
群馬県の温泉施設
※ 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

3001 白井温泉 こもちの湯 所在地 群馬県渋川市

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ８．０ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 9月 訪問回数 ６ 回

＜コメント＞

地域の温泉センターっていう感じのこじんまり

した施設。１時間２５０円という安さ。お湯は、

透明泉だが、やわらかな感じでのんびり浸かれる 料金 ２５０円／１時間

よい温泉です。 ４００円／３時間

3002 ばんどうの湯 所在地 群馬県渋川市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．５６ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 11月 訪問回数 ９ 回

＜コメント＞

ぬるぬる感のあるやわらかいお湯。臭いもあっ

ていかにも温泉という感じがする。小高い山の上

にある施設なので、露天は開放感もあり、眺めも 料金 ３００円／２時間

よい。



3003 前橋温泉 クア･イ･テルメ 所在地 群馬県前橋市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ８．３ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H16年 6月 訪問回数 ７８ 回

＜コメント＞

病院併設の温泉。温泉はコンピュータで制御さ

れている。緑がかったお湯で、臭いもある。温め

が好きな私にとっては、やや熱めだが、とても落 料金 ６５０円

ち着き、いつまでも身体がポカポカ。

3004 渋川温泉 花湯スカイテルメリゾート 所在地 群馬県渋川市

泉質 弱アルカリ性等張性高温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ２００ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 10月 訪問回数 ２７ 回

＜コメント＞

特徴がある流線型の建物。高い所に温泉をあげ

るのでお湯に期待をしていなかったが、黄色がか

った油臭のお湯でなかなか濃いお湯。もちろん、 料金 平日 ６００円

景色もよい。 休日 ７００円

※ 2019年 4月に民営化

3005 相間川温泉 ふれあい館 所在地 群馬県高崎市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ６．９ 湧出量 １１０ ｌ／分

評価 ★★★★★

初回訪問日 H15年 10月 訪問回数 ５７ 回

＜コメント＞

日によって色が変わるらしいが基本的に濃い茶

色のお湯。七味のような湯の華がたくさん舞って

いて、強烈なお湯。すぐに湯あたりしてしまう。 料金 ５２０円(高崎市外)

私の温泉巡りのきっかけとなった温泉です。

3006 磯部温泉 恵みの湯 所在地 群馬県安中市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ７．１ 湧出量 １４９ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 11月 訪問回数 ２６ 回

＜コメント＞

磯部温泉郷にある公営の日帰り温泉施設。やや

黄色がかったお湯で肌がつるつるになる感じのお

湯で、気持ちがよい。地下には砂塩風呂がある。 料金 ５２０円



3007 箕郷温泉 まねきの湯 所在地 群馬県高崎市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ２１０ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H29年 10月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

料金が端数があって、別に入湯税とかで面倒。

お湯は、どの浴槽が温泉なのかわからないが、そ

れらしいのは黄色がかったカルキ臭が強いお湯。 料金 平日 ６５０円＋５０円

露天の炭酸泉がよかった。 休日 ７５０円＋５０円

3008 小野上温泉 さちのゆ 所在地 群馬県渋川市

泉質 アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ８．８ 湧出量 ５００ ｌ／分

評価 ★★★★☆

初回訪問日 H15年 11月 訪問回数 １７ 回

＜コメント＞

元々温泉センターでなめらかな、ぬるぬるの素

晴らしいお湯だったが、建物を建て替えて、施設

はきれいになったが、お湯はカルキ臭が少し強く 料金 ４１０円

なってしまい残念。

3009 草津温泉館 所在地 群馬県草津町

泉質 酸性低張性高温泉

ＰＨ １．５ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★★★★

初回訪問日 H16年 7月 訪問回数 ４ 回

＜コメント＞

珍しい酸性のお湯。ホテル併設の施設。草津で

もここはあまり混んでいないので、ゆっくり入れ

る。内湯は源泉投入口からの距離で温度が変わる。料金 ８００円

露天には洞窟風呂もありゆっくりできる。、

※ 2018年 7月閉館

3010 しんとう温泉 ふれあい館 所在地 群馬県北群馬郡榛東村

泉質 弱アルカリ性低張性温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ？ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H15年 11月 訪問回数 ３ 回

＜コメント＞

以前は中性、褐色のよい温泉だったが、一時温

泉がでなくなった。現在の泉質は弱アルカリ性。

カルキ臭が強かった。あがった後、長い時間、か 料金 ３００円(２時間まで)

らだがポカポカしていた。



3011 敷島温泉 ユートピア赤城 所在地 群馬県渋川市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．９ 湧出量 １５００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H15年 12月 訪問回数 １０ 回

＜コメント＞

プール併設の施設。船を創造させるような形の

施設。内湯、露天ともに広々とした浴槽に温泉が

注がれている。つるつるする感じの透明な温泉。 料金 平日 ５００円

休日 ６００円

※ 2019年 4月に民営化

3012 湯の道 利久 前橋南店 所在地 群馬県前橋市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．９８ 湧出量 ２３６ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H30年 4月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

２０１５年９月開店。フィットネス併設の新し

い施設できれい。施設は他の利久と同じような造

り。露天に源泉。透明泉だが石が茶色に変色して 料金 平日６５０円

いて黄色っぽく見える。 休日７５０円

3013 天然温泉 湯楽部 太田 所在地 群馬県太田市

泉質 弱アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ７．７ 湧出量 ３０.６ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H30年 4月 訪問回数 １ 回

＜コメント＞

以前、コロナの湯があった場所。カプセルホテ

ル併設の温泉。露天に天然温泉をふんだんに使っ

ている。お湯は透明泉でややぬるぬる感がある。 料金 平日６７０円

内湯には高濃度炭酸泉もある。 休日８２０円

3014 妙義ふれあいプラザ 妙義温泉 もみじの湯 所在地 群馬県富岡市

泉質 弱アルカリ性高張性低温泉

ＰＨ ７．７ 湧出量 ２ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H16年 4月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

内湯、露天ともに温泉浴槽。露天には、若干湯

の華が舞っていた。透明泉。露天からの眺めは、

山の上から下を見下ろす感じ。 料金 ５２０円



3015 よしおか温泉 リバートピア吉岡 所在地 群馬県吉岡町

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．２ 湧出量 ３５７ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 3月 訪問回数 １２ 回

＜コメント＞

道の駅併設の施設。内湯・露天共に大きな浴槽

に黄色がかった温泉がふんだんに注がれている。

温泉臭もあって身体が温まる。 料金 ４００円／４時間

3016 粕川温泉元気ランド 所在地 群馬県前橋市

泉質 アルカリ性低張性温泉/中性低張性温泉
ＰＨ ８．５/７．６ 湧出量 135ｌ/256ｌ／分
評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H16年 3月 訪問回数 ３ 回

＜コメント＞

２種類の源泉がある。ともに透明泉。露天には

大きな岩がたくさん並べられており、開放的な感

じがする。 料金 ５２０円

3017 高崎中尾温泉 天神の湯 所在地 群馬県高崎市

泉質 弱アルカリ性低張性高温泉

ＰＨ ７．６ 湧出量 ６００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 4月 訪問回数 １４ 回

＜コメント＞

内湯、露天共に大きな浴槽に温泉をかけ流して

いる。源泉浴槽は熱いと書いてあるが、入れない

程ではなかった。若干の茶褐色のお湯で湯の華が 料金 平日７００円

舞っている。 休日７５０円

3018 金島温泉 富貴の湯 所在地 群馬県渋川市

泉質 中性低張性低温泉

ＰＨ ６．６１ 湧出量 １０３ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H15年 11月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

内湯と露天に１つずつの浴槽があり、どちらも

源泉掛け流しとなっている。緑がかった茶色のお

湯で、キシキシするようなお湯。 料金 ４００円／２時間



3019 花の駅 片品 花咲の湯 所在地 群馬県利根郡片品村

泉質 アルカリ性低張性低温泉

ＰＨ ８．５ 湧出量 ４８０ ｌ／分

評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H15年 12月 訪問回数 ５ 回

＜コメント＞

広々とした敷地にあるきれいな施設。透明泉で、

アルカリ性の源泉がふんだんに投入されている。

露天からの眺めもよい。 料金 ６５０円／５時間

3020 高崎京ヶ島天然温泉 湯都里 所在地 群馬県高崎市

泉質 中性低張性高温泉

ＰＨ ７．３ 湧出量 ４６８ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H17年 9月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

高崎ＩＣからすぐ。温泉臭のあるやや濁りのあ

る温泉。内湯に１つの源泉浴槽。露天の浴槽は、

大露天風呂、大岩湯、石釜風呂とすべて源泉掛け 料金 ６８８円／３時間

流し。

3021 黄金の湯館 所在地 群馬県渋川市

泉質 中性低張性温泉

ＰＨ ６．３ 湧出量 ５０００ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H21年 8月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

ホテル併設の施設。露天は、混合湯で加水して

いるが、内湯の１つは黄金の湯をかけ流している。

茶色いお湯で、肌触りがキシキシしているかんじ 料金 ６８０円 (～１５時)

がした。 ９８０円 (１５時～)



3022 あいのやまの湯 所在地 群馬県前橋市

泉質 弱アルカリ性高張性高温泉

ＰＨ ７．９ 湧出量 ７５１ ｌ／分

評価 ★★★☆☆

初回訪問日 H16年 2月 訪問回数 ２ 回

＜コメント＞

道の駅併設になった施設。プールもある。内湯

と露天に大きな温泉浴槽がある。内湯には若干の

油臭があったが、露天ではカルキ臭がして、残念 料金 ５２０円

だった。

3023 富士見温泉 見晴らしの湯 ふれあい館 所在地 群馬県前橋市

泉質 中性高張性高温泉

ＰＨ ６．８ 湧出量 126.9ｌ／分
評価 ★★☆☆☆

初回訪問日 H15年 12月 訪問回数 ６ 回

＜コメント＞

道の駅併設になって、施設の内部もきれいにな

った。温泉は無色透明。すべすべ感有り。内湯は

やや熱めでカルキ臭あり。露天の方が適温で温泉 料金 ５２０円

臭があった。露天からの景色もよい。

ＨＯＭＥ 温泉ＨＯＭＥ
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