
埼玉県の温泉施設
※ 料金等、記載事項について、データが古かったり、間違いがあることもあります。正

確な情報は、各施設で確認をしていただきたく思います。間違いがあっても責任はと

れませんので、ご了承ください。

※ 料金については、基本、一般の大人(会員ではない)が入浴の為に必要な料金を記載し

ているつもりです。繰り返しになりますが、正確なものは、施設で確認をしてくださ

い。実際に、私は会員であったり、回数券を使ったりしていますので、この料金では

利用していませんので･･･。

※ 「評価」は、ＭＣＤの感覚・好みによるもので、施設の充実(食堂・マッサージ等)は

まったく加味しておりません。お湯・浴槽を主に判断したものです。

＜ちなみに評価基準＞

★☆☆☆☆ ････ あまり温泉っぽくない温泉

★★☆☆☆ ････ 普通の温泉

★★★☆☆ ････ とてもよい温泉

★★★★☆ ････ 私好みのすばらしい温泉

★★★★★ ････ 私の大のお気に入りの温泉

1001 見沼天然温泉 小春日和 所在地 埼玉県さいたま市

泉質 中性高張性温泉

ＰＨ ７．４ 湧出量 ４８０ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問 H22年 7月 訪問回数 ４５８ 回

＜コメント＞

内湯、露天と温泉をふんだんに使用している。

茶色がかったお湯は、身体が温まる。内湯にも源

泉浴槽があり、埼玉県南部にあるとは思えないよ 料金 平日 ８５０円

いお湯です。 休日 ９５０円

1002 行田天然温泉 ゆの駅 古代蓮物語 所在地 埼玉県行田市

泉質 弱アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ７．５ 湧出量 ２９３ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 8月 訪問回数 １２４ 回

＜コメント＞

すべすべになる透明温泉。ぬるめのお湯につか

っているとすべすべになる。 一時休業をしてい

て、再開後、少しカルキ臭が強くなった気がする 料金 平日 ７００円

が、やわらかなお湯は健在。 休日 ９００円



1003 森のせせらぎ なごみ 所在地 埼玉県久喜市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ７７９ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 9月 訪問回数 ８９ 回

＜コメント＞

内湯・露天と温泉を使った浴槽がある。やや茶

色っぽいお湯。内湯はやや熱め、露天の洞窟風呂

は温めの設定。他に香り風呂もある。 料金 平日 ７８０円

休日 ８５０円

1004 湯の道 利久 上尾店 所在地 埼玉県上尾市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．７ 湧出量 ５２７ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H25年 8月 訪問回数 １１６ 回

＜コメント＞

内湯に炭酸泉があり、露天に大きな岩風呂、檜

風呂とあり、源泉投入？の朝霧の湯が温めで気持

ちよい。回数券を買うととてもお得。 料金 平日 ６８０円

休日 ７８０円

※令和元年 8月 18日閉店

1005 埼玉スポーツセンター天然温泉 所在地 埼玉県所沢市

泉質 アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ８．７ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★★★

初回訪問日 H26年 8月 訪問回数 ７９ 回

＜コメント＞

ぬるぬるの温泉で私好み。内湯は白湯と書いて

あるが、実は温泉。露天の「極」が一番。他にも

ぬる湯の「和」とか１人用、寝湯とかもある。 料金 平日 ７８４円

休日 ８８６円

1006 早稲田めぐみの湯 所在地 埼玉県三郷市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ７．２ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★★★

初回訪問日 H26年 5月 訪問回数 ８６ 回

＜コメント＞

埼玉県南部でこんなに濃い茶色の温泉があると

は･･･。鉄分が多いのか？いかにも温泉という感

じ。内湯・露天とふんだんに源泉を掛け流してい 料金 平日 １１００円

る。 休日 １２００円



1007 天然戸田温泉 彩香の湯 所在地 埼玉県戸田市

泉質 弱アルカリ性高張性高温泉

ＰＨ ７．５ 湧出量 ７８０ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H18年 5月 訪問回数 １９０ 回

＜コメント＞

露天に源泉浴槽、生源泉湯、壺湯などがある。

生源泉湯は人気で１～２人しか入れないが、臭い

とか、いかにも温泉っていう感じがする。 料金 １１００円

1008 天然温泉 花咲の湯 所在地 埼玉県上尾市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H22年 7月 訪問回数 １３６ 回

＜コメント＞

露天に源泉浴槽、炭酸泉などがある。源泉は茶

色でやや温め。夏場には、のんびり長湯できてこ

こちよい。炭酸泉も温めだが、しばらくするとぽ 料金 平日 ８８０円

かぽかしてくる。。 休日 ９３０円

1009 花の湯スパリゾート 所在地 埼玉県熊谷市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ３１６ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H29年 9月 訪問回数 ３ 回

＜コメント＞

深谷の花の湯チェーン。くまがやドームの近く

に 2017 年 4 月オープン。とにかく広くて温泉浴
槽もたくさんあり、のんびりできる。炭酸泉もあ 料金 平日 ７５０円(入浴のみ)

る。 休日 ８５０円(入浴のみ)

1010 百観音温泉 所在地 埼玉県久喜市

泉質 弱アルカリ性高張性高温泉

ＰＨ ７．７ 湧出量 ２２５０ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 10月 訪問回数 １４８ 回

＜コメント＞

茶色っぽいお湯。自噴の療養温泉というだけあ

って、どの浴槽も温泉がふんだんに使われている。

お湯の臭いがよい。ぬる湯の温泉＋炭酸泉も長湯 料金 平日 ８００円

ができて、お気に入りです。 休日 ８５０円



1011 よしかわ天然温泉 ゆあみ 所在地 埼玉県吉川市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ７．４ 湧出量 １２００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H17年 5月 訪問回数 ４５ 回

＜コメント＞

更衣室が２階、浴槽が２階と３階にある。露天

の源泉かけ流しは茶色いお湯。内湯の温泉は成分

が濃い為、希釈しているようでほぼ透明泉。 料金 平日 １０００円

休日 １１００円

1012 極楽湯 上尾店 所在地 埼玉県上尾市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H24年 3月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

透明な温泉。露天岩風呂にはアルカリ性らしい

ぬめりが少しある。内湯と露天のくりぬき湯はカ

ルキ臭が強い。露天には檜風呂の炭酸泉もある。 料金 平日 ７２０円

休日 ８３０円

1013 越谷天然温泉美人の湯 ゆの華 所在地 埼玉県越谷市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ８．１ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H15年 12月 訪問回数 １６ 回

＜コメント＞

東京によくある黒湯。露天の浴槽に温泉が使わ

れている。生源泉の浴槽もあった。温いがなかな

かよい。薬湯もある。 料金 ７５０円

1014 両神温泉 薬師の湯 所在地 埼玉県小鹿野町

泉質 アルカリ性低張性冷鉱泉

ＰＨ ９．２ 湧出量 ３６．５ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H17年 4月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

道の駅に併設されている施設。大きな浴槽が１

つで、両サイドにジェットとジャグジーがある。

アルカリ性だが、そんなにぬるぬる感はない。透 料金 ６００円

明泉。



1015 羽生温泉 華のゆ 所在地 埼玉県羽生市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ８．１ 湧出量 ４６０ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H17年 8月 訪問回数 １５ 回

＜コメント＞

ルートインホテル併設の施設。温泉は内湯にも、

露天にも使用されている。若干の茶褐色で温泉臭

あり。すべすべ感もある。 料金 平日 ８５０円

休日 １１００円

1016 天然温泉 花鳥風月 所在地 埼玉県日高市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ８．１ 湧出量 ９２２ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H26年 8月 訪問回数 ３０ 回

＜コメント＞

サイボクハム併設の施設。以前の「まきばの湯」

の後で営業している。やわらかいお湯であるが、

以前のパワーはなくなったような気がする。 料金 平日 １１００円

休日 １３５０円

1017 おふろの王様 志木店 所在地 埼玉県志木市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ３１３ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H30年 5月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

温泉は露天のみ。源泉風呂は循環・加水せず加

温のみ。やや濁りのあるお湯で、若干のぬるぬる

感があった。内湯には高濃度炭酸泉もあった。 料金 平日 ８００円

休日 ９００円

1018 湯楽の里 春日部温泉 所在地 埼玉県春日部市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ７．３ 湧出量 ３２０ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H17年 6月 訪問回数 ４２ 回

＜コメント＞

温泉は露天のみ。茶色のお湯が大きな浴槽(源

泉の湯・岩風呂)と壺湯にかけ流されている。内

湯には高濃度炭酸泉ができていた。 料金 平日 ７８０円

休日 ９８０円



1019 江間忠神戸温泉 羽生 湯ったり苑 所在地 埼玉県羽生市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ８．２ 湧出量 ２００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H18年 3月 訪問回数 ４ 回

＜コメント＞

若干黄色がかったお湯。源泉湯が内湯、露天と

あるが、熱めの為、あまり入っている人がいない。

内湯だと常泉湯が人気。露天は源泉湯も入りやす 料金 平日 ７２０円

く、岩風呂も温泉臭があってよい。 休日 ８７０円

※令和元年 7月 1日より極楽湯へ

1020 杉戸天然温泉 雅楽の湯 所在地 埼玉県杉戸町

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ７．３ 湧出量 ５６０ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H25年 11月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

清河寺温泉の姉妹店。緑がかった濃い温泉。内

湯、露天に源泉が使われている。露天の高濃度炭

酸泉にも源泉が使用されている。 料金 平日 １１００円

休日 １２００円

1021 宮沢湖温泉 喜楽里 別邸 所在地 埼玉県飯能市

泉質 アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ９．５ 湧出量 ６７ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H23年 7月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

ムーミンパークが隣にできた。宮澤湖畔にあり、

露天からの景色がよい。お湯は透明泉でぬるぬる

感がある。内湯には炭酸泉もある。施設がきれい 料金 １０３０円

で開放感がある。 (シンプルコース)

1022 極楽湯 羽生温泉 所在地 埼玉県羽生市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ８．２ 湧出量 ２００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 R1年 11月 訪問回数 １４ 回

＜コメント＞

羽生ゆったり苑が極楽湯羽生温泉になってオー

プンした。施設は、ほぼ、そのままの状態。お湯

もそのままという感じがした。 料金 平日 ７３０円

休日 ８９０円



1023 極楽湯 和光店 所在地 埼玉県和光市

泉質 弱アルカリ性高張性温泉

ＰＨ ７．７５ 湧出量 ４１７ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 R1年 11月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

露天には、黒湯の岩風呂と檜風呂がある。やや

ぬるぬる感があるが、カルキ臭があるのが残念。

内湯は変わり湯があった(いつもは天然温泉？) 料金 平日 ８２０円

休日 ９７０円

1024 日々喜の湯 所在地 埼玉県上尾市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．７ 湧出量 ５２７ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 R2年 1月 訪問回数 ４１ 回

＜コメント＞

利久上尾店のあとをついでオープンした施設。

施設は基本的に利久のまま。フィットネスが岩盤

浴になったり、１００円リターンのロッカーがコ 料金 平日 ７００円

イン不要になったりした。 休日 ８００円

1025 ゆとりの郷 にいざ温泉 所在地 埼玉県新座市

泉質 弱アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ８．０ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 R2年 1月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

埼玉スポーツセンター天然温泉の姉妹店。狭い

浴室に大きな浴槽が並んでいる。内湯のみ。東京

によくある黒湯の温泉。ややヌルヌル感あり。ぬ 料金 平日 ８５８円

る湯の浴槽もありくつろげる。 休日 ９６８円

ＨＯＭＥ 温泉ＨＯＭＥ
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