2021年度版「物味湯産手形」手形入浴施設（40施設）
※下記の場合、ご入浴いただけない場合があります。
・土日祝日などで混雑している場合
・施設の休館日やメンテナンス、貸切等でご利用いただけない場合
・宿泊施設で宿泊のお客様を優先させていただく場合
※ご不明な点等は各施設にお問い合わせください。
ＴＥＬ

入浴時間
（手形利用時間）

0265-43-3180

12：00～
15：00入館まで

阿智村保養センター 鶴巻荘

0265-43-2320

11：00～14：00

祝日、土・日
GW、お盆、年末年始

不定休

阿智村公営施設 湯ったり～な昼神

0265-43-4311

10：00～21:20
最終受付20:30

プール利用は不可

火曜日
（大型連休などに短縮営業あり）

4/15～5/15 8/12～16
12/30～1/4

不定休

エリア

市町村

施設名

伊那路

阿智村 尾張あさひ苑

手形をご利用
いただけない日等

不定休

（変更の場合有、要問い合わせ）

野熊の庄 月川

定休日

0265-44-2321

11：00～16：00

阿南町 阿南温泉 かじかの湯

0260-22-2000

10：00～21：00
最終受付20：30

飯田市 なごみの湯殿 砂払温泉

0265-22-1209

11：00～23：00
最終受付22：30

天龍村 天龍温泉 おきよめの湯

0260-32-3737

10：00～21：00
最終受付20：00

火曜日
（祝日は営業、翌日休館）

平谷村 信州平谷温泉 ひまわりの湯

0265-48-2911

10：00～20：00
最終受付19：00

冬期（12～3月）は
水曜日

松川町 信州まつかわ温泉 清流苑

0265-36-2000

10：00～20：30
最終受付20：00

隔週水曜日

伊那市 山と渓流の宿 仙流荘

0265-98-2312

11：00～20：00
最終受付19：30

休業期間 11月～4月

火曜日
（要電話確認）

木曽町 二本木の湯

0264-27-6150

10：00～18：00

5月連休
お盆期間、年末年始

木曜日

日本アルプス 大町市 信州金熊温泉 金太郎乃湯 明日香荘 0261-26-2301

10：00～21：00
最終受付20：30

大町温泉郷 黒部観光ホテル

0261-22-1520

5：00～9：00
12：00～16：00

0261-23-2834

（冬期：11/1～6/30）
10：00～21：00
（夏期：7/1～10/31）
7：00～21：00
最終受付20：30

なし

松本市 信州穴沢温泉松茸山荘別館東山館

0263-64-2102

10：00～19：00
最終受付 18:30

不定休（月１回）

松本市公共の宿 梓水苑

0263-78-5550

10：00～21：00
最終受付20:00

火曜日は 14:00から

ふれあい山辺館・白糸の湯

0263-35-9076

6：00～22：00
（10～3月は6:30～）

湯の華銭湯 瑞祥 松本館

0263-29-2686

9：30～24：00
最終受付23:20
（土・日祝日は 6:00～）

第3 火曜日（原則）

上田市 霊泉寺温泉 共同浴場

080-1261-8432

7：00～21：00

なし

武石温泉 うつくしの湯

0268-85-3900

10：00～21：30
最終受付21：00

水曜日

真田温泉健康ランドふれあいさなだ館

0268-72-2500

10：00～21：30
最終受付21：00

火曜日
（祝日の場合は翌日）

岳の湯温泉 雲渓荘

0268-85-2263

10：00～15：00

地蔵温泉 十福の湯

0268-75-3855

10:00～21:00
最終受付20:30

小海町 北八ヶ岳松原湖温泉 八峰の湯

0267-93-2288

10：00～21：00
最終受付20:00

東御市 みづほ温泉 湯楽里館

0268-63-4126

ホームページで確認
http://tomikosya.com/yurari/

南相木村 南相木温泉 滝見の湯

0267-91-7700

10:00～21:00
1月～3月は20:00まで

木曽路

アルプス温泉博物館
湯けむり屋敷 薬師の湯

東信州

水曜日（祝日は営業）

12/30～1/3

無休

年中無休
（臨時休業の場合有）
5/1～5/4、7/22～24
8/7・8、9/18・19、12/30～1/3

年末・年始は時間不定休のため
お問合せください

土日祝日

不定休
（都合により入浴できない場合がございます）

第１・第3 火曜日

なし
不定休
（年3～4回メンテナンス有）

入湯税50円をいただきます

不定休
（奇数月に2日程度のメンテナンス休館）
ホームページで確認
http://tomi-kosya.com/yurari/

12/31、1/1

毎月第2・第4火曜日

※下記の場合、ご入浴いただけない場合があります。
・土日祝日などで混雑している場合
・施設の休館日やメンテナンス、貸切等でご利用いただけない場合
・宿泊施設で宿泊のお客様を優先させていただく場合
※ご不明な点等は各施設にお問い合わせください。
ＴＥＬ

入浴時間
（手形利用時間）

飯山市 戸狩温泉 暁の湯

0269-65-2648

11:00～21:00
最終受付20:30

いいやま湯滝温泉

0269-65-3454

10：00～21：00
最終受付20：30

GW（4/29～5/5）、8/11～15
年末年始（12/29～1/3）

火曜日
（祝日は営業）

いいやま北竜温泉 文化北竜館

0269-65-3121

11：00～17：00
最終受付16：30

メンテナンス、団体対応等により
入浴時間の変更・臨時休業あり

なし

026-275-0457

8：45～21：45

エリア

市町村

北信濃

施設名

千曲市 戸倉国民温泉

手形をご利用
いただけない日等

定休日
不定休

第1火曜日が多い
（詳しくは、電話またはHPで）

湯の華銭湯 瑞祥 上山田本館

026-275-4321

9：00～25：00
最終受付24:30
（土・日祝日は6:00～）

第3火曜日

万葉超音波温泉

026-275-2228

4:00～23:00
最終受付22:30

第2・第4月曜日
(祝日の場合は翌日火曜）

0269-26-1010

10：00～22：00

無休

0269-38-3000

10：00～21：00
最終受付20：30

火曜日
（祝日、お盆、年末年始除く）

026-278-2596

10：00～22：00
最終受付21：30

なし

豊野温泉 りんごの湯

026-257-6161

10：00～22：00
最終受付21：30

第４火曜日

裾花峡天然温泉宿 うるおい館

026-237-4126

10：00～23：00
（23:00閉館）
朝湯6:00～9:00

なし
（メンテナンス休業あり）

信州不動温泉 さぎり荘

026-264-2103

10：00～21：00
朝湯6:00～9:00

不定休

026-253-3740

10:00～21:00
最終受付20:30

第3火曜日

026-247-4880

6：00～21：00
最終受付20:30

毎月第３木曜日

中野市 長嶺温泉

斑尾高原体験交流施設まだらおの湯

長野市 黄金の湯 松代荘

飯綱町 むれ温泉 天狗の館
小布施町 小布施温泉 あけびの湯

