「物味湯産手形」有効期限延長受付施設一覧表
エリア

市町村

阿智村

施設名

ＴＥＬ

各施設の最新営業状況をご確認のうえ手続きください。
〒

住所

定休日

（最新情報はこちらよりご確認ください）

営業時間/その他

尾張あさひ苑

0265-43-3180 395-0304 下伊那郡阿智村智里331-7

http://www.owariasahien.jp/

年10日前後休館有り

12:00～15:00入館まで

阿智村保養センター 鶴巻荘

0265-43-2320 395-0304 下伊那郡阿智村智里332-4

http://tsurumakisou.com/

不定休

11：00～14：00
10：00～21：30
（最終受付20：30）
11:00～15:00

阿智村公営施設
湯ったり～な昼神

0265-43-4311 395-0304 下伊那郡阿智村智里370-1

http://yu-tari.com/

火曜日
（祭日の場合営業）

野熊の庄 月川

不定休

0265-44-2321 395-0304 下伊那郡阿智村智里4092-7

http://gessen.jp/

阿智☆昼神観光局
（ACHIBASE)

0265-43-3001 395-0304 下伊那郡阿智村智里338-25

http://hirugamionsen.jp/cente
年中無休
r

阿南温泉 かじかの湯

0260-22-2000 399-1505 下伊那郡阿南町富草4923

https://kajikanoyu.com/

水曜日
（祝日は営業）

10：00 ～ 19：00
（最終受付18：30）

なごみの湯殿 砂払温泉

0265-22-1209 395-0062 飯田市砂払町1-695

http://www.sunaharai.jp/

年中無休
（年末年始は除く）

11:00〜22:00
（最終受付21:30）

まちなかインフォメーション
センター

0265-22-4851 395-0044 飯田市本町1-2 本町プラザ内

http://msnav.com/

年中無休
（年末年始は除く）

平日（3月～11月） 8:30～18:30
土日祝 8:30～17:30

飯田駅観光案内所

0265-52-2946 399-2566 飯田市上飯田5356

http://msnav.com/

年中無休
（年末年始は除く）

8:30～17:30

飯田インター観光案内所
[㈱南信州観光公社]

0265-28-1747 395-0152 飯田市育良町1-2-1 りんごの里内

http://msnav.com/

年中無休
（年末年始は除く）

8:30～17:30

天龍村

天龍温泉 おきよめの湯

0260-32-3737 399-1202 下伊那郡天龍村神原5786-14

http://www.villtenryu.jp/okiyome_spa/

火曜日
（祭日の場合営業）

10:00～21:00
（最終受付20:00)

平谷村

信州平谷温泉 ひまわりの湯 0265-48-2911 395-0601 下伊那郡平谷村252

https://hirayahimawarinoyu.com/

12月～3月 水曜日

10:00～20:00
（最終受付 19:00）

広小路プラザ

0264-22-2766 397-0001 木曽郡木曽町福島5084

http://www.kisoji.com/kisoji/i
毎週木曜日・年末年始
nfo/index.html

9:30～17:30
冬期 9:30～16:30

木曽町観光協会
木曽福島駅前案内所

0264-22-4025 397-0001 木曽郡木曽町福島2012-10

https://visitkiso.com/interest
年中無休
s/170/detail/

9:00～17:00

下諏訪町産業振興課観光係

0266-27-1111 393-8501 諏訪郡下諏訪町4613番地8

https://shimosuwaonsen.jp/

土日祝・年末年始

8:30～17:15

門前ひろば 食祭館

0266-26-4931 393-0051 諏訪郡下諏訪町5522番地2

https://shokusaikan.net/

年中無休

10:00～18:00

下諏訪観光案内所

0266-28-2231 393-0056 諏訪郡下諏訪町5317番地

https://shimosuwaonsen.jp/

水曜日

9:00～17:30

しもすわ今昔館おいでや

0266-27-0001 393-0015 諏訪郡下諏訪町3289番地

https://konjakukan-oideya.jp/

年中無休
（臨時休館の場合あり）

9:00～17:00

諏訪市観光案内所

0266-58-0120 392-0004 諏訪市諏訪1-1-18JR上諏訪駅内

https://www.suwakanko.jp/

年末年始

9:00～17:30

岡谷市観光協会

岡谷市幸町8-1
0266-23-4854 394-0029 （岡谷市役所4Ｆ 産業振興部商業観光 http://www.kanko-okaya.jp/
課内）

土日祝・年末年始

9:00～17:00

信州金熊温泉明日香荘

0261-26-2301 399-7301 大町市八坂1160

http://asukasou.net/

年中無休

10:00～20:00
（最終受付19:30）

黒部観光ホテル

0261-22-1520 398-0001 大町市平2822

https://www.kurokan.com/

不定休

営業日 7月23日～7月26日
8月 1日～8月23日

アルプス温泉博物館
湯けむり屋敷 薬師の湯

0261-23-2834 398-0001 大町市平2811-41

http://o-yakushinoyu.com/

年中無休

10：00～21：00
（最終受付20：30）

大町コミニュティセンター
上原の湯

0261-22-2759 398-0001 大町市平1955-446

https://www.s第２．４火曜日
seiun.co.jp/shisetsu/wappara/

9:00～20:00
（最終受付19:30）

大町市観光案内所

0261-22-0190 398-0002 大町市大町3200 JR信濃大町駅内

https://kanko-omachi.gr.jp/

8:30～17:15

白馬村観光局
インフォメーション

北安曇郡白馬村北城5497
0261-85-4210 399-9301 Ｓｎｏｗ Ｐｅａｋ ＬＡＮＤ ＳＴＡＴＩＯＮ
ＨＡＫＵＢＡ内

https://www.vill.hakuba.nagan 水曜日(GW 7/20～8/31
o.jp/index2_spring.html
12/10～3/31無休）

阿南町
伊那路

飯田市

木曽路

2020年8月11日現在

施設ホームページ

木曽町

9：00～17：30

下諏訪町
諏訪

諏訪市
岡谷市

大町市

日本アルプス
白馬村

松本市

安曇野市

12/30～1/3

11：00～17：00

https://michino9:00～19:00
eki.hakubakousha.com/infomat 火曜日定休（祝日の場合翌日）
＜期間4月～7月中旬と11月～12月＞
ion/
http://www.matsutake不定休
10：00～19：00
sansou.jp/

道の駅白馬

0261-75-3880 399-9211 北安曇郡白馬村神城21462-1

穴沢温泉松茸山荘
別館東山館

0263-64-2102 399-7403 松本市穴沢756

松本市観光情報センター

松本市大手3-8-13松本市役所
0263-39-7176 390-0874
大手事務所1F

https://www.matsumototca.or.jp/association/tic

12/29～1/3

9:00～17:45

松本市観光案内所

0263-32-2814 390-0815 松本市深志1-1-1 松本駅

https://www.matsumototca.or.jp/association/tic

12/29～1/3

9:00～17:45

安曇野市観光情報センター

安曇野市穂高5952-3
0263-82-9363 399-8303
ＪＲ穂高駅前

https://www.azumino-etabi.net/

12/29～1/3

9：00～17：30(4～10月)
9：00～17：00(11～3月)

エリア

市町村

施設名

霊泉寺温泉 共同浴場

上田市

小海町
東信州

ＴＥＬ

〒

住所

080-1261-8432 386-0321 上田市平井2531

営業時間/その他

7:00～21:00

https://www.ueda毎週水曜日
10:00～21:30
rpc.or.jp/facility/utsukushinoy
（祝日の場合は翌日）
（最終受付21:00）
u.html
土・日・祝日手形利用除外
http://www.unkeisou.com/
10:00～15:00
日

0268-85-3900 386-0508 上田市上武石1454-3

岳の湯温泉 雲渓荘

0268-85-2263 386-0504 上田市武石小沢根578

上田市観光会館売店

0268-25-4403 386-0024 上田市大手2-8-4 1F

http://www.uedacb.gr.jp/member/00_conventio 年中無休
nshop.html

9:30～18:00

北陸新幹線上田駅観光案内
所

0268-26-5001 386-0025 上田市天神1-1887-3

https://www.city.ueda.nagano.
年末年始
jp/site/kankojoho/5826.html

9:00～18:00

ゆきむら夢工房

0268-72-2204 386-2201 上田市真田町長6090-1

https://www.city.ueda.nagano.
年末年始
jp/soshiki/ssangyo/2828.html

8:30～17:15

丸子観光協会

http://www.onsen上田市上丸子1612
0268-42-1047 386-0404
navi.net/qr丸子地域自治センター 産業観光課内
site/1000352.shtml

土・日・祝日､年末年始

8:30～17:15

北八ヶ岳松原湖温泉
八峰の湯

0267-93-2288 384-1103 南佐久郡小海町大字豊里5918-2

http://www.yahho-onsen.jp/

不定休

10：00～21：00
（最終受付20：00）

佐久市振興公社

0267-62-0214 385-0043 佐久市取出町183

http://www.shinkousaku.or.jp/

土・日・祝日､年末年始

8:30～17:00

佐久平駅プラザ佐久

http://www.shinkou0267-68-7433 385-0028 佐久市佐久平駅東1-1 佐久平駅併設
saku.or.jp/plazasaku/

年中無休

10:00～18:00

軽井沢観光案内所
（軽井沢駅内）

0267-42-2491 389-0102

北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178
軽井沢駅北口構内3F

https://karuizawakankokyokai.jp/18912/

年中無休

軽井沢観光案内所
（くつかけテラス内）

北佐久郡軽井沢町大字長倉3041-2
0267-45-6050 389-0111
（中軽井沢駅構内）

https://kutsukaketerrace.info/

年中無休

https://www.town.karuizawa.lg
.jp/www/contents/100100000
0682/index.html
https://www.town.karuizawa.lg
.jp/www/contents/143736402
1604/index.html
http://www.tomikosya.com/mimakinoyu/mimak
inoyu.html
http://tomikosya.com/yurari/

9:00～17:30
＜ＧＷ、夏季：9:00～18:30
＞
8:30～17:00
（昼休：12:00～13:00）

年末

9:00～17:00
＜ＧＷ、夏季：9:00～18:00
＞

年末年始

9:00～17:00

毎月第3木曜日

10:00～21:00
（最終受付20：30）

第３水曜日

10:00～21:00
（最終受付20：30）

軽井沢観光会館

0267-42-5538 389-0102 北佐久郡軽井沢町軽井沢739-2

軽井沢町観光振興センター

0267-41-3850 389-0102 北佐久郡軽井沢町軽井沢470-3

布引温泉 御牧乃湯

0268-67-3467 389-0402 東御市布下35-4

みづほ温泉 湯楽里館

0268-63-4126 389-0505 東御市和3875

戸狩温泉 暁の湯

0269-65-2648 389-2411 飯山市豊田6530

http://www.togarionsen.jp/tou
不定休
r/spa/akatuki.php?catid=5

いいやま湯滝温泉

0269-65-3454 389-2602 飯山市一山1898

http://www.yutakionsen.net/

火曜日
（祝日は営業）

10:00～21:00
（最終受付20:30）

http://bunkahokuryukan.com/

2020年9月1日～
2021年1月16日まで休館

11:00～17:00
(最終受付16:30）

水曜日

10:00～13:30

東御市

飯山市

定休日

武石温泉 うつくしの湯

佐久市

軽井沢町

施設ホームページ
（最新情報はこちらよりご確認ください）

http://www.reisenjionsen.com
年中無休
/

いいやま北竜温泉文化北竜館 0269-65-3121

389-2322 飯山市瑞穂7332-2

10:30～21:00
（最終受付20：30）

Redwood Inn

026-242-2418 382-0817 上高井郡高山村大字奥山田3681-347 https://redwoodinn.jp/

信州高山温泉郷観光協会

026-242-1122 382-0816 上高井郡高山村大字奥山田3579-1

http://shinshu-takayamaonsenkyo.com/

第３水曜日

9:00～17:45

戸倉国民温泉

026-275-0457 389-0804 千曲市戸倉芝宮2228-2

http://www016.upp.sonet.ne.jp/kokumin-spa/

第一火曜日が多い

8:45～21:45

信州千曲観光局

026-275-1326 389-0821 千曲市上山田温泉2-12-10

https://chikuma-kanko.com/

年末年始

9:15～18:00

坂井銘醸株式会社

026-276-7205 389-0804 千曲市戸倉1855-1

http://www.sakagura.co.jp/sa
毎月曜日
kaimeijo/index.html

11:00～15:00
1700：～20：00

長嶺温泉

0269-26-1010 383-0065 中野市田麦338

https://www.nakanokanko.jp/s
年中無休
pots/13

10:00～22:00

高山村

千曲市

北信濃

体験交流施設 まだらおの湯 0269-38-3000

389-2104 中野市永江8156-649

中野市

火曜日定休
（祝日・盆・年末年始除
く））

https://nakanoipc.jp/facilities/shisetsu01_1.p 木曜日
hp?p=list
https://www.city.nakano.naga
年中無休
no.jp/docs/2014011603080/

信州中野観光センター

0269-23-5581 383-0053 中野市草間1539-1

国民宿舎 松代荘

026-278-2596 381-1221 長野市松代町東条3541

https://www.matusirosou.com ６月１日～１０月２日まで
/
日帰り入浴不可

延長手続きは、可能

川中島温泉 テルメDOME

026-214-6660 381-2226 長野市川中島末今井1780-1

https://www.kawanakajimaons
年中無休
en.com/

10:00～24:00
（最終受付23:30）

豊野温泉 りんごの湯

026-257-6161 389-1106 長野市豊野町石417

https://ringonoyu.co.jp/

毎月第４火曜日

10:00～22:00
（最終受付 21:30）

長野県観光機構

026-234-7165 380-8570 長野市南長野幅下692-2 長野県庁1F

https://www.naganotabi.net/sc/kyokai/

土・日・祝日､年末年始

8:30～17:15

026-247-4880 381-0211 上高井郡小布施町大字雁田1311

https://obuseakebinoyu.co.jp/

毎月第３木曜日

7:00～20:00
（最終受付 19:30）

小布施温泉 あけびの湯

愛知県 長野県名古屋観光情報センター
大阪府

10:00～21:00
（最終受付20:30）

0269-23-2686 383-0033 中野市大字間山956

東京都 銀座ＮＡＧＡＮＯ観光情報センター 03-6274-6017 104-0061 東京都中央区銀座5-6-5 ＮＯＣＯ2階 https://www.ginza-nagano.jp/ 年末年始
県外

10:00～21:00
（最終受付20:30）

ぽんぽこの湯

長野市

小布施町

https://www.furusatotoyota.com/madaraonoyu

名古屋市中区栄4-16-36
052-263-4118 460-0008 久屋中日ビル4階

長野県大阪観光情報センター 06-6341-8205

530-0001

大阪市北区梅田1-3-1-800
大阪駅前第一ビル8Ｆ

9：00～18：00

10:30～20:00

https://www.pref.nagano.lg.jp/
土・日・祝日､年末年始
nagoyajimu/index.html

8:30～17:15

https://www.pref.nagano.lg.jp/
土・日・祝日､年末年始
osakajimu/index.html

8:30～17:15

