
名　　　　　称 休　　　み 備　　　　　考

  不定休
11:00 ～ 15:00 大人 1,300 円 タオル　　　 200 円

小人 600 円 バスタオル（レンタル） 300 円

022(398)2233 （３才～小学生）

  不定休 大人 1,300 円 露天風呂有り
11:00 ～ 15:00 小人 600 円 タオル　　　 220 円 貸切風呂・客室をご利用の際は直接 お問合せ下さい (別途有料) となります

022(398)2301 　　　受付　14:30まで (3才～小学生） バスタオル（レンタル） 330 円

　

0570-033-268

４　佐藤屋旅館 10:00 ～ 15:00   火曜日 大人 730 円 タオル 200 円 露天風呂有り（女性10:00～13:00     男性13:00～15:00）　

　　　受付　14:00まで 5/31 小人 330 円 バスタオル（レンタル） 324 円 休憩室⇒土日祝のみ利用可
 022(398)2711 浴衣（レンタル） 540 円   ◎状況に依り入場制限あり

（平日） 11:00 〜 18:00 露天風呂有り　  
　　　受付  17：00まで   月曜日  大人 1,300 円☆ タオル付 ※里センター迄の送迎はご利用出来ない場合もあります　

小人 650 円☆ バスタオル（レンタル） 200 円
022(397)3333 （土日祝） 11:00 〜 15:00 5/30・31・6/1 （4才～小学生）

　　　受付  14：00まで サウナは15時より利用可

  火曜日　  大人 900 円 タオル 220 円 露天風呂有り
11:00 ～ 17:00 中学生 830 円 バスタオル（レンタル） 330 円

0570-040-707 　　　受付　16:00まで 小人 500 円
（小学生）

10:00 ～ 15:00   不定休 大人 1,390 円 タオル 220 円 露天風呂有り　

　　　受付　14:00まで 小人 660 円 バスタオル（レンタル） 330 円 大広間ご利用可（無料/状況によりご利用できない場合あり)

0570-550-397 （３才～小学生）

タオル付 露天風呂有り　　　　　　　　　　　　※清掃の為ご利用出来ない浴場もあります

  不定休 大人 1,200 円☆ バスタオル（レンタル） 330 円 大広間ご利用可（無料)10:00～15:00

  10:00 ～ 15:00 小人 600 円☆ 浴衣（レンタル） 330 円 （※状況によりご利用できない場合あり）

　　　受付  14:00まで  ☆入浴料金⇒土・日・祝　大人1,500円、小人750円
0570-026-001

大人 1,200 円 タオル 200 円 露天風呂有り
  10:30 ～ 14:00 　火・水曜日 小人 700 円 バスタオル（レンタル） 300 円

　　　受付  13:00まで

022(397)3141
  ◎状況に依り入場制限あり

10　ホテルきよ水

022(397)2555

11　ホテルクレセント   不定休 大人 730 円 タオル・バスタオル（レンタル）  ☆ご利用時間

☆11:30 ～ 15:00 5/15・16 小人 440 円 165 円 女性⇒火曜日　男性⇒木曜日　12:00からとなります

022(397)3111 （小学生）

16 　神ヶ根温泉        不定休 大人 600 円 タオル・バスタオル（レンタル） 貸切風呂をご利用の際は、 事前予約が必要となります（別途有料・要問合せ)。 
　　　（かんかね） 12:00 ～ 18:00 小学生 300 円 300 円 タオル・バスタオルセット（バスタオルのみ返却必要）

　　　022(398)2520 タオル（小） 200 円

30　天守閣自然公園  (平日） 10:00 ～ 17:00   第3金曜日 大人 800 円 タオル 200 円 露天風呂２カ所あり

（市太郎の湯） 　　　受付　16:00まで 中学生 730 円 バスタオル（レンタル） 100 円 ＊自然公園内の足湯ご利用可！(但し天候により、ご利用できない場合あり）

022(398)2111 小人 400 円

（土日祝） 10:00 ～ 17:30 幼児 200 円   ◎状況に依り入場制限あり 
　　　受付　16:30まで （１～３才まで）

32　秋保森林スポーツ公園   平日 大人 620 円※ タオル　　　　 110 円 ※土日・祝日のみ入浴可
（森林の湯） 11:00 ～ 16:00 5/14 小人 400 円※ ※料金は入園料が含まれます

022(398)2345 　　　受付  15:30まで （4～12才まで）   ◎状況に依り入場制限あり

33　秋保温泉共同浴場 大人 300 円 タオル          220円 駐車場有り
7:30 ～ 21:00   第４水曜日 小人 200 円 シャンプー    200円  剃刀 50円

022(398)2774 （３才～小学生） ボディシャンプー 160円

＊予告なく内容が変更になることがありますのでご了承ください。

※工事の為全館休業

(但  5/19入浴可)

 石けん100円

９　ホテル華乃湯
貸切風呂・客室をご利用の際は、 事前予約が必要となります（別途有料・要問合せ)。

(3才～小学生）

７　ホテル瑞鳳

８　秋保グランドホテル

5/15～17
(3才～小学生）

（３才～小学生）

５　篝火の湯緑水亭

６　奥州秋保温泉蘭亭
5/17～19・24・31

要予約

２　ホテルニュー水戸屋

３　岩沼屋　

※6/11迄全館休館

※入浴時間や定休日など、営業内容は変更される場合がありますので
お出掛けの前に各施設へ直接ご確認下さいますようお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　秋保温泉郷日帰り入浴施設一覧          　　　　   秋保温泉郷観光案内所　　022（398）2323　　　　　　　　2023/5/14 現在

ご利用時間 料金(税込） 内　　　容

１　伝承千年の宿佐勘
食事付プランのみご利用可


