOKU JO -ONS EN

099-296-2020　　
平日10：00～19：30、
土日祝日10：00～15：00
不定休
※年末年始の立寄湯利用はお問合せください。
大人600円 こども300円 
日置市吹上町湯之浦910　　
JR鹿児島中央駅からタクシーで約70分

露天は白、内湯は黒
2色の湯の花が
名湯を彩る。

硫黄泉（源泉かけ流し）

湖畔の宿 みどり荘吹上温泉 鹿児島125

地元民に愛される
美人湯は自称
「日本朝風呂党本部」。

田之湯温泉湯之元温泉124

099-274-2219　　 
6：00～22：00
第2・4火曜休
大人150円 こども(小学生以下)50円
日置市東市来町湯田3077
JR湯之元駅から徒歩で約7分
田之湯バス停から徒歩約2分

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

鹿児島

単純硫黄泉（源泉かけ流し）

これぞ鹿児島温泉
銭湯の原風景。

含弱放射能-ナトリウム- 塩化物強塩温泉（源泉かけ流し）

きみよし温泉阿久根温泉123

0996-72-1174　　
14：00～19：00（最終受付 18：30）
不定休
中学生以上400円 小学生170円
未就学児100円　　
阿久根市大丸町60
肥薩おれんじ鉄道阿久根駅から
タクシーで約5分
港入口バス停から徒歩約1分

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

鹿児島

0996-28-0884（湯田地区コミュニティ協議会）
11：00～19：00　　　 
無休
大人200円 こども100円
薩摩川内市湯田町6763
JR川内駅から車またはバスで約25分
梅屋バス停下車すぐ、肥薩おれんじ鉄道
西方駅からタクシーで約10分

西郷さんゆかりの
温泉は熱めで
鮮度の良い名泉。

硫黄泉（源泉かけ流し）

共同湯川内高城
温泉

122 鹿児島

大正ロマンあふれる
心温まるおもてなしの湯。

単純温泉（源泉かけ流し）

割烹旅館 みどり屋市比野温泉 鹿児島121

泉人優待 大人入場料を200円に。（本人のみ1回）
みどり屋名入りタオル、温泉水プレゼント

0996-38-0002 
※お越しになる前に必ずご連絡ください。
10：00～20：00
不定休
大人300円 こども200円
薩摩川内市樋脇町市比野2582
JR川内駅からタクシーで約15分
またはバスで約40分
市比野下車徒歩約5分

YAKUSH IMA  ONOA I D A -ONS EN

DA I KOKU -ONS EN

SH I ROYAMA  CHO JU S EN SAKURA J IMA  S E A S I D E  HO T E L

T AMA T EBAKO  OU TDOOR  HO T  S PR I NG

M I DOR I S OU

T ANOYU -ONS ENK IM I Y O SH I  O N S EN

①

気になる
温泉を
見つけたら
そのまま
ルート検索！

③気になる温泉へ出発！

今すぐダウンロード！ ※Apple、AppleのロゴおよびiPhoneは、米国もしくはその他の国や地域におけ
るAppleInc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google PlayはGoogleLLC の商標です。

九州八十八湯
めぐりには my routeがオススメ！

気になる
温泉を探す

②

各地の温泉を巡る中、温泉に癒
され、その地域ごとに培われた
人の温もりや、優しさに触れ歴
史や伝統、文化を学び知ること
で、改めて温泉の奥深さ、素晴ら
しさに魅了されます。

行きは遠くてもワクワクしながら
運転しますが、帰りの運転は眠
気などで帰るのがおっくうにな
ることもありました。皆さんも安
全運転で、自宅に帰るまでが温
泉めぐりです(笑)

車の運転が一番大変でした。ナ
ビに騙されて川の土手、山の中
を走り毎度同じ失敗でたどり着
いた温泉に急いでつかり、また
すぐに出発の繰り返しでした。

特にレジェンド挑戦中は、九州
温泉道の対象施設が中心にな
り他の良泉に行く機会がありま
せんでした。

剛毅果断を貫き、謹厳実直と呼
ばれた時期も有りましたが、人生
折り返し、現役引退に近付く頃に
は温厚篤実を目指し、日々精進
致し乍ら日本全国の温泉を巡っ
ております。

白濁したタマゴ臭い硫黄泉が特
に好きで、山々や海辺の景色のき
れいな温泉も大好きです。九州の
温泉は500箇所ほどめぐり、大分県
強めの湯めぐりを楽しんでいます。

温泉に入る、普通のおじさんです。
1級建築士です。

最近は九州、別府を中心に湯めぐ
りしていますが、国内47都道府県
二千か所以上、国外11か国100湯
以上湯巡りしています。南極の島に
ある温泉に行きたいです。今年は
台湾湯めぐりを計画しています。

バイクでツーリングのついでに小
国の温泉に行くようになりました。
豊礼の湯を知ってから毎週 豊礼
ばかり通ってたら「九州八十八湯
めぐり」のパンフレットを見つけまし
た。そこから私の温泉巡りが始まり
ました。

レジェンドを目指して毎日、温泉
に入りまくりました。早朝から鹿
児島＆宮崎に向かい１０湯以
上入る事もありました。平日も仕
事のあと、熊本・大分と比較的
近場？を何度も行きました。毎
日、温泉の事しか考えてなかっ
たような気がします。

岡田 正夫さん 林田 仁夫さん 豊田 淳一さん 髙橋 由紀子さん村井 慎志さん

レジェンドお気に入り温泉ベスト３

温泉めぐり・レジェンド挑戦中の想い出

雲仙小地獄温泉館

元祖 元湯　

さくら湯　

雲仙・小地獄温泉

博多温泉

山鹿温泉

水神之森

小地獄温泉館

旅館平山

長湯温泉

雲仙・小地獄温泉

植木温泉

宇土の庄

あきしげゆ

旅館幸ヶ丘

七福温泉

あきしげゆ温泉

日奈久温泉

霧島湯之谷山荘

青風荘

七里田温泉館

霧島温泉

地獄温泉

七里田温泉

コスモス温泉

水神之森

霧島ホテル

小林温泉

長湯温泉

硫黄谷温泉

九州八十八湯めぐり１０周年記念企画で誕生した　　　　　　　 の皆様

初代 ３代目 ４代目 ５代目２代目

Legend

鹿
児
島

御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。
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0997-47-2872　　
7：00～21：30（月曜日は12：00～21：30）
（最終受付 21：00）
月曜午前休
大人300円 こども（小学生）150円
熊毛郡屋久島町尾之間1291
尾之間温泉入口バス停から徒歩で約7分

0993-35-3577（露天風呂）
9：30～19：30 （最終受付 19：00）
木曜休（祝日の場合は翌金曜）
大人510円 こども260円
指宿市山川福元3292
JR山川駅からタクシーで約7分
またはバスで約12分
ヘルシーランド入口バス停下車徒歩約10分

099-225-1812　　
9：30～21：30
第2・4木曜日
大人420円 こども150円 幼児80円
鹿児島市城山町20-1
JR鹿児島中央駅からタクシーで約10分
または、バスで約15分
城山洞窟前下車徒歩すぐ

熱めのお湯好きに
おすすめ
レトロ感いっぱいの温泉。

ナトリウム-塩化物泉（源泉かけ流し）

湯治宿休憩所弥次ヶ湯
温泉 鹿児島129

0993-22-3030　
8：00～21：00
木曜休
大人350円 小学生100円 幼児50円
指宿市十町1068
JR指宿駅から徒歩約15分

圧倒的な景色に絶句
海と空の
境目はどこ!?

塩化物泉（源泉かけ流し、加水、加温あり）

ヘルシーランド露天風呂 たまて箱温泉指宿温泉 鹿児島130

0994-32-0765
8：30～21：00
不定休　　
大人（中学生以上）300円 
中人（小学生）100円 小人（小学生未満）50円
垂水市海潟541-1
JR鹿児島駅より鹿児島港まで徒歩約5分
鹿児島港から桜島港まで桜島フェリーで
約15分、桜島港からタクシーで約30分

変色が濃度と
年季を語る
海沿いのレトロ温泉。

アルカリ性単純硫黄温泉（源泉かけ流し）

江之島温泉 共同浴場海潟温泉 鹿児島132

濁り湯にとっぷり浸かって
最高の
オーシャンビューを。

弱塩化物泉（源泉かけ流し）

桜島シーサイドホテル古里温泉128

099-221-2121　　
11：30～20：00
無休
大人500円 こども（1才～小学生）300円 
鹿児島市古里町1078-63
JR鹿児島駅より鹿児島港まで徒歩約5分
鹿児島港から桜島港まで桜島フェリーで
約15分、桜島港からバスで約15分
文学碑前下車すぐ

鹿児島

史跡巡りの一つとしても
人気の高い共同湯。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

城山長寿泉鹿児島温泉127 鹿児島

玉砂利が敷き詰められた
浴槽の底から
源泉が噴出。

単純温泉（アルカリ性単純温泉）（源泉かけ流し）

屋久島 尾之間温泉尾之間温泉133 鹿児島

新鮮な湯が豪快に流れる！
シンプルな浴槽がいい。

大黒温泉大黒温泉126

099-228-5300　　 
6：00～22：00
無休　　 
大人420円 こども（6才～12才）150円 
幼児80円
鹿児島市伊敷8-22-20
JR鹿児島中央駅または天文館から
バスで約30分、花野口バス停下車
徒歩約1分

鹿児島

泉人優待 大人もこどもも入浴料100円引（本人のみ1回）

単純温泉（源泉かけ流し）

鉄分、カルシウムが
多いため黄土色の
濁り湯で雰囲気満点。

炭酸水素塩泉（源泉かけ流し）

テイエム牧場温泉テイエム牧場
温泉

131

0994-35-3520　　
13：00～18：00
木曜休（祝日の場合は翌金曜）
大人500円 こども（1才～6才）250円
垂水市新城4453-1
まさかりバス停から徒歩約3分

泉人優待 天然垂水500㎖（120円）を50円で販売（本人のみ1回）

鹿児島

TE I EMUBOKU JO -ONS EN

099-296-2020　　
平日10：00～19：30、
土日祝日10：00～15：00
不定休
※年末年始の立寄湯利用はお問合せください。
大人600円 こども300円 
日置市吹上町湯之浦910　　
JR鹿児島中央駅からタクシーで約70分

露天は白、内湯は黒
2色の湯の花が
名湯を彩る。

硫黄泉（源泉かけ流し）

湖畔の宿 みどり荘吹上温泉 鹿児島125

地元民に愛される
美人湯は自称
「日本朝風呂党本部」。

田之湯温泉湯之元温泉124

099-274-2219　　 
6：00～22：00
第2・4火曜休
大人150円 こども(小学生以下)50円
日置市東市来町湯田3077
JR湯之元駅から徒歩で約7分
田之湯バス停から徒歩約2分

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

鹿児島

単純硫黄泉（源泉かけ流し）

これぞ鹿児島温泉
銭湯の原風景。

含弱放射能-ナトリウム- 塩化物強塩温泉（源泉かけ流し）

きみよし温泉阿久根温泉123

0996-72-1174　　
14：00～19：00（最終受付 18：30）
不定休
中学生以上400円 小学生170円
未就学児100円　　
阿久根市大丸町60
肥薩おれんじ鉄道阿久根駅から
タクシーで約5分
港入口バス停から徒歩約1分

泉人優待 入浴料無料（本人のみ1回）

鹿児島

0996-28-0884（湯田地区コミュニティ協議会）
11：00～19：00　　　 
無休
大人200円 こども100円
薩摩川内市湯田町6763
JR川内駅から車またはバスで約25分
梅屋バス停下車すぐ、肥薩おれんじ鉄道
西方駅からタクシーで約10分

西郷さんゆかりの
温泉は熱めで
鮮度の良い名泉。

硫黄泉（源泉かけ流し）

共同湯川内高城
温泉

122 鹿児島

大正ロマンあふれる
心温まるおもてなしの湯。

単純温泉（源泉かけ流し）

割烹旅館 みどり屋市比野温泉 鹿児島121

泉人優待 大人入場料を200円に。（本人のみ1回）
みどり屋名入りタオル、温泉水プレゼント

0996-38-0002 
※お越しになる前に必ずご連絡ください。
10：00～20：00
不定休
大人300円 こども200円
薩摩川内市樋脇町市比野2582
JR川内駅からタクシーで約15分
またはバスで約40分
市比野下車徒歩約5分

YAKUSH IMA  ONOA I D A -ONS EN

DA I KOKU -ONS EN

SH I ROYAMA  CHO JU S EN SAKURA J IMA  S E A S I D E  HO T E L

T AMA T EBAKO  OU TDOOR  HO T  S PR I NG

M I DOR I S OU

T ANOYU -ONS ENK IM I Y O SH I  O N S EN

①

気になる
温泉を
見つけたら
そのまま
ルート検索！

③気になる温泉へ出発！

今すぐダウンロード！ ※Apple、AppleのロゴおよびiPhoneは、米国もしくはその他の国や地域におけ
るAppleInc.の商標です。App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※Android、Google PlayはGoogleLLC の商標です。

九州八十八湯
めぐりには my routeがオススメ！

気になる
温泉を探す

②

各地の温泉を巡る中、温泉に癒
され、その地域ごとに培われた
人の温もりや、優しさに触れ歴
史や伝統、文化を学び知ること
で、改めて温泉の奥深さ、素晴ら
しさに魅了されます。

行きは遠くてもワクワクしながら
運転しますが、帰りの運転は眠
気などで帰るのがおっくうにな
ることもありました。皆さんも安
全運転で、自宅に帰るまでが温
泉めぐりです(笑)

車の運転が一番大変でした。ナ
ビに騙されて川の土手、山の中
を走り毎度同じ失敗でたどり着
いた温泉に急いでつかり、また
すぐに出発の繰り返しでした。

特にレジェンド挑戦中は、九州
温泉道の対象施設が中心にな
り他の良泉に行く機会がありま
せんでした。

剛毅果断を貫き、謹厳実直と呼
ばれた時期も有りましたが、人生
折り返し、現役引退に近付く頃に
は温厚篤実を目指し、日々精進
致し乍ら日本全国の温泉を巡っ
ております。

白濁したタマゴ臭い硫黄泉が特
に好きで、山々や海辺の景色のき
れいな温泉も大好きです。九州の
温泉は500箇所ほどめぐり、大分県
強めの湯めぐりを楽しんでいます。

温泉に入る、普通のおじさんです。
1級建築士です。

最近は九州、別府を中心に湯めぐ
りしていますが、国内47都道府県
二千か所以上、国外11か国100湯
以上湯巡りしています。南極の島に
ある温泉に行きたいです。今年は
台湾湯めぐりを計画しています。

バイクでツーリングのついでに小
国の温泉に行くようになりました。
豊礼の湯を知ってから毎週 豊礼
ばかり通ってたら「九州八十八湯
めぐり」のパンフレットを見つけまし
た。そこから私の温泉巡りが始まり
ました。

レジェンドを目指して毎日、温泉
に入りまくりました。早朝から鹿
児島＆宮崎に向かい１０湯以
上入る事もありました。平日も仕
事のあと、熊本・大分と比較的
近場？を何度も行きました。毎
日、温泉の事しか考えてなかっ
たような気がします。

岡田 正夫さん 林田 仁夫さん 豊田 淳一さん 髙橋 由紀子さん村井 慎志さん

レジェンドお気に入り温泉ベスト３

温泉めぐり・レジェンド挑戦中の想い出

雲仙小地獄温泉館

元祖 元湯　

さくら湯　

雲仙・小地獄温泉

博多温泉

山鹿温泉

水神之森

小地獄温泉館

旅館平山

長湯温泉

雲仙・小地獄温泉

植木温泉

宇土の庄

あきしげゆ

旅館幸ヶ丘

七福温泉

あきしげゆ温泉

日奈久温泉

霧島湯之谷山荘

青風荘

七里田温泉館

霧島温泉

地獄温泉

七里田温泉

コスモス温泉

水神之森

霧島ホテル

小林温泉

長湯温泉

硫黄谷温泉

九州八十八湯めぐり１０周年記念企画で誕生した　　　　　　　 の皆様

初代 ３代目 ４代目 ５代目２代目

Legend

鹿
児
島

御湯印帳を販売している施設を表示しています。 ※在庫状況は、各販売所へおたずねください。

鹿
児
島
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「JR九州」ホームページ  https://www.jrkyushu.co.jp/

掲載内容は予告なく
変更となる場合があります。

ＨＰ「九州旅ネット」　https://www.welcomekyushu.jp D22029

https://www.88onsen.com/ Twitter Instagram




