
【ご案内】 各旅館・施設、バスタオル・フェイスタオルは各自ご持参ください

佳松苑

10月リニューアルOPENの大浴場にはサウナを新設。

露天風呂は湯けむりたちこめる潤いの楽園。身も心もリラックス出来ます。

『美人の湯』で身も心もすっきり洗い流して旅の疲れを癒して下さい。

住所 京都府京丹後市網野町木津247
TEL 0772-74-9009
ホームページ https://kasyouen.com/
利用時間 15:00～22:00 【最終入場時間】 21:00
定休日 10月1日～10月11日、12月20日～12月21日
休館期間 10月1日～10月11日、12月20日～12月21日

１

一望館

重厚感のある岩風呂に上質な天然温泉。旅の疲れをお癒しください。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰266
TEL 0772-74-0190
ホームページ https://www.ichiboukan.co.jp/
利用時間 15:00～22:00 【最終入場時間】 21:00
定休日 現在、休館の予定はございません。
休館期間 なし（9/8現在）

２

海舟

頬を撫でる風に潮の香りを感じながら悠々とつかる当館自慢の露天風呂は、体を芯からリラックスさせてくれます。
心鎮める庭園を愛でながら、お好きな時にいつでもゆったりとご利用ください。

※工事の為、休館日があります。
※宿泊者様で混雑している場合は、入浴をお断りする場合がございます。ご了承ください。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰46-4
TEL 0772-74-0825
ホームページ https://www.kaisyu.co.jp/
利用時間 18:30～21:00 【最終入場時間】 20:30
定休日 営業日が限られます
休館期間 営業をしながら工事を進め、工事によっては休館するときあり

３

静 花扇

開放感をからだいっぱいに感じながら青い海をながめて、 空と海を真っ赤に染めて日本海に沈む夕日をながめながらの温泉
もまた格別。海が闇につつまれる夜は、さざなみの音や仄かな潮の香りをつぶさに感じ、満天の星空と漁火が旅の風流を際
立たせることでしょう。明るく清々しい大浴場は、まるで全体がサンルームのよう。半露天のような開放感と御影石の優しい
肌ざわりに、身も心もほぐれてゆきます。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰767
TEL 0772-74-0606
ホームページ https://www.hanaogi.jp/
利用時間 20:00～22:30 【最終入場時間】 22:00
定休日 あり
休館期間 本館：10/4・5・11・12・18・19・25・26、11/1・2

別館：10月～11月4日

４
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地魚料理の宿

新海荘

新海荘では「岩風呂」と「桧風呂」の２種をお楽しみいただけます。

リニューアルされた庭園を眺めながらごゆっくりお寛ぎ下さい。

※露天風呂はございません。 ※バスタオル等はご持参下さい。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰44
TEL 0772-74-0632
ホームページ https://www.shinkaiso.com
利用時間 11・12月 月～木の平日のみ営業 16:00～21:00

【最終入場時間】 20:00
定休日 10月、11・12月の金土日祝
休館期間 予定なし

６

いまい

【要事前連絡】

夕日ヶ浦温泉につかって、のんびりゆったりおくつろぎ下さいませ。ご家族、ご友人とぜひどうぞ。悠久のひとときがここにあります。

※【要事前連絡】 ご連絡後にパスポートをご利用ください

住所 京都府京丹後市網野町浜詰678-32
TEL 0772-74-0537
ホームページ https://www.ryokan-imai.com/
利用時間 20:00～22:00 【最終入場時間】 21:30
定休日 不定休
休館期間 不定休

７

別館
浜乃屋

「美人の湯」として知られる夕日ヶ浦天然温泉は、肌にやさしいアルカリ性単純泉で
お肌がツルツルになると好評です。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰765
TEL 0772-74-1118
ホームページ https://www.ryokan-hamanoya.jp/
利用時間 15:00～17:00 【最終入場時間】 16:30
定休日 土日祝 ※急遽、休館となる場合がございます。

８

外湯
花ゆうみ

当館は天然温泉です。ゆったりお湯を楽しんで頂くため、開放的な設計を取り入れております。露天風呂では山から落ちる
滝のマイナスイオンを浴びながら・・・内湯は、ジャグジーもあり、冬の寒い時期や夏の日差しが強い日はのんびりできると評判
です。サウナは温度が安定して高く、水風呂も室内にあり冷たい井戸水があなたを癒します。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰256-1
TEL 0772-74-1306
ホームページ https://www.hanayuumi.com/
利用時間 12:00～21:45 【最終入場時間】 受付は21:15
定休日 木曜日

９

旅館
夕日ヶ浦

「最も夕日が美しく眺められる場所」 当館の露天風呂からは、日本海の夕日が一番美しくご覧いただけます。打ち寄せる
さざ波の音を聞き、夕日を眺めながら、満ち足りた時間を存分に味わってください。泉質は滑らかな無色透明のアルカリ性
単純泉で、しっとりと肌にやさしく「美人の湯」とうたわれる名湯です。手足を広げてゆったり浸かる湯心地と澄んだ潮風で、
身も心もほぐれます。

※工事中のため足場などが組んであります。ご了承ください。

住所 京都府京丹後市網野町浜詰351
TEL 0772-74-1258
ホームページ https://www.yuuhigaura.com/
利用時間 11・12月 土日のみ営業 15:00～19:00

【最終入場時間】 18:00
定休日 10月、11月の平日・祝日
休館期間 10月～11月中旬

５

【ご案内】 各旅館・施設、バスタオル・フェイスタオルは各自ご持参ください
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間人温泉
炭平

【要事前予約】

炭平は、明治元年より自然に囲まれた静かな漁村、間人（たいざ）ガニで知られる京都府丹後町間人にございます。
千年以上もの歴史を重ねてきた海辺の町、「間人」。自然と歴史を肌で感じて頂く―それが炭平の「桜の湯」です。
海と山に囲まれ、ひっそりと佇む小さなお宿のオーシャンビュー温泉でゆっくりと、のんびりお過ごしください。
当館での貸切のお風呂利用は時間、人数を限定して、ご利用をお勧めしております。
オーシャンビュー貸切温泉のプライベート感、開放感を十存分に楽しんでいただけますとともに、
コロナ対策として安心にご利用いただけます。

※【要事前予約】 各時間1組（3名様まで）のご利用となります。

住所 京都府京丹後市丹後町間人3718
TEL 0772-75-0005
ホームページ https://www.sumihei.com/
利用時間 10月1日から10月31日（土日祝および定休日除く）

①14:00～14:45 ②15:00～15:45
※コロナ対策のため、各時間1組（3名様まで）のご利用となります。

定休日 土日祝および10月5、12、17～21、26日
休館期間 10月17日～10月21日

10

かねみつ

温泉に浸かる贅沢なひとときは旅の疲れや日頃の疲れを癒します。大浴場からは、青く広がる日本海を一望することが
できます。朝日には水面が光り、夕暮れ時には真っ赤に染まった幻想的な海景色。時間と共に移りゆく壮大な日本海を
眺め、時間を忘れごゆっくりお過ごしください。アルカリ性単純温泉の湯は、体に優しくしっとり肌に浸透し、湯上りには
つるつるになります。女性にも年配の方にもご堪能頂けます。

住所 京都府京丹後市丹後町間人砂方4706
TEL 0772-75-0267
ホームページ https://taiza-kanemitsu.com/
利用時間 15:00～21:00 【最終入場時間】 20:00
定休日 なし（急遽休みになることがあります）
休館期間 10月～11月4日

11

旅館
すずらん

露天風呂もある大浴場は「神の温泉」とも呼ばれる、「丹後神野温泉」のかけ流しです。お肌にやさしいこの温泉は様々な
効能があり、まさに「神の温泉」です。長旅の疲れや日々の疲れをゆっくりお癒し下さい。

※土日祝は混雑を避けるためお断りする場合がございます。予めご了承ください。

住所 京都府京丹後市久美浜町葛野369
TEL 0772-83-0464
ホームページ http://www.kumihama-suzuran.com/#
利用時間 15:00～20:00 【最終入場時間】 20:00
定休日 火・水曜日。休館日は利用できません。
休館期間 11月29, 30日。12月6, 7, 13, 14, 20, 21, 31日

13

療養泉とのおすみつきを持つ効能ゆたかな天然温泉「きららの湯」。 お風呂上がりのお肌はスベスベになると女性のお客様
に大変好評です。（美人湯、子宝の湯としても評判です。）お部屋の個室風呂とは異なる開放感を味わい、大浴場で
のびのびと露天風呂をお楽しみください。

住所 京都府京丹後市久美浜町湊宮2330
TEL 0772-83-0077
ホームページ https://sky.kyoto.jp/
利用時間 15:00～21:00 【最終入場時間】 20:00
定休日 現在、大浴場修理中の為、利用できません
休館期間 工事期間10月～11月30日

※休館期間中は素泊まりプラン販売予定

14

宇川温泉
よし野の里

日本海の青さや水平線に沈む夕日に息をのむ海の温泉、竹林に囲まれた山の温泉、二つの浴室は男女日替わりになって
います。 レストランや宿泊施設があり、湯治を兼ねた長期滞在もできます。

住所 京丹後市丹後町宇川久僧1562
TEL 0772-76-1000
ホームページ https://ukawaonsen.jp/
利用時間 11:00～21:00 【最終入場時間】 受付は20:30
定休日 木曜日（祝日、祝前日は営業）

12

【ご案内】 各旅館・施設、バスタオル・フェイスタオルは各自ご持参ください

澄海

現在、大浴場
修理中の為、
利用できません
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