
じょうもう
こうげん

羽場恋越

雨見山
1347.2m

（祓川コース）　（有料）

　（有料）

苗場サマーパーク

苗
場
ド
ラ
ゴ
ン
ド
ラ

⑦御宿本陣

湯沢中里スノーリゾート

⑥雪ささの湯

㉒ホテル湯沢湯沢 でんき屋

⑫浦子の湯 温泉民宿 髙野屋

⑬ホテル・シェラリゾート湯沢

飯士登山祭

かぐらサマーゲレンデ

飯士山
 1,111m

和田小屋

【かぐらエリア】P

2,030m

2,145m

1,939m

P

1,984m

1,954m

1,977m

万太郎山

⑤

①

④

かぐらスキー場
【みつまたエリア】

㉘「道の駅みつまた」

新潟県指定文化財 池田家（いけだや）

025-788-9410　　　新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣1000

店休日及び営業時間に関しては店舗にお問い合わせください。
※トイレ・駐車場は24時間、年中無休

平標山

赤倉山

“ネイチャーワールド”

土樽自然公園

⑧目の温泉 貝掛温泉

●新潟（新潟西IC）－湯沢IC（約131km） 約1時間30分

●東京（練馬IC）－湯沢IC（約167km） 約1時間50分
　　　　　　　　　　　 －月夜野IC（約136km） 約1時間35分
 （月夜野ICから苗場まで約50分）

●海老名JCT－湯沢IC（約208km） 約2時間25分
 　　　　　　　　　 －月夜野IC（約173km） 約2時間3分
 （月夜野ICから苗場まで約50分）

木更津JCT
海老名JCT

2706

ゆざわ魚沼タクシー（株）

0258-37-7500国道17号テレフォンサービス

JAみなみ魚沼 湯沢支店　　　　　　　

東 京から最 短 約 1 時 間 1 0 分

観光・宿泊のことなら

湯沢町観光まちづくり機構

毛渡沢橋梁

上牧

赤谷湖

浅貝水芭蕉群生地湯沢中里カタクリの里 旭原高原 トレッキング湯沢I

㉔ゆざわ健康ランド

桜の道

㉓駅の中の温泉（酒風呂湯の沢）

㉕

㉗

⑪露天大岩風呂の宿
　湯沢東映ホテル

⑭和みのお宿 滝乃湯

⑳雪国の宿 高半

⑱越後のお宿 いなもと

⑨NASPA
　ニューオータニ

⑲コマクサの湯

㉖

⑮越後湯澤HATAGO井仙

⑯江神温泉浴場

⑩湯沢 ニューオータニ

②駒子の湯

③山の湯

「かすみの間」 文学資料室

1,598m

⑰音羽屋旅館

湯沢町役場
湯沢町観光まちづくり機構

神立スノーリゾート

㉙越後湯沢駅西口
駅前広場の足湯
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越後湯沢温泉
観光協会

（雪国観光舎）

㉑

10：00～21：00（最終受付20：30）　　
大人600円、こども（4才以上小学生以下）250円
火曜日定休（祝日・年末年始・お盆期間の場合は営業、後日振り替え）
関越自動車道湯沢I.C車約15分  
025-788-9229
アルカリ性単純温泉　

①

10：00～21：00（最終受付20：30）　　
大人500円、こども（4才以上小学生以下）250円
木曜日定休（祝日・年末年始・お盆期間の場合は営業、後日振り替え）
JR越後湯沢駅徒歩約20分、関越自動車道湯沢I.C車約10分
025-785-7660
ナトリウム・カルシウム塩化物温泉　

②

6：00～21：00（最終受付20：30）　　
大人500円、こども（4才以上小学生以下）250円
火曜日定休（祝日・年末年始・お盆期間の場合は営業、後日振り替え）
JR越後湯沢駅徒歩約20分、関越自動車道湯沢I.C車約10分
025-784-2246
単純硫黄温泉

③

10：00～21：00（最終受付20：30）　　
大人600円、こども（4才以上小学生以下）250円
木曜日定休（祝日・年末年始・お盆期間の場合は営業、後日振り替え）
関越自動車道湯沢I.C車約30分
025-789-5855
単純温泉　

④

10：00～21：00（最終受付20：30）　
大人500円、こども（4才以上小学生以下）250円
水曜日定休（祝日・年末年始・お盆期間の場合は営業、後日振り替え）
JR越後湯沢駅車約10分
025-787-2787
アルカリ性単純温泉　

⑤

8：00～18：00（最終受付17：00）※11：00～15：00を除く（水•木曜日は重点清掃の為、10：00～15：00を除く）　
大人1100円フェイスタオル付き、こども（小学生以下）600円、3歳以下無料　　
025-780-6111　　不定休
JR越後湯沢駅車約3分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
弱アルカリ性単純温泉

NASPAニューオータニ⑨

10：00～20：00（最終受付）※11：00～13：00を除く
大人1000円、こども500円、未就学児無料（タオル別）　　
025-784-2191　　重点清掃日あり（電話にてお問合せください）　　　
JR越後湯沢駅徒歩約7分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
低張性弱アルカリ性高温泉

湯沢ニューオータニ⑩

13：00～20：00（最終受付20：00）日によって13：00を
過ぎる事がございますのでお問い合せください。
大人1500円、こども（小学生）700円、幼児無料
025-784-2150　　不定休
JR越後湯沢駅徒歩約8分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
弱アルカリ性低張性高温泉

露天大岩風呂の宿 湯沢東映ホテル⑪

11：00～15：00（最終受付14：00）
大人1000円、こども500円（土・日・祝は大人1200円、こども600円）
025-788-9911　　不定休　　
JR越後湯沢駅バス約20分「貝掛温泉」下車、関越自動車道湯沢I.C車約15分
ナトリウム・カルシウム塩化物泉

越後湯澤HATAGO井仙⑮
12：30～15：30（最終受付14：00）
大人1100円、こども（小学生以下）550円※ランチ利用の方は550円
水曜日定休（冬期はお受けしません）　　025-784-3361
JR越後湯沢駅徒歩約1分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
弱アルカリ性低張性高温泉

㉖
※冬期間はお休みです。

㉕

㉒

13：00～21：00（冬季シーズン21：00まで営業）
大人900円、こども（小学生以下）400円　　
025-780-9500　　オフシーズン木曜日定休
JR越後湯沢駅バス約40分、関越自動車道湯沢I.C車約30分
カルシウム・ナトリウム塩化物硫酸塩温泉

源泉かけ流し温泉 雪ささの湯⑥

8：00～22：00（最終受付21：00）
大人1000円、こども（小学生以下）600円　　
025-789-2012　　不定休
JR越後湯沢駅バス約40分、関越自動車道湯沢I.C車約30分
カルシウム硫酸塩泉

御宿 本陣⑦

㉗

㉘
9：00～17：00 （12月～4月は10：00～18：00）
毎週火曜日休。5月～11月は屋内・屋外と2ヶ所、12月～4月は屋内のみ。
※定休日などの最新情報はHPもしくはFacebookでご確認下さい。

みつまたの湯
道の駅みつまた  内

㉙
無休（通年利用可能）

越後湯沢駅西口駅前広場の足湯
越後湯沢西口駅前広場  内

音羽屋旅館⑰
11：30～18：00 ※混雑状況によってお断りする事がございます。
大人1000円、こども500円　　025-784-3412
不定休（土・日・休前日を除く）
JR越後湯沢駅徒歩約7分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
アルカリ性塩化物温泉

目の温泉 貝掛温泉⑧

11：00～16：00（最終受付15：30）
大人1200円タオル・バスタオルつき、
こども（小学生以下）1000円
025-787-3250　　　不定休（要予約） 
JR越後湯沢駅送迎バス（要予約）・約10分、
関越自動車道湯沢I.C車約10分
弱アルカリ性単純温泉

⑬

※2021年3月末～11月末は改装の為休業いたします。
　夏期営業は7月末～9月末を予定しています。

⑯

、小学生未満は無料
水曜・第三火曜（祝日等により前後する場合あり）

単純温泉（低張性弱アルカリ性温泉）

＜通常＞15：00～22：00（最終受付21：30）
＜7～8月・12～3月＞13：00～22：00（最終受付21：30）

11：00～21：00（最終受付20：00） 
大人　夏期1000円　冬期1500円
こども（小学生）500円　   025-784-2251　　不定休
JR越後湯沢駅西口徒歩約2分、関越自動車道湯沢I.C車約5分
単純温泉（低張性アルカリ性高温泉）

越後のお宿 いなもと⑱

㉓
10：30～18：30 （最終受付18：00）
※時季によって営業時間が変わります。
大人800円、小学生400円　　025-784-3758

※現在、新型コロナウイルスの影響により
　営業時間をこまめに変更させて頂いております。

㉔

※季節によって営業時間・営業内容が変更になる場合が
　あります。

浦子の湯 温泉民宿 髙野屋⑫　　
15：00～19：00（最終受付18：20）

駅角

⑭

単純温泉
※男女別に人数制限しておりますので、予めお電話下さい。

13：00～19：00
大人1000円、小学生700円、幼児300 円
貸切風呂45分2000円／組

⑳

単純硫黄温泉（低張性アルカリ性高温温泉PH9.6)

13：00～16：00

⑲

600 400
※休業（予定）

※新型コロナウイルスの影響によりグリーンシーズンは休業いたします。
　新型コロナウイルスが収束し営業再開となる場合は上記内容で営業予定です。

※営業内容は変更となる場合がございます。ご利用の際は事前に各施設にご確認ください。

未定

SPAガーラの湯㉑

弱アルカリ性単純温泉（低張性高温泉）

025-785-6421

JR越後湯沢駅より無料シャトルバスで約10分、
関越自動車道湯沢I.Cより約3km

12：00～17：00
大人1100円、小学生600円
タオルセット込


