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 ※当掲載内容は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承願います。

シ：ｼｬﾝﾌﾟｰとﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ　　ド：ﾄﾞﾗｲﾔｰ　　ロ：鍵付きﾛｯｶｰ（貴：貴重品用）　休：休憩所（ﾛﾋﾞｰ含む）　　有：有料

お風呂 備付 備考

No. 温泉施設名 住所 電話番号 日帰り 貸切 【泉質】 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 定休日 (営業時間補足やお得情報)

1 湯元館 河東郡上士幌町字
ぬかびら源泉郷北区
52-1

01564-
4-2121

中学生以上
800円
以下200円

無 空翠の湯(内湯、露天、
檜)
神韻の湯((内湯、露天、
檜)
【ナトリウム-塩化物・炭
酸水素塩泉（中性低張
性高温泉）】

ﾛ・休(ｼ・
ﾄﾞ未確
認)

13：00～20：00 (最終受付19：30) 火・水曜日、
その他不定
休あり

毎日、男女の浴室を入替え
奇数日：空翠の湯　女性
　　　　　神韻の湯　男性
偶数日：空翠の湯　男性
　　　　　神韻の湯　女性
宿泊者に外湯巡り(※1)。

2 糠平温泉ホテル 河東郡上士幌町字
ぬかびら源泉郷南区
35-1

01564-
4-2001

大人500円
子供300円

無 男女別内湯
【ナトリウム-塩化物・炭
酸水素塩泉】

ｼ・ﾄﾞ 9：00～21：00 未確認 個室、広間の貸切休憩と入浴
のセットあり（ホームページ確
認のこと）
愛犬と泊まれる宿。
宿泊者に外湯巡り(※1)。
設備古く昭和レトロな宿。

3 糠平館観光ホテル 河東郡上士幌町ぬかび
ら源泉郷北区48-1

01564-
4-2210

中学生以上
1000円
小学生500
円
幼児300円

無 仙郷の湯（混浴/水着
可）、岩の湯・木の湯
(男女別内湯・露天)、サ
ウナ、水風呂
【ナトリウム-塩化物・炭
酸水素塩泉】

ｼ・ﾄﾞ・ﾛ・
休

日帰り11:30～21:00(最終入場20:00) 未確認 岩の湯・木の湯は毎日24:00に
男女が入れ替わり。
季節により高温のため加水あ
り。
季節によりタウシュンベツ川橋
梁送迎宿泊プランあり。

4 中村屋 河東郡上士幌町字ぬか
びら源泉郷南区

01564-
4-2311

大人600円
小学生300
円
幼児200円

有るが
連泊者
のみ

内湯【ナトリウム-塩化
物・炭酸水素塩泉】
露天風呂【単純温泉(中
性低張性高温泉)】

ｼ・ﾄﾞ・休 7：30～10:00、午後14:00～20：00閉館（最終受付19:30） 未確認 宿泊者に外湯巡り(※1)。

5 山の旅籠　山湖荘 河東郡上士幌町字
ぬかびら源泉郷北区14

01564-2336 大人500円
小学生200
円
小学生以下
100円

有るが
連泊者
のみ

内湯(洞窟風呂)【ナトリ
ウム-塩化物・炭酸水素
塩泉】

ｼ・ﾄﾞ・休 15：00～20：00　　 宿泊者に外湯巡り(※1)。

6 東大雪ぬかびらユース
ホステル

河東郡上士幌町ぬかび
ら源泉郷

01564-
4-2004

大人400円
小学生200
円
幼児無料

無 内湯【ナトリウム-塩化
物・炭酸水素塩泉】

ｼ・ﾄﾞ・ﾛ 15：00～21：00　　 宿泊者に外湯巡り(※1)。

7 ペンション　森のふくろう
（レストラン）

河東郡上士幌町字ぬか
びら源泉郷 南区27

01564-
4-2013

- - - - 11：30～13：30ランチのみ　　　　 水曜日 温泉施設ではありません。飲
食などで押印します。
宿泊者に外湯巡り(※1)。お風
呂は温泉ではありません。

8 三国峠カフェ 河東郡上士幌町三股番
外地(三国峠頂上)

01564-
4-2224

- - - - 8：30～ 17：30 11月上旬～4
月中旬までに
冬期休業

温泉施設ではありません。飲
食などで押印します。

9 ひがし大雪自然館 河東郡上士幌町ぬかび
ら源泉郷48−2

01564-
4-2323

入場無料 - - - 9:00～ 17：00 水曜日 温泉施設ではありません。来
館で押印します。

10 ナイタイ高原牧場（ナイ
タイテラス）

上士幌町字上音更
128-5

090-3398
-5049

入場無料 - - - 9:00～ 17：00(6～9月18：00) 11月上旬～4
月中旬までに
冬期休業

温泉施設ではありません。来
館で押印します。

営業時間入浴料(税込)

http://www.nukabira-yumotokan.jp/
http://nuka-onsenhotel.sakura.ne.jp/
http://www.nukabirakan.com/
http://nukabira-nakamuraya.com/
http://sankosou.server-shared.com/
https://nukabira-yh.com/
https://nukabira-yh.com/
http://morinofukurou.com/guide/restaurant-coniferous/
http://morinofukurou.com/guide/restaurant-coniferous/
https://kamishihoro.info/sg_detail.php?id=5
http://www.ht-shizenkan.com/
https://www.kamishihoro.jp/place/00000009
https://www.kamishihoro.jp/place/00000009
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 ※当掲載内容は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承願います。

シ：ｼｬﾝﾌﾟｰとﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ　　ド：ﾄﾞﾗｲﾔｰ　　ロ：鍵付きﾛｯｶｰ（貴：貴重品用）　休：休憩所（ﾛﾋﾞｰ含む）　　有：有料

お風呂 備付 備考

No. 温泉施設名 住所 電話番号 日帰り 貸切 【泉質】 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 定休日 (営業時間補足やお得情報)

営業時間入浴料(税込)

11 道の駅かみしほろ 河東郡士幌町字士幌西
2線134番地1（国道241
号沿い、国道274号沿
い）

01564-
5-3630

- - - - 9:00～18:00（4月～10月）、9:00～17:00（11月～3月） 年末年始 温泉施設ではありません。来
館で押印します。

12 ビストロふうか 河東郡上士幌町糠平北
区50-2

01564-
4-2525

- - - - 11：00～ 16：00 月曜日（祝日
の場合は翌
日休）

温泉施設ではありません。飲
食などで押印します。

13 ひがし大雪自然ガイドセ
ンター

河東郡上士幌町ぬかび
ら源泉郷北区44-3　(糠
平温泉文化ホール内)
カーナビでは電話番号
又は糠平温泉文化ホー
ルで検索しても出てきま
せん。
Google検索の電話番号
0156442261で位置がわ
かります。
マップコード：679 398
549 22*

01564-
4-2261

- - - - 9：00～ 22:00 温泉施設ではありません。来
館で押印します。
国道２７３号線は上士幌町か
ら上川町まで約１１０ｋｍの
間、ガソリンスタンドがありま
せん。
文化ホールには自動販売機
がありません。
ガイドセンターの営業時間が
不明のため、糠平温泉文化
ホールの営業時間で仮表記し
ています。

※1 宿泊者のみが利用できる外湯巡り。

受付時間

　　　湯元館・・・13：00～20：00　※火・水曜定休日

　　　糠平温泉ホテル・・・7：30～9：00、15：00～20：00　※不定休

　　　糠平館観光ホテル・・・11：30～17：00

　　　ペンション森のふくろう・・・16：00～20：00　※温泉ではありません　不定休

　　　東大雪ぬかびらユースホステル・・・15：00～21：00　不定休

　　　中村屋・・・7：30～10：00、14：00～20：00

　　　山の旅籠　山湖荘・・・7：00～9：00、15：00～20：00

http://www.hokkaido-michinoeki.jp/michinoeki/1001/
https://www.kamishihoro.info/sg_detail.php?id=61
http://www.guidecentre.jp/
http://www.guidecentre.jp/
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