
 
 

温泉利用許可施設一覧（令和４年６月１日現在） 

      

（注） 
本一覧に掲げる施設には、福祉施設など一般利用できない施設も含まれています。ご利用になる場合は、必ず各施設にお問い合わせくだ

さい。 
 

 愛知県内を次の８つの地域に分け記載してあります。    

      

 地  域  名 地 域 に 含 ま れ る 市 町 村 

 名 古 屋 地 域 名古屋市 

 尾  張  地  域 
一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、 

清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 

 海  部  地  域 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

 知  多  地  域 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

 西 三 河 地 域 岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町 

 豊 田 加 茂 地 域 豊田市、みよし市 

 新 城 設 楽 地 域 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

 東 三 河 地 域 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

名古屋地域：２４施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

名古屋市 サウナ ウェルビー今池 名古屋市千種区今池五丁目 25 番 5 号 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 052-731-2561   

名古屋市 ささしま天然温泉 名古屋市中村区平池町 4 丁目 60 番地の 5 単純温泉 － 
住人及び関係

者専用 

名古屋市 
コミュニケア 24 癒しのデイサー

ビスささしま 
名古屋市中村区平池町 4 丁目 60 番地の 5 単純温泉 － 

デイサービス

利用者専用 

名古屋市 
スーパーホテル名古屋天然温泉 

新幹線口 
名古屋市中村区亀島二丁目１２番１号 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 052-558-9000  

名古屋市 
スーパーホテル Premier 名古屋

天然温泉 桜通口 
名古屋市中村区名駅三丁目８番２０号 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 052-561-9001  

名古屋市 名古屋クラウンホテル 名古屋市中区栄一丁目 8 番 33 号 単純温泉 052-211-6633   

名古屋市 
スパ＆リビング 天然温泉アー

バンクア 
名古屋市中区富士見町 16 番 17 号 単純温泉 052-324-0261   

名古屋市 
アパヴィラホテル               

＜名古屋丸の内駅前＞ 
名古屋市中区丸の内二丁目 17 番 28 号 単純温泉 052-231-9111   

名古屋市 
ドーミーイン ＰＲＥＭＩＵＭ    

名古屋栄 
名古屋市中区錦二丁目 20 番 1 号 ナトリウム-炭酸水素塩温泉 052-231-5489  

名古屋市 
天然温泉ホテルリブマックス 

ＰＲＥＭＩＵＭ名古屋丸の内 
名古屋市中区丸の内三丁目 16 番 22 号 2 階 ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉 052-950-2800  

名古屋市 
スーパー銭湯 

宮の湯 
名古屋市熱田区桜田町 20 番 7 号 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 他 052-882-8888 

月ごとに源泉が

替わる 



 
 

名古屋市 共愛病院 名古屋市中川区下之一色町権野 148 番地の 1 低張性中性冷鉱泉 052-301-8111 病院専用 

名古屋市 コロナの湯中川店 名古屋市中川区江松三丁目 110 番地 単純温泉 052-303-9711   

名古屋市 天然温泉旅館コロナの宿 名古屋市中川区江松三丁目 110 番地 単純温泉 052-303-9711   

名古屋市 天恵の湯 名古屋市中川区服部二丁目 1201 番地 単純温泉 052-431-1551 休止中 

名古屋市 キャナルリゾート 名古屋市中川区玉川町 4 丁目 1 番地 ナトリウム-塩化物温泉 052-661-9876  

名古屋市 
プレミアムデイサロン ローズラ

ウンジ癒しの空間 こうらくの湯 
名古屋市中川区広田町 2 丁目 10 番地の 1 アルカリ性単純温泉 052-364-1001 

デイサービス 

利用者専用 

名古屋市 天然温泉 白鳥の湯 名古屋市港区木場町 6－36 ナトリウム－塩化物温泉 052-694-1126   

名古屋市 
スペリアシティ名南アネックスⅤ

共同浴場 
名古屋市港区木場町 6－33 ナトリウム－塩化物温泉 － 

住宅の住人専

用 

名古屋市 医療法人純正会東洋病院 名古屋市港区正保町 3 丁目 38 番地 単純温泉 052-383-1155 病院専用 

名古屋市 デイサービス なごみの里 名古屋市港区東蟹田１００１番地  052-302-5777 
デイサービス 

利用者専用 

名古屋市 
天空 ＳＰＡ ＨＩＬＬＳ 竜泉寺の

湯 名古屋守山本店 
名古屋市守山区竜泉寺一丁目 1501 番地 アルカリ性単純温泉 052-793-2601   

名古屋市 みどり楽の湯 名古屋市緑区鳴海町字笹塚 22 番地 単純温泉 052-878-1010   

名古屋市 ＲＡＫＵ ＳＰＡ GARDEN 名古屋 名古屋市名東区平和が丘一丁目 65 番の 2 アルカリ性単純温泉 052-769-1126  



 
 

尾張地域：２８施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

一宮市 グランドヴィラ 一宮市丹陽町九日市場字宮浦 1350 ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉 0586-76-3131   

一宮市 たんぽぽ温泉デイサービス一宮 一宮市西出町 51 ナトリウム・カルシウム－塩化物冷鉱泉  0586-44-6111   

春日井市 春日井温泉 春日井市乙輪町二丁目 66 番地 ナトリウム－炭酸水素塩泉 0568-82-5722   

春日井市 ディサービスさくらんぼ 春日井市大泉寺町字大池下 443 番地 158 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 0568-81-0606   

春日井市 
サンサンリゾートグレイスフル 

春日井 
春日井市牛山町字沖仲 3082-1 アルカリ性単純温泉 0568-31-3611  

犬山市 
ホテルインディゴ犬山有楽苑  

１階 大浴場内風呂 
犬山市大字犬山字北古券 103-1 低張性アルカリ性冷鉱泉 0568-61-2211  

犬山市 
ホテルインディゴ犬山有楽苑 

１階 露天風呂 
犬山市大字犬山字北古券 103-1 低張性アルカリ性冷鉱泉 0568-61-2211  

犬山市 臨江館 犬山市大字犬山字西大門先 8 番地の 1 低張性アルカリ性冷鉱泉 0568-61-0977  

犬山市 犬山館 犬山市大字犬山字大門先 50-1 低張性アルカリ性冷鉱泉 0568-61-2309   

犬山市 灯屋 迎帆楼 犬山市大字犬山字北古券 41-6 低張性アルカリ性冷鉱泉 0568-61-2204  

      



 
 

江南市 ジョイフル江南 

江南市河野町五十間 59 

単純温泉 

0587-57-3301 

  

江南市 
ジョイフル江南 

デイサービスセンター 
単純温泉 休止中 

江南市 サンライフむつみ 江南市河野町川西 72 単純温泉   

江南市 第 2 サンライフ江南 江南市河野町五十間 73 単純温泉 休止中 

江南市 フラワーコート江南 江南市河野町五十間 4 単純温泉   

江南市 グループホームジョイフル江南 江南市河野町五十間 24 単純温泉   

江南市 第２ジョイフル江南 江南市河野町五十間 51 単純温泉   

江南市 
江南大型デイサービスサンタ－ 

サンサンリゾート太古の湯 
江南市河野町五十間 21－1 単純温泉 0587-57-3301  

江南市 松竹温泉 天風の湯 江南市前飛保町栄 378－15 ナトリウム－塩化物温泉 0587-53-4126   

小牧市 こまき楽の湯 小牧市郷中二丁目 182 番の 2 単純弱放射能温泉 0568-41-1010   

稲沢市 稲沢市祖父江ふれあいの郷 稲沢市祖父江町祖父江柿ノ木 104 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物温泉 0587-98-2135   

尾張旭市 ことぶきの湯 尾張旭市三郷町栄 83 番地 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉 0561-52-1026   

尾張旭市 デイサービス夢屋 24 尾張旭市晴丘町東 96 番地 3 アルカリ性単純温泉 0561-54-1866  



 
 

日進市 東海健康センター 日進市赤池町モチロ 61 番地 アルカリ性単純温泉 052-804-1126 休止中 

清須市 天然温泉 湯吉郎 清須市下河原下之切 1110-1 単純温泉 052-401-4126   

長久手市 長久手市福祉の家 長久手市前熊下田 171 番地 ナトリウム－塩化物泉 0561-64-6500   

長久手市 長久手温泉（ござらっせ） 長久手市前熊下田 170 番地 ナトリウム－塩化物泉 0561-64-3511   

長久手市 長久手温泉（温泉スタンド） 長久手市前熊下田 170 番地 ナトリウム－塩化物泉 0561-64-6500 温泉スタンド 

 

海部地域：２０施設    

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

津島市 くつろぎ天然温泉 湯楽 津島市西愛宕町二丁目２０８ 単純温泉 0567-23-4126   

津島市 津島市神島田祖父母の家 津島市鹿伏兎町字上郷 198 単純温泉 052-451-3838   

津島市 安藤病院 津島市唐臼町半池７２番地１ ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0567-31-4070   

津島市 デイサービスまごのて 津島市鹿伏兎町字東清水 146 番地 単純温泉 0567-32-5258   

津島市 特別養護老人ホーム恵寿荘 津島市唐臼町半池７２番地６ ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0567-32-2631   

愛西市 
愛西市佐屋老人福祉センター

「湯の花の里」 
愛西市大井町浦田面 297 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0567-32-2355   



 
 

愛西市 
愛西市佐屋老人福祉センター分

館「湯の花の里」別館 
愛西市大井町浦田面 297 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0567-32-2355   

弥富市 ホテル ＮＵＱＵ 弥富市稲元六丁目 25 単純温泉 0567-68-4050   

弥富市 
医療法人本庄会 

 通所リハビリテーションさくら 
弥富市前ヶ須町午新田 669-3 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0567-66-1115   

蟹江町 尾張温泉東海センター 蟹江町大字蟹江新田字佐屋川西 97 単純温泉 0567-95-3165   

蟹江町 湯元館 蟹江町学戸六丁目 300 番地 単純温泉 0567-95-3454   

蟹江町 湯元館別館 蟹江町源氏三丁目 5 番地 単純温泉 0567-95-3454   

蟹江町 スパホテル e-u 蟹江町大字西之森字海山 326-7 単純温泉 0567-97-3263   

蟹江町 蟹江町多世代交流施設 蟹江町大字西之森字海山 326 番地 3 単純温泉 0567-95-0026   

蟹江町 ウォーターゲート蟹江 蟹江町源氏 2-3 単純温泉 0567-96-3373   

蟹江町 足湯かにえの郷 蟹江町大字西之森字長瀬下 65 番地 46 単純温泉 0567-95-1111  

蟹江町 
天然温泉 

デイサービスはるす蟹江 
蟹江町大字西之森字長瀬下 65 番地 22 単純温泉 0567-95-5081  

蟹江町 尾張温泉かにえ病院 蟹江町大字西之森字長瀬下 65 番地 14 単純温泉 0567-96-2000   

飛島村 飛島村敬老センター 飛島村竹之郷五丁目 43 番地 単純温泉 0567-52-3185   



 
 

飛島村 飛島村ふれあいの郷足湯 飛島村竹之郷五丁目 44 番地 単純温泉 0567-52-3185  

知多地域：３１施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

半田市 ごんぎつねの湯 半田市平和町 5-73 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-27-8878   

半田市 コロナの湯半田店 半田市旭町 3-11-1 
単純温泉 

（低張性・弱アルカリ性・低温泉） 
0569-21-8677   

半田市 みどり館 半田市瑞穂町 6-7-12 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-23-6699   

常滑市 坂井温泉湯本館 常滑市坂井西側 1 
含鉄（Ⅱ）－ナトリウム・マグネシウム－

塩化物泉 
0569-37-0006   

東海市 

ルートイングランティア東海

Spa＆Relaxation 

華の湯 

東海市荒尾町丸根１－２１ ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩温泉 052-689-7051  

大府市 

JA あぐりタウンげんきの郷 

天然温泉「めぐみの湯」・足湯

施設「ちゃぷ～ん」 

大府市吉田町正右ェ門新田 1-1 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0120-45-4085   

東浦町 あいち健康プラザ 東浦町大字森岡字源吾山 1-1 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0562-82-0211   

南知多町 THE BEACH KUROTAKE 南知多町大字内海字口揚 4-6 ナトリウム－塩化物泉 0569-62-2111   

南知多町 大新 南知多町大字内海字一色 68 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-2211   



 
 

南知多町 大東旅館 南知多町大字内海字一色 70 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-3111   

南知多町 白砂の湯 南知多町大字内海字浦向 54-15 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-2600 休止中 

南知多町 若松知多 南知多町大字内海字浜岡部 19-1 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-0033 休止中 

南知多町 魚半日吉苑 南知多町大字内海字揚西 40-55 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-2088   

南知多町 民宿はやし 南知多町大字内海字浜岡部 15 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-0290   

南知多町 佐宗 南知多町大字内海字小桝 149-1 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-0254   

南知多町 ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ松涛 南知多町大字内海字新田 64-1 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-0777   

南知多町 源氏香 南知多町大字山海字屋敷 103 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-3737   

南知多町 山海館 南知多町大字山海字橋詰 29-5 ナトリウム－塩化物強塩冷鉱泉 0569-62-0218   

南知多町 花乃丸 南知多町大字豊浜字廻間 17-18 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-64-1010   

南知多町 ｵﾃﾙ･ﾄﾞ･ﾏﾛﾆｴ内海 南知多町大字内海字小桝 40-7 ナトリウム－塩化物強塩冷鉱泉 0569-62-3255   

南知多町 
日産自動車健康保険組合 

内海保養荘サンウツミ５０ 
南知多町大字内海字西端後 5 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-3636   

南知多町 まるはうめ乃湯 南知多町大字豊浜字峠 8-1 含よう素－ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-65-1126   



 
 

南知多町 粛海風 南知多町大字山海字高峰 3-1 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-2222   

南知多町 海のしょうげつ 南知多町大字内海字前山 80 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-3960   

南知多町 篠島ヒルトップヴィラ高峰荘 南知多町大字篠島字赤石 78-33 ナトリウム－塩化物泉 0569-67-2119   

南知多町 内海温泉 いち豆 南知多町大字内海字新田 48-1 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-62-1126  

南知多町 まるは別邸 はずのほし 南知多町大字片名字新師崎 48 含よう素－ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-63-0880  

美浜町 ホテル 小野浦 美浜町大字小野浦字風宮崎 2-1 ナトリウム－塩化物泉 0569-87-0368   

美浜町 亀の井ホテル 知多美浜 美浜町大字奥田字砂原 39 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉 0569-87-1511  

美浜町 老人保健施設サンバーデン 美浜町大字野間字新前田 179－4 ナトリウム－塩化物強塩泉 0569-87-3000   

美浜町 いろはや旅館 美浜町大字野間字中新田 135 ナトリウム－塩化物泉 0569-87-0003   

西三河地域：１４施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

岡崎市 一畑山薬師寺御霊泉 岡崎市藤川町字王子ヶ入１２－４４ 低張性アルカリ性冷鉱泉 0564-48-7111   

岡崎市 スーパーホテル岡崎 岡崎市祐金町１１３－１ ナトリウム－炭酸水素塩温泉 0564-28-9000   



 
 

刈谷市 
刈谷ハイウェイオアシス天然温

泉かきつばた 
刈谷市東境町吉野 55 番地 ナトリウム－塩化物強塩泉 0566-35-5678  

安城市 コロナの湯安城店 安城市浜富町 6-8 ナトリウム・カルシウム－塩化物泉 0566-74-8611   

安城市 
ホテルドーミーインＥＸＰＲＥＳＳ

三河安城 
安城市三河安城本町一丁目１－３ ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉 0566-71-5489   

西尾市 やまと屋旅館 西尾市吉良町宮崎西部田 15 番地 
マグネシウム・カルシウム・ナトリウム－

塩化物冷鉱泉 
0563-32-0238   

西尾市 吉良観光ホテル 西尾市吉良町宮崎田ノ上 15 番地 
マグネシウム・カルシウム・ナトリウム－

塩化物冷鉱泉 
0563-32-1181   

西尾市 民宿オサキ 西尾市吉良町宮崎上ノ山 102 番地 
マグネシウム・カルシウム・ナトリウム－

塩化物冷鉱泉 
0563-32-2819   

西尾市 三河湾ヒルズ・ホテル 西尾市東幡豆町入会山 1 番地 287 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 0563-62-4111  

高浜市 
養護老人ホーム 

高浜安立デイサービスセンター 
高浜市豊田町三丁目１番地１５ 単純温泉 0566-53-1263   

幸田町 三河ハイツ 天の丸 額田郡幸田町大字荻字遠峰 10 番地 アルカリ性単純温泉 0564-62-1751  

安城市 スーパーホテル安城駅前 安城市明治本町２－２ ナトリウム－炭酸水素塩温泉 0566-76-9000  

西尾市 三河湾リゾート・リンクス 西尾市吉良町宮崎中道下１５ 
マグネシウム・カルシウム・ナトリウム-

塩化物冷鉱泉 
0563-32-3711  

西尾市 アクセスイン西尾 西尾市花ノ木町４丁目６４ 
マグネシウム・カルシウム・ナトリウム-

塩化物冷鉱泉 
0563-55-0240 

温泉水の休止

中 



 
 

豊田加茂地域：２３施設    

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

豊田市 日帰り温泉施設岩風呂 豊田市加納町馬道通 20 番地の 1 単純弱放射能冷鉱泉 0565-45-6111   

豊田市 ホテル金泉閣 豊田市加納町馬道通 23 番地 2-3 単純弱放射能冷鉱泉 0565-45-6111   

豊田市 豊田ほっとかん 豊田市本新町 7 丁目 48 番地 6 ナトリウム・カルシウム－塩化物泉 0565-36-3000   

豊田市 木瀬老人クラブ憩の家 豊田市木瀬町枇杷平 1133 番の 18 低張性中性冷鉱泉 0565-76-1781   

豊田市 
豊田市高齢者温泉休養施設          

寿楽荘 
豊田市平畑町東田 722 番地 単純弱放射能冷鉱泉 0565-65-3611   

豊田市 白鷺館 豊田市篭林町塩平 21 番地 低張性弱アルカリ性冷鉱泉 0565-62-0151   

豊田市 清山荘 豊田市笹戸町惣作 1 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-2653   

豊田市 勇屋別館 豊田市笹戸町惣作 8 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-2654   

豊田市 旅館はしもと 豊田市小渡町南貝津 20 番地 単純弱放射能泉 0565-68-2136   

豊田市 梅屋旅館 豊田市小渡町南貝津 25・25 の 1 合番地 単純弱放射能泉 0565-68-2525   

豊田市 
豊田市介護予防拠点施設        

老人憩の家あさひ荘 
豊田市加塩町日面 18 番地 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-3479   



 
 

豊田市 加塩温泉スタンド 豊田市加塩町日面 18 番地 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-3479 温泉スタンド 

豊田市 旅館すゞめ 豊田市榊野町広見 17 番地 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-2723   

豊田市 
豊田市老人福祉センター         

ぬくもりの里 
豊田市池島町屋ケ平 22 番地 低張性アルカリ性冷鉱泉 0565-68-3890   

豊田市 青柳亭 豊田市稲武町小井沢 45 低張性弱アルカリ性冷鉱泉 0565-82-2240   

豊田市 ホテル岡田屋 豊田市武節町田ノ洞 213-2 低張性弱アルカリ性冷鉱泉 0565-82-2544   

豊田市 豊田市稲武福祉センター 豊田市桑原町中村 5 番地 単純温泉 0565-82-3600   

豊田市 
豊田市どんぐりの里いなぶ 

健康増進施設どんぐりの湯 
豊田市武節町針原 22 番地 1 単純温泉 0565-82-3135   

豊田市 
豊田市どんぐりの里いなぶ 

温泉スタンド 
豊田市武節町針原 23 番地 1 単純温泉 0565-82-3135 温泉スタンド 

豊田市 石畳温泉足湯施設 豊田市石畳町池ノ平３１８番地１ アルカリ性単純弱放射能温泉 0565-76-2102 足湯施設 

豊田市 石畳温泉スタンド 豊田市石畳町池ノ平３１８番地１ アルカリ性単純弱放射能温泉 0565-76-2102 温泉スタンド 

豊田市 
日帰り天然温泉 竜泉寺の湯 

豊田浄水店 
豊田市浄水町伊保原３７６ 単純鉄温泉 0565-43-3050   

豊田市 藤岡温泉 龍神の湯 豊田市上渡合町問詰３７８番地２ 単純弱放射能冷鉱泉 0565-７6-1263   

 



 
 

新城設楽地域：２６施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

新城市 
特別養護老人ホーム 

麗楽荘 
新城市矢部字上ノ川 1 番地 4 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-22-4111 

入浴は施設利用

者のみ 

新城市 
湯谷観光ホテル 

泉山閣 
新城市豊岡字滝上 26 番地 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1535   

新城市 旅館 翆明 新城市能登瀬字上谷平 6 番地 2 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1551   

新城市 旅館 ひさご 新城市豊岡字大谷下 46 番地 2 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1252   

新城市 松風苑 新城市豊岡字滝上 64 番地 3 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       － 休止中 

新城市 旅荘 みつい 新城市豊岡字大谷下 35 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1545   

新城市 はづ別館 新城市豊岡字滝上 11 番地 4 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1211   

新城市 はづ木 新城市豊岡字大谷下 45 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1211   

新城市 湯の風 ＨＡＺＵ 新城市能登瀬字上谷平 4 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-1211   

新城市 Hoo!Hoo! 新城市豊岡字滝上 31 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉 －  

新城市 特別養護老人ホーム翠華の里 新城市豊岡字地蔵元 3 番 2 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-2510 
入浴は施設利用

者のみ 



 
 

新城市 鳳来ゆ～ゆ～ありいな 新城市能登瀬字壱輪 23 番地 1 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       0536-32-2212 温泉プール有 

新城市 湯谷温泉スタンド 新城市豊岡字地蔵元 3 番地 4 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       － 温泉スタンド 

新城市 湯谷温泉スタンド足湯 新城市豊岡字地蔵元 3 番地 4 ナトリウム・カルシウム塩化物泉       －   

新城市 道の駅もっくる新城足湯 新城市八束穂五反田 329-7 ナトリウム・カルシウム塩化物泉 0536-24-3005  

新城市 
湯谷温泉配湯所 

宮田 清江 

新城市能登瀬字上谷平 12 番 1、12 番 2、13

番 2 
ナトリウム・カルシウム塩化物泉 080-6925-7628 

ポリ容器による供

給 

新城市 名号温泉 うめの湯 新城市名号字袋林 28 番地 2 低張性弱アルカリ性冷温泉 0536-33-5126 休止中 

設楽町 秀山荘 設楽町清崎字宮の所 10 番地 
ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物冷鉱

泉 
0536-62-0140   

設楽町 塩津温泉 芳泉荘 設楽町清崎字早稲田 12 番地 2 
ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物冷鉱

泉 
0536-62-0317   

設楽町 
老人福祉施設 やすらぎの里 

デイサービスセンターしたら 
設楽町荒尾字宝ノ久保 9 番地 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉 0536-62-0784 

入浴は施設利用

者のみ 

東栄町 とうえい温泉 東栄町大字下田字花田 21 番地 ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉 0536-77-0268   

豊根村 
湯～らんど 

パルとよね 
豊根村上黒川字長野田 20 番地 

ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物温泉

ナトリウム－炭酸水素塩温泉 
0536-85-1180   

豊根村 兎鹿嶋温泉 温泉スタンド 
北設楽郡豊根村上黒川 

字老平 11 番地 4 

ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物温泉 

ナトリウム－炭酸水素塩温泉 
－ 温泉スタンド 



 
 

豊根村 
高齢者生活福祉センター 

ポンタの里 
豊根村上黒川字長野田 29 番地 

ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物温泉

ナトリウム－炭酸水素塩温泉 
0536-85-1750 

入浴は施設利用

者のみ 

豊根村 豊根ケアセンター 豊根村上黒川字長野１１番地の５ 
ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物温泉

ナトリウム－炭酸水素塩温泉 
0536-85-1811 

入浴は施設利用

者のみ 

豊根村 湯野島温泉 豊根村富山字兎鹿ノ平 12 番地 3 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩温泉 0536-89-2170    

東三河地域：２６施設     

所在地 施設の名称 住所 主な泉質 電話番号 備考 

蒲郡市 ひがきホテル 蒲郡市三谷町南山 1-59 カルシウム・ナトリウム－塩化物泉 0533-69-4111   

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 蒲郡市三谷町南山 1-76 アルカリ性単純温泉 0533-68-4696   

蒲郡市 ホテル銀波荘  蒲郡市西浦町大山 25 アルカリ性単純温泉 0533-57-3101   

蒲郡市 松風園  蒲郡市三谷町鳶欠 14 番地 4 カルシウム・ナトリウム－塩化物泉 0533-68-6611   

蒲郡市 ホテル明山荘  蒲郡市三谷町鳶欠 14 番地の 1 アルカリ性単純温泉 他 0533-68-4641   

蒲郡市 山田館  蒲郡市金平町開戸 6 アルカリ性単純温泉 0533-57-6131   

蒲郡市 平野屋  蒲郡市三谷町南山 1 番地の 21 アルカリ性単純温泉 0533-68-5161   

蒲郡市 ホテル末広  蒲郡市西浦町大山 17 アルカリ性単純温泉 0533-57-9111   



 
 

蒲郡市 蒲郡ホテル 蒲郡市三谷北通 2 丁目 82 番地 単純弱放射能冷鉱泉 0533-68-1300   

蒲郡市 ホテル竹島  蒲郡市竹島町 1 番 6 号 アルカリ性単純温泉 他 0533-69-1256   

蒲郡市 鈴岡  蒲郡市金平町遊名田 3 番地の 14 アルカリ性単純温泉 0533-57-8111   

蒲郡市 ホテルたつき 蒲郡市西浦町大山 17 番地の 1 アルカリ性単純温泉 0533-57-5111   

蒲郡市 姫宿 花かざし 蒲郡市西浦町大山 17 番地 14 アルカリ性単純温泉 0533-57-5721   

蒲郡市 和のリゾートはづ  蒲郡市西浦町大山 17-1 アルカリ性単純温泉 0533-58-1811   

蒲郡市 ホテル東海園  蒲郡市西浦町大山 17 番地の 1 アルカリ性単純温泉 0533-57-2161   

蒲郡市 西浦グランドホテル 吉慶 蒲郡市西浦町塩柄 3 番地 アルカリ性単純温泉 0533-57-6111   

蒲郡市 ホテル三河 蒲郡市三谷町南山１番 69 アルカリ性単純温泉 0533-69-5335   

蒲郡市 
ＬＩＧＡＲＥ ＨＡＲＵＭＩ 

（リガーレ晴海） 
蒲郡市西浦町塩柄 7-2 アルカリ性単純温泉 0533-56-8686 利用制限有 

蒲郡市 
ラグーナベイコート倶楽部 ホテ

ル＆スパリゾート 
蒲郡市海陽町２丁目９番地１ カルシウム・ナトリウム－塩化物泉 0533-33-9111  

豊川市 
豊川市ふれあい交流館  

本宮の湯  
豊川市上長山町本宮下 1 番地 1685 ナトリウム－塩化物泉 他 0533-92-1880   

豊川市 豊川市健康福祉センター  豊川市上長山町本宮下 1 番地 1685 ナトリウム－塩化物泉 他 0533-92-1377 利用制限有 



 
 

 

豊川市 
豊川市障害者入浴施設 

(てどり館) 
豊川市上長山町本宮下 1 番地 1685 ナトリウム－塩化物泉 他 0533-93-1377 

利用制限有 

（温泉水の使

用休止中） 

田原市 伊良湖ビューホテル 田原市日出町骨山 1460-36 ナトリウム－炭酸水素塩温泉 他 0531-35-6111  

田原市 伊良湖シーパーク＆スパ 田原市伊良湖町宮下 2822-2 
ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物温泉 

他 
0531-35-1500  

田原市 田原市温泉自動販売機 田原市伊良湖町宮下３０００番６９ ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉 0531-22-3817  

田原市 玉川 田原市福江町中紺屋瀬古２２－１１ ナトリウム・カルシウム－塩化物温泉 0531-33-0751  


