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③見市温泉旅館

宿泊施設名 住所 電話番号 予約方法

 ㉑ きむら荘   八雲町熊石鮎川町55 01398ｰ2ｰ3426

 ㉒ 桝井旅館   八雲町熊石雲石町62 01398ｰ2ｰ3038

 ㉓ 民宿　ささや   八雲町熊石見日町257 01398ｰ2ｰ3423

宿泊施設名 住所 電話番号 予約方法

 ⑨ 民宿　まるみ   八雲町本町125 0137ｰ62ｰ2734

 ⑩ 八雲館   八雲町本町213 0137ｰ62ｰ2041

 ⑪ 旅館　二海   八雲町本町212 0137ｰ63ｰ2021

 ⑫ ビジネスホテルフレスコ本館   八雲町本町125 0137ｰ62ｰ2100

 ⑬ ビジネスホテルフレスコ別館　  八雲町本町207 0137ｰ62ｰ4111

 ⑭ マルナカ旅館   八雲町本町203 0137ｰ63ｰ3121

 ⑮ 山形屋旅館   八雲町本町193 0137ｰ63ｰ2746

 ⑯ ゲストハウスＳＥＮＴŌ   八雲町末広町30 0137ｰ66ｰ5526

 ⑰ 民宿　浜松   八雲町浜松763ｰ34 0137ｰ63ｰ4075

 ⑱ 海洋開発機構（民泊）   八雲町東野52 090ｰ8344ｰ3311

 ⑲ 民宿　やかた   八雲町落部484 0137ｰ67ｰ3040

 ⑳ 千葉農園（民泊）   八雲町落部749ｰ3 0137ｰ67ｰ4022

住所：八雲町東雲町115-1
TEL： 0137-63-4132

住所：八雲町立岩201-8
TEL： 0137-64-2626
営業時間：12:30～21:30(年始休み)
※年末は時間を変更しての営業（要問合せ）
料金：大人 450円
　　　小学生 140円
　　　6歳未満 70円
泉質：ナトリウムー塩化物強塩泉

一番の魅力はなんといっても噴火湾が一望できる露天風呂。
海が見える露天風呂は町内ではここだけ！噴火湾パノラマパークが
近いので、キャンプやバーベキューなどのアウトドアを存分に楽し
んだ後に利用するのもおすすめです。

住所：八雲町上の湯162-1
TEL：0137-67-2011
日帰り温泉営業時間：11:00～20:00

日帰り温泉料金：大人 600円
　　　　　　　　4歳～12歳 300円
泉質：ナトリウムー塩化物・硫酸塩泉

④ 八雲温泉　おぼこ荘

温泉を掘り当てた日が大正天皇の銀婚式だったことから銀婚湯と名
付けられ、銀婚式に合わせてお祝いに利用する方も多い温泉。
宿泊者限定の野湯もあり、四季折々の景色の中でゆっくりと温泉を
楽しむことができます。

① 温泉ホテル　八雲遊楽亭 ② パシフィック温泉ホテル　清龍園

住所：八雲町上の湯199
TEL：0137-67-3111
日帰り温泉営業時間：12:00～16:00
（月曜休み　※祝日の場合は翌日）
日帰り温泉料金：大人 700円
　　　　　　　　3歳～12歳 350円
泉質：ナトリウム一塩化物等

③ 温泉旅館　銀婚湯

住所：八雲町熊石平町329
TEL：01398-2-4126
日帰り温泉営業時間：11:00～21:00
日帰り温泉料金：大人 500円
　　　　　　　　7歳～12歳 220円
泉質：ナトリウムー塩化物泉

⑤ 見市温泉旅館 ⑥ 熊石ひらたない荘

明治時代から伝わる源泉かけ流しの由緒正しい温泉で、湯治宿とし
ての利用もできます。見市川のすぐそばに位置しており、露天風呂
ではその壮大な景色が臨めます。都会の喧騒から離れて長期でゆっ
くりとした時間を過ごすのもおすすめです。

⑦ 熊の湯
野湯

宿泊施設温泉宿

公衆浴場

住所：八雲町鉛川622
TEL：0137-63-3123
日帰り温泉営業時間：11:00～16:00
　　　　　　　　※16:00 閉館となります。
日帰り温泉料金：大人 600円
　　　　　　　　7歳～12歳 300円
泉質：塩化物・炭酸水素塩泉

住所：八雲町浜松152
TEL：0137-63-4126
日帰り温泉営業時間：11:00～21:00
日帰り温泉料金：大人  550円　
　　　　　　　　7歳～12歳 250円
　　　　　　　　3～6歳 100円
泉質：ナトリウムー塩化物泉

住所：八雲町熊石平町
TEL：01398-2-3111
（八雲町熊石総合支所）
料金：無料
利用可能期間：5月～10月末まで
　　　　　　　（24時間入浴可能）
※11月～4月下旬までは冬季閉鎖
泉質：ナトリウムー塩化物泉

熊石の山奥にある、秘境感たっぷりの野湯。岩のくり抜きが湯船に
なっており、温泉の真横を平田内川が豪快に流れています。脱衣所
もあるので野湯が初めての方でも安心して入浴することができます
が、その名の通り熊も出没する場所にあるので注意が必要です！

おぼこ岳の麓にあることから名前がつけられたおぼこ荘は、大きな
岩に囲まれた露天風呂が特徴で、四季によって様々な景色を楽しむ
ことができます。大露天風呂は鉄分の多い茶褐色の湯で保温効果が
あり、湯冷めしにくいのが特徴です。

住所：八雲町熊石大谷町13
TEL：01398-2-2002
日帰り温泉営業時間：9:00～21:00
日帰り温泉料金：大人 500円
　　　　　　　　7歳～12歳 300円
泉質：ナトリウムー塩化物泉

八雲地区

⑧ 和の湯

社長が温泉を掘り当てたいという一心で実家の土地を掘り、温泉を
掘り当てたという衝撃的なエピソードを持つ公衆浴場。
地元のサウナ好きからも人気のサウナや、疲れた体に良く効く塩化
物強塩泉のお風呂がおすすめです！

熊石地区

アクセス

湯
処
・
宿

湯
処
・
宿

タクシー
八雲ハイヤー

TEL：0137-62-2175
エスジーハイヤー
TEL：0137-62-4185

旭ハイヤー
TEL：01398-2-3167

JR 特急「北斗」　函館駅～八雲駅→約1時間 
              　　札幌駅～八雲駅→約2時間40分

函
館
バ
ス

［八雲地区］・函館駅前～八雲駅前→約2時間20分
　　　　　　・瀬棚市街～八雲駅前 →約1時間30分
　　　　　　・長万部駅前～八雲駅前→約50分

［熊石地区］江差ターミナル～熊石→約1時間20分

車 札幌市内から道央自動車道を利用
→約3時間
函館市内から道央自動車道を利用
→約1時間30分
八雲駅から熊石地区まで
→約40分

地下１２０ｍから９８度の高温で自噴する全国的にも珍しい温泉。
広大な敷地内にある庭園露天風呂では、花見・月見・紅葉・雪見と
自然を感じながらゆっくりと入浴を楽しめます。自然の中でお風呂
に入ると心も体もリフレッシュできること間違いなしです！

サウナあり TEL・ネット予約可 サウナあり

TEL予約可

サウナあり

TEL

TEL・ネット予約可

TEL

ネットTEL

TEL

TEL

ネット

TEL

ネット

熊石名産のあわびをかたどったジャグジー ｢あわび風呂｣が楽しめる
温泉。熊石青少年旅行村から歩いて行ける距離なので、アウトドア
を楽しんだ後に温泉でゆっくりと体を癒すことができます。
露天風呂で熊石の広大な自然を楽しむのもおすすめです。

TEL

TEL ネット

TEL

TEL ネット

TEL

TEL

TEL

TEL

TEL

※時間は変更になる場合がございます

TEL予約可

TEL・ネット予約可TEL・ネット予約可

レンタカー
○ ボデーショップ八雲

○ 足立電気自動車工業所
住所：八雲町内浦町135
TEL：0137-63-3232

HP予約 電話予約

電話予約

来店受付

サウナあり

※要問合せ

※温泉によって泉質が異なります

A

B

レンタサイクル
○ 高橋モーターサイクル

住所：八雲町本町265
TEL：0137-62-2375

○ 川口自転車商会
住所：八雲町元町43-1
TEL：0137-63-2737

電話予約

来店受付

D

E

予約バス
・八雲地区～熊石地区間
・熊石地区内

※八雲地区内のみでの利用はできません
 TEL：0120-15-2175(八雲ハイヤー)

・熊石地区～太田(せたな)
電話予約

TEL：01398-4-5062(東ハイヤー)
電話予約

※受付時間：8:30～17:30
                           （月～金曜＆第1・第3・第5土曜）

※受付時間：8:30～17:30 
                           （月～土曜）

※受付時間：8:00～18:00

※受付時間：9:00～17:00
                           （月～土曜）

WEB版マップと
アクセス情報は
こちらから

(熊石地区)

○ Honda Cars 道南 八雲店
住所：八雲町内浦町237-11
TEL：0137-62-2543

C

電話予約 ※受付時間：9:00～18:00
　　　　　　（水～日曜）発行元：八雲町地域おこし協力隊

https://www.google.com/search?q=%E3%82%84%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%8E%E3%81%AE%E6%B9%AF+%E5%85%AB%E9%9B%B2&rlz=1C1GCEB_enJP962JP962&oq=yawaraginoyu+&aqs=chrome.1.69i57j0i4i512l9.3972j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

