5 箇所以上回った方に
抽選で素敵なプレゼント！
※詳細は裏面

希望荘

9

スタンプ欄
※参加施設でスタンプを一つ押してもらい、異なる温泉施設 5 箇所のスタンプで 1 口応募できます。

路

道

ロープウ

神

名

5 鹿の湯ホテル
12

13 まんが図書館
16

11

☎ 059-392-2513
大人：800円 小学生:300円
小人：400円（４歳以上）

営業時間 11:00-14:30

7

☎ 059-392-2255
料金 大人：800円 子供:400円（1才〜）

ロープウエイのりばからほど近い立地。天然岩を配した清潔な浴場には、源泉から引き込まれた

三重県三重郡菰野町湯の山温泉

三重県三重郡菰野町大字菰野8520

渓流の宿 蔵之助
大人：800円 子供:400円（4才〜）

☎ 059-392-2509

14

オテル・ド・マロニエ 湯の山温泉
料金 大人：1,000円 子供:500円（4才〜）

8

国民宿舎 湯の山ロッジ
料金 大人：500円 子供:400円（3才〜）

入浴時間 11:00-17:00

旅館 寿亭

☎ 059-392-3155

11

15

料金 大人：800円 子供:400円（4才〜）

☎ 059-392-3210

9

希望荘

ホテル湯の本

7

8

9

三慶園

国民宿舎湯の山ロッジ

希望荘

乗車料金

料金 大人：600円 小学生:300円

入浴時間 14:00-20:00

幼児：200円（３才）

10

グリーンホテル
料金

入浴時間 11:30-15:00

湯の山パーキングセンター

（最終受付19:00）

お土産物と駐車場のご提供。

9:00-16:00

定休日:不定休

☎ 059-392-2073
営業時間

定休日:不定休

☎ 059-392-3141

三重県三重郡菰野町菰野8519-1

定休日:不定休

8:00-17:00

10

11

12

グリーンホテル

アクアイグニス片岡温泉

湯の山ロケ地資料館

13

14

15

まんが図書館

喜楽堂

御在所ロープウエイ

11

アクアイグニス 片岡温泉

☎ 059-392-3110

婦人病などに効能があります。

平日 大人：600円 子供:300円（3才〜）
休日 大人：800円 子供:400円（3才〜）

お食事エリアのスタンプ

定休日:金曜日

☎ 059-394-7733

17

16

17

18

☎ 059-392-2141

近鉄湯の山温泉駅の一つ手前の大羽根園駅を過ぎて
ハンバーグ定食・焼肉定食・焼きそば定食など、
どれも

直ぐ、
どこか懐かしい感じの喫茶店です。

定休日:不定休

☎ 059-392-2１１５

1970 年に公開された映画「男はつらいよ」シリーズ第三作「フーテンの寅」で湯の山温泉が舞台と
なりました。御在所ロープウエイや湯の山温泉のバス停など、各地でロケが行われた様子を撮影した
写真 20 点のほか、作品にまつわる新聞、雑誌の記事などを展示しています。

御在所ロープウエイ目の前。天気が良ければ名古屋エリアが一望できる絶景露天風呂も満喫でき
ます。貸し切り風呂も２ヶ所ご利用できます。

三重県三重郡菰野町湯の山温泉

定休日:不定休

13

まんが図書館

営業時間 10:00-16:00

定休日:水曜日

☎ 059-392-2１１５
営業時間 10:00-16:00

1970 年に公開された映画「男はつらいよ」シリーズ第三作「フーテンの寅」で湯の山温泉が舞台と
なりました。御在所ロープウエイや湯の山温泉のバス停など、各地でロケが行われた様子を撮影した
写真 20 点のほか、作品にまつわる新聞、雑誌の記事などを展示しています。

寄付されたまんが 5 千冊を無料で貸し出します。

三重県三重郡菰野町湯の山温泉

三重県三重郡菰野町湯の山温泉

定休日:水曜日

7:00-18:00

三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町22-1

18

Cafe Suimei

定休日:木曜日

☎ 059-392-2185

湯の山パーキングセンター

トミー

Cafe Suimei

営業時間 10:00-16:00

入浴時間 11:30-16:00

☎ 059-392-2１１５

湯の山ロケ地資料館

営業時間

ボリューム満点。

三重県三重郡菰野町菰野4800-1

12

☎ 059-393-4662

6:00-24:00

入浴時間

源泉 100% かけ流しの温泉です。
定休日:不定休

トミー

『癒し』と『食』をテーマにした複合温泉リゾート施設。敷地面積約 49000 ㎡（14,848 坪）。

料金

湯は、無色透明のアルカリ泉水。ラジウム、エマナチオンを多量に含み、筋、関節リュウマチ、湿疹、

定休日:不定休

平日 大人：700円 子供:400円（3才〜）
入浴時間 10:00-15:00
土日祝 大人：800円 子供:400円（3才〜）

地下1300mから湧き出す源泉を使った、湯の山随一の源泉大露天風呂。全ての浴槽が天然温泉

大人：1,000円 子供:500円（小学生未満）
入浴時間 11:00-17:00
小学生未満：300円

料金 大人：800円 子供:400円（4才〜）

16

入浴時間 11:00-20:00

三重県三重郡菰野町千草7094

かけ流し！ 豊富に湧き出る天然温泉をお愉しみください。

ホテル湯の本

営業時間

療泉効能抜群の湯に使って、身も心もすっきりと。

定休日:不定休

三重県三重郡菰野町千草7054-173

三重県三重郡菰野町菰野8520-1

☎ 059-392-2261

大人：2450円
子供:1220円（4才〜小学生以下）※往復料金

〒510-1233 三重県三重郡菰野町湯の山温泉

標高 369m の菰野富士と肩を並べ、東に伊勢湾を一望する源泉「自助の湯」
。ラドンを含んだ

香り。雄大な自然に抱かれながら、良質の湯に浸かる。贅沢な癒しの空間がそこにあります。

鹿の湯ホテル

ご投函される際はこの線で谷折りしてください。

全長 2161m の日本最大級の規模を誇り、約15分の空中散歩が楽しめます。1 月には白銀の世界

定休日:不定休

☎ 059-392-3181

三重県三重郡菰野町菰野８585

湯の山ロケ地資料館

鹿の湯ホテル

定休日:不定休

が広がり、2 月中旬頃までは気象条件が整えば冬の芸術である樹氷ができやすい時期になります。

見上げれば御在所岳、耳をすませば三滝川のせせらぎ。鳥の声や木々のさざめき、心安らぐ緑の

12

旅館 寿亭

ます。一枚 150 円 。かた焼きと柔らかいタイプがお選びいただけます。

御在所ロープウエイ

入浴時間 11:00-15:00

三重県三重郡菰野町大字菰野8497-2

定休日:不定休

☎ 059-392-2131

三重県三重郡菰野町大字菰野8497

6

☎ 059-392-2055

定休日:不定休

自慢の展望浴場。蒼滝川と三滝川。２つの渓流を眺め、日頃の疲れを癒してください。

野趣あふれる渓谷の風情を楽しめる露天風呂の他、サウナや滝風呂も人気です。
三重県三重郡菰野町菰野字湯ノ山8563

6

5

喜楽堂の大石焼は手焼きにこだわり、温泉の湯で材料を練って、一枚一枚丁寧に焼き上げており

良質な温泉がとうとうと溢れています。大浴場からは雄大な御在所岳を背に自然を満喫。

さらっとしたお湯は、様々な効能はもちろん美容にも効果的。無色透明、無味無臭のラドン温泉。

料金

4

御在所ロープウエイ山麓駅横の、湯の山温泉名物！ 大石焼のお店。

気と、御在所岳山頂までの眺望は圧巻。

5

オテル・ド・マロニエ

大羽根園駅

喜楽堂

入浴時間 11:00-14:30

広々とした浴殿、窓からの雄大なる鈴鹿山脈の眺め。露天風呂からは名古屋市街が一望、夜景を楽し
みながらしばし時間をわすれるひととき。肌にここちよいラジウム鉱泉のお湯が、
こころまでときほぐします。

三重県三重郡菰野町菰野８６２５

4

渓流の宿 蔵之助

お買い物エリアのスタンプ

三慶園

定休日:不定休

トミー

三峯園

ロープウエイを眺めながら手足を伸ばして寛げる寝湯。山沿いの緑に囲まれた野趣あふれる雰囲

3

三峯園

17

アクアイグニス

湯の山温泉駅

温泉エリアのスタンプ

料金

3

10 グリーンホテル

湯の山パーキングセンター

湯の山ロケ地資料館

寿亭

Cafe Suimei

3

オテル・ド・マロニエ

三峯園

2

蔵之助

1

2

2

8

湯の山ロッジ

15 御在所ロープウエイ
14 喜楽堂
6 ホテル湯の本
18
7

4

料金

1

新

エイ

三慶園

1

菰野 IC

速

高

湯の山かもしか大橋

料金

無料
定休日:水曜日

17

中之島公園のそばの喫茶店。
渓流の音を楽しみながらお食事・休憩をしてくださいね。
三重県三重郡菰野町菰野8609

営業時間 11:00-16:00
定休日:水曜日（臨時休業あり）

《期間》

2022 年１月５日
（水）
か ら３月2 5 日（金 ）

●３月 31 日（木）消印有効
●スタンプは 5 箇所以上押して
ご応募ください。
●スタンプが集まったら必要事
項をご記入頂き、切手を貼って
ご投函いただくか、温泉施設の
フロントへご提出ください。

2022

YUNOYAMA ONSEN STAMPRALLY 2022

お問い合わせ
湯の山温泉協会 TEL:059-392-2115

