
岐阜県下の
保健・健康施設

東海地区4県下の信用金庫の窓口で年金をお受け取り
の皆様方（129万人余り）で組織したのが、「東海地区
信用金庫年金友の会」です。
TO（東海地区）S（信用金庫）NE（年金）T（友の会）は
愛称で「トスネット」と呼んでいます。

9店 11店 11店

岐阜県下の
保健・健康施設

TOSNET（トスネット）では、
会員の皆様方の福利厚生・
健康増進のために、
「保健・健康施設（温泉浴場）の
割引サービス」を実施しています。

●東海4県下にある55店と提携しています。これらの提携店で
は、会員の皆様方にご利用いただける会員優待サービスを
行っています。
●提携店をご利用になる場合には、信用金庫が発行する年金友
の会会員証等をフロントでご呈示のうえ、優待料金をお支払
いください。
●コロナウイルス感染症拡大防止等により営業日、営業時間が
変更になる場合があります。詳しくは提携店にご確認下さい。

　〈令和4年10月改訂〉
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岐阜県岐阜県

揖斐郡大野町相羽120-1

TEL 0585-32-2727

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）

10：00～22：00（21：00受付終了）
休館日・毎週金曜日
●岐阜バス大野北方線「相羽」下車、徒歩15分。
●駐車場完備（100台）

ここは閑静な場所にあり、隠れ家のような雰囲気が漂う大理
石天然温泉。又、温泉と温泉プール＆ジムもすべて入泉料で
楽しんでいただけます。

揖斐郡揖斐川町春日六合3429

TEL 0585-58-0001

カードを提示していただきますと、会員含む、5名様まで入浴料を1割引とさせていただきます。

入浴料金　大人 440円→400円
　　　　　小人 220円→200円
10時～21時（受付最終時間20：30）
（定休日は毎週水曜日／水曜日が祝祭日の際は翌日）
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町コミュニティバス、春日線に乗りつぎ、
　「かすが・モリモリ村」にて下車。
●名神高速道路「大垣IC」から国道258号を北上、国道21号経由して
　国道417号を北上して県道32号を西進。　●駐車場50台（無料）

薬草の宝庫・伊吹山で採れた薬草を利用した薬草風呂でリフ
レッシュしてみませんか。レストラン、売店もご利用できます。

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

TEL 0585-56-1126

入泉料　大人　700円→650円
　　　　　　　（会員のみ）
3月～10月　午前10時～午後8時
11月～2月　午前10時～午後7時
営業日　金・土・日・祝日
●名神高速道路「大垣IC」、「岐阜羽島IC」より35km約40～50分
●名神高速道路「関ヶ原IC」より50km約60分
●JR大垣駅から樽見鉄道にて約40分谷汲口駅下車、バスにて5分
●駐車場完備（110台）

谷汲の自然に抱かれて、
名湯を堪能する、心地よいひとときを。

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1
TEL 0585-55-2299

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）
貸切お座敷　8～25名　1グループ2時間ご利用できます
（ご利用の3日前までに要予約　入泉料+お食事一品以上の注文が必要）
営業時間　午前10時～午後9時
定休日・毎週火曜日
●JR東海道線大垣駅から樽見鉄道にて「谷汲口」駅下車。徒歩10分。
●駐車場完備（100台）

大自然の恵みあふれる谷汲の地に湧き出た根尾川谷汲温泉。
四季のうつろいを愉しんだ後に、気軽に立ち寄る癒しの空間。

郡上市大和町剣189
TEL 0575-88-9126

大人入館料　700円→650円
　　　　　　（他優待等・併用不可）
　　　　　　（会員のみ）
10：00～21：30（最終受付21：00）
定休日　火曜日（祝日の場合は翌平日）12/31、1/1
●東海北陸自動車道「ぎふ大和IC」より車で約5分。
●無料駐車場完備（250台）

寝殿造りを現代風に再生した新和風建築。健康に美容に楽
しみながら「湯遊び」のひとときをお過ごしください。

やまと温泉　やすらぎ館

郡上市美並町大原2709
TEL 0575-79-4126

入浴料　大人（12才以上） 700円→600円
　　　　　（会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時30分まで）
定休日　毎週火曜日（祝日の場合は平日と振替え）
●東海北陸自動車道「美並IC」から車で約10分
●長良川鉄道「みなみ子宝温泉駅」から徒歩3歩
●駐車場完備

列車を降りると…3歩で温泉！？
電車の駅が併設している珍しい温泉です。
長良川を望む高台にあり、眺望の良い露天風呂が人気！！

日本まん真ん中温泉　子宝の湯

大野郡白川村荻町337
TEL 05769-6-0026

入浴料　700円を600円に割引。
宿泊料　宿泊基本料金（1泊2食付）の10％割引
　　　　　　　（家族全員可）
7：00～21：30（最終受付21：00）
木曜日定休（金曜日の営業開始15：00）
●東海北陸道「白川郷IC」から国道156号線を経由して3km。
●JR高山駅からバスで（約50分）「白川郷」バス停下車、徒歩1分。
●駐車場完備（25台）

世界文化遺産白川郷合掌集落の中にある天然温泉。
露天風呂からは、庄川や合掌集落の四季折々の情景をお楽
しみいただけます。

中津川市付知町1929-1

TEL 0573-82-5311

入泉料　700円→600円
　 （会員含む5名まで）
午前10時～午後10時（入館は午後9時まで）
定休日　第4水曜日（祝日の場合は翌日）
●車：中央道中津川ICから国道257号線を下呂方面へ25km、40分。
●JR:中央線、中津川駅下車。北恵那交通、加子母総合事務所行で、
　付知峡倉屋温泉前で下車、60分。　●駐車場完備

開放感溢れる大自然の中、森林浴を楽しみながら天然掛け
流し温泉でおくつろぎ下さい。

大野郡白川村平瀬247-7

TEL 05769-5-4126

会員カードを提示していただきますと、
オリジナルタオルをプレゼント
　 （会員のみ）
午前11時～午後8時
（受付 午後7時30分まで）
●東海北陸自動車道「荘川IC」より車で30分。国道156号線沿い。
●駐車場30台

霊峰白山の麓から湧き出る湯量豊富な“かけ流し”の温泉は、
古くから子宝の湯として親しまれ美肌効果ありと好評です。

中津川市蛭川4467-4
TEL 0573-45-2188

総利用料金の5％割引。
　（会員含む5名まで）
24時間営業（年中無休）
チェックアウトの時間はフリー
●JR・中央線「恵那駅」から送迎バス運行。
●駐車場完備（100台）

ラジウム温泉24時間入浴可能。
山菜松茸、アマゴ・鯉料理。
ダンスホール、カラオケハウス等設備完備。



24店

関市倉知516
TEL 0575-21-4126

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。

日本有数の炭酸源泉　湯飲みもできる。
飛騨小坂自慢の天然温泉をお楽しみ下さい。

巌立峡　ひめしゃがの湯

（会員含む2名まで）
午前10時30分～午後9時30分（7月・8月 午前10時～午後9時30分）
定休日　毎週火曜日（火曜が祝日の場合は営業。）

高山市丹生川町久手446-1
TEL 0577-79-2109

大人600円→500円　小人300円→200円
他の割引との併用は不可 （会員含む3名まで）
定休日　毎週水曜日
（4月と11月 各第2週メンテナンスのため休業）
●新穂高温泉行定期バス（毎時1本）朴の木平スキー場下車スグ
●朴の木平駐車場無料

乗鞍山麓の地下1,000mより湧き出る丹生川温泉 宿儺の湯。
冬はスキー、春は新緑、五色ヶ原、夏は登山、秋は紅葉。

宿儺の湯　ジョイフル朴の木
す く　な

郡上市明宝奥住3428-1

TEL 0575-87-2080

入館料　100円割引。
　　 （会員含む2名まで）
10:00～21:00（受付20:30）
（休館日。毎週水曜日、12月31日・1月1日は時短で営業）
※スキーシーズンは休館日の変更あり。
●東海北陸道「郡上八幡IC」から国道472号線（せせらぎ街道）で高山方面へ30km
●駐車場完備（130台）

開放感あふれる湯につかりながら、明宝の大自然の息吹を肌
で感じ、天然ラドン温泉で癒し、気分リフレッシュ。

郡上市高鷲町鷲見48-1

TEL 0575-72-6011

食事・入浴セット券　              10％割引（税込）
ふたこえ温泉入浴回数券　7,000円の10％割引（税込）（会員のみ）
午前11時～午後8時（休館日・毎週水曜日）
（メンテナンスのため年間数日休み有り）
●長良川鉄道「北濃駅」から、JRバス「正ヶ洞」下車、タクシー10分。
●東海北陸自動車道「高鷲IC」より10分。
●駐車場完備（70台）

心とからだをリフレッシュ。

飛騨市古川町黒内1407
TEL 0577-75-3111

会員証のご提示で
大人600円を500円に割引いたします。
（会員含む2名まで）
11：00～21：00（20：30最終受付）
定休日　毎週火・水曜日
●JR飛騨古川駅から車で15分

広大な果樹園の一角にある甘い香りに包まれる温泉。
肌触りもスベスベで、湯冷めのしにくい泉質で、
心も身体もリフレッシュ。

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

高山市国府町宇津江964
TEL 0577-72-5526

入浴料金　大人 50円引き（中学生以上）
　　　　　小人 50円引き（小学生） 幼児無料
　　　　  （会員含む5名まで）
4月～10月 午前10時～午後9時30分（最終受付30分前）
11月～3月 午前10時～午後9時（最終受付30分前）
定休日　木曜日（祝日の場合翌日）
●中部縦貫道高山IC～高山国府トンネル～国道41号線富山方面20分
●JR高山線 国府駅から無料送迎バスあり 要確認
●駐車場完備（乗用車150台　大型バス5台）

温泉浴に岩盤浴、滝のしぶきと森林浴。
のんびりお湯に浸るもよし。四十八滝巡りで汗掻くもよし。
一日湯ったりお過ごしいただけます。

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）

24店

関市倉知516
TEL 0575-21-4126

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。

日本有数の炭酸源泉　湯飲みもできる。
飛騨小坂自慢の天然温泉をお楽しみ下さい。

巌立峡　ひめしゃがの湯

（会員含む2名まで）
午前10時30分～午後9時30分（7月・8月 午前10時～午後9時30分）
定休日　毎週火曜日（火曜が祝日の場合は営業。）

高山市丹生川町久手446-1
TEL 0577-79-2109

大人600円→500円　小人300円→200円
他の割引との併用は不可 （会員含む3名まで）
定休日　毎週水曜日
（4月と11月 各第2週メンテナンスのため休業）
●新穂高温泉行定期バス（毎時1本）朴の木平スキー場下車スグ
●朴の木平駐車場無料

乗鞍山麓の地下1,000mより湧き出る丹生川温泉 宿儺の湯。
冬はスキー、春は新緑、五色ヶ原、夏は登山、秋は紅葉。

宿儺の湯　ジョイフル朴の木
す く　な

郡上市明宝奥住3428-1

TEL 0575-87-2080

入館料　100円割引。
　　 （会員含む2名まで）
10:00～21:00（受付20:30）
（休館日。毎週水曜日、12月31日・1月1日は時短で営業）
※スキーシーズンは休館日の変更あり。
●東海北陸道「郡上八幡IC」から国道472号線（せせらぎ街道）で高山方面へ30km
●駐車場完備（130台）

開放感あふれる湯につかりながら、明宝の大自然の息吹を肌
で感じ、天然ラドン温泉で癒し、気分リフレッシュ。

郡上市高鷲町鷲見48-1

TEL 0575-72-6011

食事・入浴セット券　              10％割引（税込）
ふたこえ温泉入浴回数券　7,000円の10％割引（税込）（会員のみ）
午前11時～午後8時（休館日・毎週水曜日）
（メンテナンスのため年間数日休み有り）
●長良川鉄道「北濃駅」から、JRバス「正ヶ洞」下車、タクシー10分。
●東海北陸自動車道「高鷲IC」より10分。
●駐車場完備（70台）

心とからだをリフレッシュ。

飛騨市古川町黒内1407
TEL 0577-75-3111

会員証のご提示で
大人600円を500円に割引いたします。
（会員含む2名まで）
11：00～21：00（20：30最終受付）
定休日　毎週火・水曜日
●JR飛騨古川駅から車で15分

広大な果樹園の一角にある甘い香りに包まれる温泉。
肌触りもスベスベで、湯冷めのしにくい泉質で、
心も身体もリフレッシュ。

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

高山市国府町宇津江964
TEL 0577-72-5526

入浴料金　大人 50円引き（中学生以上）
　　　　　小人 50円引き（小学生） 幼児無料
　　　　  （会員含む5名まで）
4月～10月 午前10時～午後9時30分（最終受付30分前）
11月～3月 午前10時～午後9時（最終受付30分前）
定休日　木曜日（祝日の場合翌日）
●中部縦貫道高山IC～高山国府トンネル～国道41号線富山方面20分
●JR高山線 国府駅から無料送迎バスあり 要確認
●駐車場完備（乗用車150台　大型バス5台）

温泉浴に岩盤浴、滝のしぶきと森林浴。
のんびりお湯に浸るもよし。四十八滝巡りで汗掻くもよし。
一日湯ったりお過ごしいただけます。

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）
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24店

関市倉知516
TEL 0575-21-4126

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。

日本有数の炭酸源泉　湯飲みもできる。
飛騨小坂自慢の天然温泉をお楽しみ下さい。

巌立峡　ひめしゃがの湯

（会員含む2名まで）
午前10時30分～午後9時30分（7月・8月 午前10時～午後9時30分）
定休日　毎週火曜日（火曜が祝日の場合は営業。）

高山市丹生川町久手446-1
TEL 0577-79-2109

大人600円→500円　小人300円→200円
他の割引との併用は不可 （会員含む3名まで）
定休日　毎週水曜日
（4月と11月 各第2週メンテナンスのため休業）
●新穂高温泉行定期バス（毎時1本）朴の木平スキー場下車スグ
●朴の木平駐車場無料

乗鞍山麓の地下1,000mより湧き出る丹生川温泉 宿儺の湯。
冬はスキー、春は新緑、五色ヶ原、夏は登山、秋は紅葉。

宿儺の湯　ジョイフル朴の木
す く　な

郡上市明宝奥住3428-1

TEL 0575-87-2080

入館料　100円割引。
　　 （会員含む2名まで）
10:00～21:00（受付20:30）
（休館日。毎週水曜日、12月31日・1月1日は時短で営業）
※スキーシーズンは休館日の変更あり。
●東海北陸道「郡上八幡IC」から国道472号線（せせらぎ街道）で高山方面へ30km
●駐車場完備（130台）

開放感あふれる湯につかりながら、明宝の大自然の息吹を肌
で感じ、天然ラドン温泉で癒し、気分リフレッシュ。

郡上市高鷲町鷲見48-1

TEL 0575-72-6011

食事・入浴セット券　              10％割引（税込）
ふたこえ温泉入浴回数券　7,000円の10％割引（税込）（会員のみ）
午前11時～午後8時（休館日・毎週水曜日）
（メンテナンスのため年間数日休み有り）
●長良川鉄道「北濃駅」から、JRバス「正ヶ洞」下車、タクシー10分。
●東海北陸自動車道「高鷲IC」より10分。
●駐車場完備（70台）

心とからだをリフレッシュ。

飛騨市古川町黒内1407
TEL 0577-75-3111

会員証のご提示で
大人600円を500円に割引いたします。
（会員含む2名まで）
11：00～21：00（20：30最終受付）
定休日　毎週火・水曜日
●JR飛騨古川駅から車で15分

広大な果樹園の一角にある甘い香りに包まれる温泉。
肌触りもスベスベで、湯冷めのしにくい泉質で、
心も身体もリフレッシュ。

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

高山市国府町宇津江964
TEL 0577-72-5526

入浴料金　大人 50円引き（中学生以上）
　　　　　小人 50円引き（小学生） 幼児無料
　　　　  （会員含む5名まで）
4月～10月 午前10時～午後9時30分（最終受付30分前）
11月～3月 午前10時～午後9時（最終受付30分前）
定休日　木曜日（祝日の場合翌日）
●中部縦貫道高山IC～高山国府トンネル～国道41号線富山方面20分
●JR高山線 国府駅から無料送迎バスあり 要確認
●駐車場完備（乗用車150台　大型バス5台）

温泉浴に岩盤浴、滝のしぶきと森林浴。
のんびりお湯に浸るもよし。四十八滝巡りで汗掻くもよし。
一日湯ったりお過ごしいただけます。

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）

24店

関市倉知516
TEL 0575-21-4126

開放的な大露天風呂と身体を芯から温める炭酸泉などの美
と健康に効果的な風呂が13種類、岩盤浴では人気のロウリュ
ウも実施。露天岩風呂が天然温泉になりました。

下呂市馬瀬西村1695
TEL 0576-47-2641

南飛騨の山あい、緑と清流に囲まれた「美輝の里」。
高濃度で良質な温泉を内風呂15種類、露天風呂2種類の温
泉浴でお楽しみ頂く事が出来ます。

揖斐郡揖斐川町東横山207

TEL 0585-52-1126

入場料　通常大人540円→440円（100円引）
（会員証を受付にて提示してください） （会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（最終受付午後8時30分）
※1月～2月：午前10時～午後8時（最終受付午後7時30分）
休館日：木曜日（祝日の場合は翌日）12月31日・1月1日
〈お車でお越しの場合〉
●名神高速道路「大垣IC」より国道258号線→国道21号線→国道417号線→国道303号線を車で50分。
〈公共交通機関をご利用の方〉
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町ふれあいバス乗車「道の駅ふじはし」下車、徒歩0分。
●送迎バスなし。　●駐車場完備（140台）

『道の駅　星のふる里ふじはし』に隣接する大自然に囲まれ
た心安らぐ温泉です。アルカリ性単純温泉でお肌がつるつる
になりますよ。

本巣市根尾門脇422

TEL 0581-38-3678

大人入泉料　850円　大人割引価格　750円
子供入泉料　450円　子供割引価格　400円
（子供入泉料・3歳から11歳）
　　　　　　（会員含む4名まで）
午前10時～午後7時（最終受付 午後6時）
（定休日・毎週月曜日、祝日の場合は翌日、12月～3月は毎週月・火休み）
●JR「大垣駅」から6番線（樽見鉄道）→終点「樽見駅」より無料シャトルバス発着。
●東海環状自動車道「大野神戸IC」から約46分 又は「山県IC」から約40分。
●駐車場完備（無料250台）

蘇る太古の名泉。
根尾に広がる豊かな自然と心温まる癒しの空間。

岐阜市六条江東3-3-18

TEL 058-274-1126

券売機入浴料金より50円引き（会員のみ）
午前9時～深夜0時（年中無休）
●岐大バイパス（国道21号線）沿い、「岐南インター」より大垣方面へ4km。
●JR岐阜駅、名鉄岐阜駅下車。バスE13東鶉行き、
　終点「東鶉（ひがしうずら）」下車。徒歩約5分。
●無料駐車場（250台収容）完備

数多くの休憩・仮眠エリアも備えた岩盤浴温浴施設です。
お食事、マッサージと一日中おくつろぎ下さい。

各務原市蘇原申子町1-1
TEL 058-380-2622

会員様限定
レストラン「かばる」ご利用のお客さま
100円引クーポン
10:00～24:00（最終受付23：20） 年中無休
●東海北陸自動車道岐阜「各務原インター」より約10分。
●名鉄「各務原市役所前」からタクシーで約5分。団体利用の方には送迎バス有り。
●駐車場完備（250台）

ゆったり、ゆっくり、心温まるおもてなし
露天風呂は毎日郡上市（美人の湯しろとり）より温泉を直送！
宴会場（100人）完備　ぜひご利用下さい。

→

可児市土田大脇4800-1
TEL 0574-26-1187

温泉スパ　　　　　　平　日   　80０円→　７0０円
　　　　　　　　　　土日祝　   90０円→　８0０円
温泉＆岩盤セットスパ  平   日　1,600円→1,400円
　　　　　　　　　　土日祝　1,800円→1,500円 （グループ全員可）
朝9:00～深夜1:00（最終受付24:00）営業時間は変更があります。
定休日・年1回メンテナンス休暇あり（設備点検の為）
● 車 ：名神小牧ICより北へ国道41号25分
　　 　中央道小牧東ICより尾張パークウェイ経由清水IC下車国道41号北へ5分
　　　 東海環状美濃加茂ICより南へ国道41号15分
●電車：名鉄「西可児」下車タクシーにて10分　JR「美濃太田」下車　タクシーにて10分
●無料送迎バス　月～土（日曜のみ運休）名鉄西可児　（9:05～17:05　1時間毎1本）
　　　　　　　 　　　　　　　　　　JR美濃太田南口（9:30～16:30　1時間毎1本）（12:30のみなし）
●駐車場完備（400台）

名勝木曽川国定公園内の日本最大級のスパリゾート。温泉ス
パ、岩盤スパ、癒しスパ「3つのスパリゾート」を持ち一日中木
曽川の絶景を堪能出来る天然温泉施設です。

美輝の里

下呂市萩原町四美1426-1
TEL 0576-56-4326

　　　　 温　泉 大人700円→600円
　　　　 プール 大人800円→700円

●車　国道41号／名古屋より約3時間・高山より1時間
　　　中央自動車道／中津川ICより約1時間30分
　　　東海北陸自動車道／関ICより約2時間
●JR高山線下呂駅よりタクシーで約20分、萩原駅より約10分
●JR高山線下呂駅よりバスで約30分、萩原駅より約15分

森林浴と温泉浴で心と身体をリフレッシュ！！
健康をテーマとした日帰り温泉です。
温泉100％の歩行浴が魅力の1つです。

飛騨川温泉　しみずの湯 大人のみ

下呂市小坂町落合1656
TEL 0576-62-3434

会員カードを提示していただきますと、
温泉入浴料　通常大人お1人様800円を600円に割引
（会員含む5名まで）
11時～20時（受付終了19時30分）
定休日　毎週水曜日
●自動車でお越しの場合は国道41号線から「矢ケ野」で降りて右折
　県道湯屋温泉線を7km（10分）です。

日本有数の炭酸源泉　湯飲みもできる。
飛騨小坂自慢の天然温泉をお楽しみ下さい。

巌立峡　ひめしゃがの湯

（会員含む2名まで）
午前10時30分～午後9時30分（7月・8月 午前10時～午後9時30分）
定休日　毎週火曜日（火曜が祝日の場合は営業。）

高山市丹生川町久手446-1
TEL 0577-79-2109

大人600円→500円　小人300円→200円
他の割引との併用は不可 （会員含む3名まで）
定休日　毎週水曜日
（4月と11月 各第2週メンテナンスのため休業）
●新穂高温泉行定期バス（毎時1本）朴の木平スキー場下車スグ
●朴の木平駐車場無料

乗鞍山麓の地下1,000mより湧き出る丹生川温泉 宿儺の湯。
冬はスキー、春は新緑、五色ヶ原、夏は登山、秋は紅葉。

宿儺の湯　ジョイフル朴の木
す く　な

郡上市明宝奥住3428-1

TEL 0575-87-2080

入館料　100円割引。
　　 （会員含む2名まで）
10:00～21:00（受付20:30）
（休館日。毎週水曜日、12月31日・1月1日は時短で営業）
※スキーシーズンは休館日の変更あり。
●東海北陸道「郡上八幡IC」から国道472号線（せせらぎ街道）で高山方面へ30km
●駐車場完備（130台）

開放感あふれる湯につかりながら、明宝の大自然の息吹を肌
で感じ、天然ラドン温泉で癒し、気分リフレッシュ。

郡上市高鷲町鷲見48-1

TEL 0575-72-6011

食事・入浴セット券　              10％割引（税込）
ふたこえ温泉入浴回数券　7,000円の10％割引（税込）（会員のみ）
午前11時～午後8時（休館日・毎週水曜日）
（メンテナンスのため年間数日休み有り）
●長良川鉄道「北濃駅」から、JRバス「正ヶ洞」下車、タクシー10分。
●東海北陸自動車道「高鷲IC」より10分。
●駐車場完備（70台）

心とからだをリフレッシュ。

飛騨市古川町黒内1407
TEL 0577-75-3111

会員証のご提示で
大人600円を500円に割引いたします。
（会員含む2名まで）
11：00～21：00（20：30最終受付）
定休日　毎週火・水曜日
●JR飛騨古川駅から車で15分

広大な果樹園の一角にある甘い香りに包まれる温泉。
肌触りもスベスベで、湯冷めのしにくい泉質で、
心も身体もリフレッシュ。

飛騨古川桃源郷温泉　ぬく森の湯　すぱーふる

ふたこえ温泉　コージュ高鷲

高山市国府町宇津江964
TEL 0577-72-5526

入浴料金　大人 50円引き（中学生以上）
　　　　　小人 50円引き（小学生） 幼児無料
　　　　  （会員含む5名まで）
4月～10月 午前10時～午後9時30分（最終受付30分前）
11月～3月 午前10時～午後9時（最終受付30分前）
定休日　木曜日（祝日の場合翌日）
●中部縦貫道高山IC～高山国府トンネル～国道41号線富山方面20分
●JR高山線 国府駅から無料送迎バスあり 要確認
●駐車場完備（乗用車150台　大型バス5台）

温泉浴に岩盤浴、滝のしぶきと森林浴。
のんびりお湯に浸るもよし。四十八滝巡りで汗掻くもよし。
一日湯ったりお過ごしいただけます。

四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館入浴料　平　日750円→700円
　　　　土日祝850円→800円
　　　　（会員含む10名まで）
　　　　タオル・バスタオル無料貸出（会員のみ）
平　日　午前10時～午後11時（最終受付10時30分）
土日祝　午前  9時～午後11時（最終受付10時30分）（不定休）
●東海北陸道関ICより車で3分
●長良川鉄道「関駅」より無料シャトルバス運行（タクシーで5分程）
●無料駐車場完備

入浴料　大人800円→700円に割引
　　　　（グループ全員可）
10時30分～21時30分（受付終了21時）
定休日　年に10日間程あり
●中津川、美濃加茂、富加関、郡上八幡 各ICより約90分
●高山ICより約60分　●駐車場 無料（160台）
●送迎バス無し（宿泊者のみあり）



岐阜県下の
保健・健康施設

東海地区4県下の信用金庫の窓口で年金をお受け取り
の皆様方（129万人余り）で組織したのが、「東海地区
信用金庫年金友の会」です。
TO（東海地区）S（信用金庫）NE（年金）T（友の会）は
愛称で「トスネット」と呼んでいます。

9店 11店 11店

岐阜県下の
保健・健康施設

TOSNET（トスネット）では、
会員の皆様方の福利厚生・
健康増進のために、
「保健・健康施設（温泉浴場）の
割引サービス」を実施しています。

●東海4県下にある55店と提携しています。これらの提携店で
は、会員の皆様方にご利用いただける会員優待サービスを
行っています。
●提携店をご利用になる場合には、信用金庫が発行する年金友
の会会員証等をフロントでご呈示のうえ、優待料金をお支払
いください。
●コロナウイルス感染症拡大防止等により営業日、営業時間が
変更になる場合があります。詳しくは提携店にご確認下さい。

　〈令和4年10月改訂〉

●東海4県下にある55店と提携しています。これらの提携店で
は、会員の皆様方にご利用いただける会員優待サービスを
行っています。

●提携店をご利用になる場合には、信用金庫が発行する年金友
の会会員証等をフロントでご呈示のうえ、優待料金をお支払
いください。

●コロナウイルス感染症拡大防止等により営業日、営業時間が
変更になる場合があります。詳しくは提携店にご確認下さい。

　〈令和4年10月改訂〉

岐阜県岐阜県

揖斐郡大野町相羽120-1

TEL 0585-32-2727

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）

10：00～22：00（21：00受付終了）
休館日・毎週金曜日
●岐阜バス大野北方線「相羽」下車、徒歩15分。
●駐車場完備（100台）

ここは閑静な場所にあり、隠れ家のような雰囲気が漂う大理
石天然温泉。又、温泉と温泉プール＆ジムもすべて入泉料で
楽しんでいただけます。

揖斐郡揖斐川町春日六合3429

TEL 0585-58-0001

カードを提示していただきますと、会員含む、5名様まで入浴料を1割引とさせていただきます。

入浴料金　大人 440円→400円
　　　　　小人 220円→200円
10時～21時（受付最終時間20：30）
（定休日は毎週水曜日／水曜日が祝祭日の際は翌日）
●養老鉄道「揖斐駅」より揖斐川町コミュニティバス、春日線に乗りつぎ、
　「かすが・モリモリ村」にて下車。
●名神高速道路「大垣IC」から国道258号を北上、国道21号経由して
　国道417号を北上して県道32号を西進。　●駐車場50台（無料）

薬草の宝庫・伊吹山で採れた薬草を利用した薬草風呂でリフ
レッシュしてみませんか。レストラン、売店もご利用できます。

揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684

TEL 0585-56-1126

入泉料　大人　700円→650円
　　　　　　　（会員のみ）
3月～10月　午前10時～午後8時
11月～2月　午前10時～午後7時
営業日　金・土・日・祝日
●名神高速道路「大垣IC」、「岐阜羽島IC」より35km約40～50分
●名神高速道路「関ヶ原IC」より50km約60分
●JR大垣駅から樽見鉄道にて約40分谷汲口駅下車、バスにて5分
●駐車場完備（110台）

谷汲の自然に抱かれて、
名湯を堪能する、心地よいひとときを。

揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1
TEL 0585-55-2299

入泉料　大人　700円→650円（会員のみ）
（50円を現金で戻します。現金の場合のみ回数券は不可）
貸切お座敷　8～25名　1グループ2時間ご利用できます
（ご利用の3日前までに要予約　入泉料+お食事一品以上の注文が必要）
営業時間　午前10時～午後9時
定休日・毎週火曜日
●JR東海道線大垣駅から樽見鉄道にて「谷汲口」駅下車。徒歩10分。
●駐車場完備（100台）

大自然の恵みあふれる谷汲の地に湧き出た根尾川谷汲温泉。
四季のうつろいを愉しんだ後に、気軽に立ち寄る癒しの空間。

郡上市大和町剣189
TEL 0575-88-9126

大人入館料　700円→650円
　　　　　　（他優待等・併用不可）
　　　　　　（会員のみ）
10：00～21：30（最終受付21：00）
定休日　火曜日（祝日の場合は翌平日）12/31、1/1
●東海北陸自動車道「ぎふ大和IC」より車で約5分。
●無料駐車場完備（250台）

寝殿造りを現代風に再生した新和風建築。健康に美容に楽
しみながら「湯遊び」のひとときをお過ごしください。

やまと温泉　やすらぎ館

郡上市美並町大原2709
TEL 0575-79-4126

入浴料　大人（12才以上） 700円→600円
　　　　　（会員含む2名まで）
午前10時～午後9時（入館は午後8時30分まで）
定休日　毎週火曜日（祝日の場合は平日と振替え）
●東海北陸自動車道「美並IC」から車で約10分
●長良川鉄道「みなみ子宝温泉駅」から徒歩3歩
●駐車場完備

列車を降りると…3歩で温泉！？
電車の駅が併設している珍しい温泉です。
長良川を望む高台にあり、眺望の良い露天風呂が人気！！

日本まん真ん中温泉　子宝の湯

大野郡白川村荻町337
TEL 05769-6-0026

入浴料　700円を600円に割引。
宿泊料　宿泊基本料金（1泊2食付）の10％割引
　　　　　　　（家族全員可）
7：00～21：30（最終受付21：00）
木曜日定休（金曜日の営業開始15：00）
●東海北陸道「白川郷IC」から国道156号線を経由して3km。
●JR高山駅からバスで（約50分）「白川郷」バス停下車、徒歩1分。
●駐車場完備（25台）

世界文化遺産白川郷合掌集落の中にある天然温泉。
露天風呂からは、庄川や合掌集落の四季折々の情景をお楽
しみいただけます。

中津川市付知町1929-1

TEL 0573-82-5311

入泉料　700円→600円
　 （会員含む5名まで）
午前10時～午後10時（入館は午後9時まで）
定休日　第4水曜日（祝日の場合は翌日）
●車：中央道中津川ICから国道257号線を下呂方面へ25km、40分。
●JR:中央線、中津川駅下車。北恵那交通、加子母総合事務所行で、
　付知峡倉屋温泉前で下車、60分。　●駐車場完備

開放感溢れる大自然の中、森林浴を楽しみながら天然掛け
流し温泉でおくつろぎ下さい。

大野郡白川村平瀬247-7

TEL 05769-5-4126

会員カードを提示していただきますと、
オリジナルタオルをプレゼント
　 （会員のみ）
午前11時～午後8時
（受付 午後7時30分まで）
●東海北陸自動車道「荘川IC」より車で30分。国道156号線沿い。
●駐車場30台

霊峰白山の麓から湧き出る湯量豊富な“かけ流し”の温泉は、
古くから子宝の湯として親しまれ美肌効果ありと好評です。

中津川市蛭川4467-4
TEL 0573-45-2188

総利用料金の5％割引。
　（会員含む5名まで）
24時間営業（年中無休）
チェックアウトの時間はフリー
●JR・中央線「恵那駅」から送迎バス運行。
●駐車場完備（100台）

ラジウム温泉24時間入浴可能。
山菜松茸、アマゴ・鯉料理。
ダンスホール、カラオケハウス等設備完備。


