
栃木県の温泉施設
※ 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

2001 黒羽温泉 五峰の湯 所在地 栃木県大田原市

泉質 アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ９．９ 湧出量 ３００ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H20年 1月 訪問回数 ２９ 回

＜コメント＞

ＰＨ９．９というだけあって、ぬるぬる、すべ

すべの柔らかいお湯。大きな浴槽に源泉が大量に

注がれる。私的には、少し温度が高いが、気持ち 料金 ５００円

よく入れる。露天は景色がよい。

2002 宇都宮天然温泉 ベルさくらの湯 所在地 栃木県宇都宮市

泉質 中性低張性高温泉

ＰＨ ７．２ 湧出量 ２１５ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H21年 8月 訪問回数 ４０ 回

＜コメント＞

イトーヨーカ堂、ケーズデンキと同じ敷地、ベ

ルモールにある。お湯は茶色。露天の源泉は濃い。

やや熱め。内湯に炭酸泉があって、これもお気に 料金 平日 ７７０円

入り。 休日 ８８０円



2003 松島温泉 乙女の湯 所在地 栃木県さくら市氏家

泉質 アルカリ性単純温泉

ＰＨ ９．２ 湧出量 ２５５ ｌ／分

評価 ★★★★★

初回訪問日 H16年 9月 訪問回数 ６６ 回

＜コメント＞

アトピーに効くということで有名。蛇口からも

温泉がでる。お湯は温めで湯の華が舞っている。

ぬるぬるすべすべな温泉で、長湯もできて、気持 料金 ８５０円

ちがよい。 (16時過ぎると)６３０円

2004 喜連川温泉 さくら市営もとゆ温泉 所在地 栃木県さくら市喜連川

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ３６５ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H16年 6月 訪問回数 ２８ 回

＜コメント＞

いかにも温泉って感じのお湯。少し黄色がかっ

たお湯で油臭もある。露天もあるが、内湯の方が

濃い感じがする。身体が温まり、肌がすべすべに 料金 ３００円

なる。３００円で入浴できるのも嬉しい。

2005 小山 思川温泉 所在地 栃木県小山市

泉質 弱アルカリ性 ナトリウム・塩化物泉

ＰＨ ８．１ 湧出量 ２６６ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H17年 1月 訪問回数 ２０ 回

＜コメント＞

やわらかい温泉。28.4度の源泉を注いでいる浴
槽は、温めだが、気持ちがよい。露天岩風呂は、

景色がよくて適温。 料金 平日 ７５０円

休日 ９００円

2006 那珂川温泉 皆幸の湯 所在地 栃木県那須塩原市

泉質 アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ９．３ 湧出量 ３０６．5 ｌ／分
評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H18年 6月 訪問回数 ３ 回

＜コメント＞

ホテル併設の日帰り温泉施設。アルカリ性だけ

あって、浴槽にはぬるぬるのお湯が満たされてい

る。内湯、露天ともに、ゆったりとできる。 料金 ７００円



2007 はが ロマンの湯 所在地 栃木県芳賀町

泉質 弱アルカリ性低張性低温泉/低張性高温泉
ＰＨ ７．７／８．０ 湧出量 51.9/165.0ｌ／分
評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 3月 訪問回数 １２ 回

＜コメント＞

「道の駅はが」に併設されている温泉施設。源

泉を２つもっている。内湯はなめらかなお湯、露

天はキシキシしたお湯というイメージ。最近はカ 料金 ６００円

ルキ臭が強くなっていて残念。

2008 ただおみ温泉 所在地 栃木県宇都宮市

泉質 アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ９．１ 湧出量 １２０ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H20年 8月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

ロマンチック村の手前にある。加温・加水なし

で源泉掛け流しの半露天風呂の浴槽が１つだけ。

透明泉で臭いもほとんどない。ぬるぬる感はある。料金 ５００円

飲泉もできる。

2009 板室健康のゆ グリーングリーン 所在地 栃木県那須塩原市

泉質 アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ９．２ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H28年 8月 訪問回数 ７ 回

＜コメント＞

アルカリ性のぬるぬるのお湯。肌がすべすべに

なる感じ。内湯はやや熱めで、露天岩風呂は、温

めの設定になっている。透明泉で温泉臭がする。 料金 ５００円

2010 元気あっぷむら 所在地 栃木県高根沢町

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ４００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 4月 訪問回数 ４ 回

＜コメント＞

内湯と露天が大きなガラスで仕切られていて開

放感がある。浴槽も大きい。お湯は透明泉で若干

の油臭がする。 料金 ６２０円

※令和元年 6月 30日に閉館



2011 ろまんちっく村 湯処あぐり 所在地 栃木県宇都宮市

泉質 アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ９．０ 湧出量 ８２．３ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H17年 1月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

内湯、露天と大きな浴槽が１つずつ。なめらか

な感じの透明泉。内湯と露天の仕切りが大きなガ

ラスで、開放感がある。カルキ臭と共に温泉臭も 料金 ５１０円

あった。

2012 ふくろうの湯 所在地 栃木県宇都宮市

泉質 アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ９．０ 湧出量 ２４０ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H30年 2月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

新しい施設できれい。お湯は、透明泉。アルカ

リ性らしいヌルヌルのお湯。カルキ臭が鼻につい

たのが残念。 料金 平日 ８５０円

休日 ９５０円

※平成 31年 3月 31日閉館

2013 小砂温泉 美玉の湯 所在地 栃木県那珂川町

泉質 アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ９．２ 湧出量 ２５万ｌ／日

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H30年 8月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

天然ラドン温泉。ラドンを含む美玉の湯と冷鉱

泉を交互に入るとよいらしい。透明泉だが、独特

の臭いがする。風呂上がり、すごく汗がでてきた。料金 １０００円



2014 栃木天然温泉 いきいき夢ロマン 所在地 栃木県栃木市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．８ 湧出量 ４３０ｌ／日

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 R1年７月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

黄色がかったすべすべする温泉。内湯・露天に

温泉が使われている。H30年 8月にできたそうで、
まだ、新しくきれい。露天に天然炭酸泉(源泉)と 料金 平日 ８００円

高濃度炭酸泉の浴槽がある。 休日 ９００円

ＨＯＭＥ 温泉ＨＯＭＥ

https://www.k-mcd29.com
https://www.k-mcd29.com/%EF%BD%8D%EF%BD%83%EF%BD%84%E3%81%AE%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E6%B8%A9%E6%B3%89%E8%A8%AA%E5%95%8F/

