
エリア 施設名 電話  住所 営業時間 家族風呂 定休日 参考料金　※変動あり、要問合せ

中心部
百歳の湯

（ニューグロリア大分ホテル内）
０９７-５３４－６４２１ 寿町11-31

24時間
（月曜11：30～14：00、女湯のみ毎日

早朝4：00～5：00は休み）
× なし

男性　900円
女性　500円

中心部
都の湯

ホテルクラウンヒルズ大分
０９７-５７３－７５５８ 都町4-3-12

15：00～深夜1：00
【土・日・祝】13：00～深夜1：00

（22：00受付終了）
× なし 中学生以上：450円、小学生：250円、幼児170円

中心部 府内温泉 ０９７-５３７－２５００
府内町3-3-8
府内トレス1F

14：00～23：00
（22：30受付終了）

〇 火曜
中学生以上：550円、小学生以下：300円

家族風呂：60分　2,500円～

中心部 あたみ温泉 ０９７-５３２－４３２４ 末広町1-3-4 14：00～23：00 × 火曜 中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

中心部 シティスパてんくう ０９７-５１３－２６４１ 要町1-14 11：00～深夜0：00 × 不定休
中学生以上：1,600円、3才以上：900円

ヒーリングプラン（中学生以上のみ）：2,000円
※特別料金適用期間あり

中心部
金池温泉

（ホテルクドウ大分内）
０９７-５３２－３９８１ 金池町1-11-6 11：00～22：00 × なし 中学生以上：400円、小学生：200円、小学生未満無料

中心部 あしかり旅館 ０９７-５４５－４８９６ 六坊北町3-27 17：00～22：00 × なし 中学生以上：200円、小学生：150円、幼児無料

中心部 錦温泉 ０９７-５３２－０７０３ 錦町2-3-15 15：00～22：00 ×
月曜

祝日の場
合は翌日

中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

西大分 神崎温泉　天海の湯 ０９７-５３７－７７８８ 神崎62-8
8：00～深夜1：00

【木】12：00～深夜1：00
家族湯10：00～深夜1：00

〇 なし
中学生以上：500円、小学生以下：200円（3才以下無料）

家族風呂：50分　2,000円～

西大分 新湊温泉 ０９７-５３７－８８００ 生石4-3-15 12：00～深夜0：00 〇 なし
中学生以上：300円、小学生：200円、幼児：100円

家族風呂：30分　700円、45分　1,000円、60分　1,300円

西大分 まるた屋温泉　西方の湯 ０９７-５１４－０２６８ 駄原2368-3 9：.00～22：00 〇 火曜
中学生以上：500円、小学生：200円、幼児：100円

家族風呂：50分　2,000円～

西大分 王子温泉 ０９７-５３２－８４３８ 王子中町8-27 16：00～21：30 ×
土曜

盆・正月
中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

南大分・賀来 天然温泉　天の川 ０９７-５４５－１１２６
田中町3-1-8

9：00～深夜2：00
（深夜1：00受付終了）

〇 なし
中学生以上：400円、小学生以下：150円、3才以下無料

家族風呂：60分　2,000円～

南大分・賀来 みやざき郷温泉 ０９７-５６９－２０４０ 宮崎1018-1 13：00～23：00 × 水曜 高校生以上：300円

南大分・賀来 大分キャセイホテル温泉 ０９７-５４９－２８９０ 賀来1261-1
10：00～23：00

【日・祝】早朝6：00～深夜1：00
〇 なし

中学生以上：400円、小学生：150円、幼児：50円
家族風呂：60分　1,500円～　その後30分毎に＋500円
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牧・高城 下郡温泉 ０９７-５６９－２８４８ 下郡3475-1 14：00～22：00 〇 木曜
中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

家族風呂：30分　500円～　その後30分毎に＋500円

牧・高城 甚吉の湯 ０９７-５７８－６８１８ 今津留2-5-19 12：00～22：00 × 水曜 300円

牧・高城 クリスタル温泉 ０９７-５５２－２０７０ 下郡1699-1 11：00～23：00 〇 なし
中学生以上：350円（サウナ込）、小学生：150円、

幼児：70円
家族風呂：45分　1,000円～、60分　1,300円～

牧・高城 良の湯　舞千花 ０９７-５２９－５５２６ 東原2-1-18 10：00～深夜0：00 〇 なし
大浴場：700円、2人湯：60分　2,000～

2～3人湯：60分　2,500円～　※小学生以下利用不可

牧・高城 天然町温泉 ０９７-５５８－２８０５ 明野北5-1-43 6：30～10：00、12：00～22：00 × なし
12才以上：300円、6才以上12才未満：150円

6才未満：70円

牧・高城 明野アサヒ温泉 ０９７-５５３－１１２６ 明野東1-2-10
5：00～9：00/12:00～翌2：00

【土・日・祝】5：00～翌2：00
【第3水曜】17：00～翌2：00

〇 なし
中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

家族風呂：60分　2,000円～

牧・高城 おおいた温泉物語　三川の湯 ０９７-５５６－５１００ 三川新町1-1-11
【平・祝】10：00～深夜1：00

【土・日】24時間
〇 なし

中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円
家族風呂：50分　1,000円～

鶴崎・大在
天然温泉　源泉かけ流しの宿

鶴崎ホテル
０９７-５２２－０７１１ 皆春1638

家族風呂：24時間
大浴場（男性専用）
14：00～深夜0：00

【土・日・祝】12：00～深夜0：00

〇 なし
中学生以上：380円、小学生以下：180円

家族風呂～17：00　900円、17：00～　1,800円（要予約）

鶴崎・大在 宝珠温泉　こがね湯 ０９７-５２７－５７２４ 森町358-99 16：00～20：00 × 木曜 中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：70円

鶴崎・大在 ぶんご温泉　高田の湯 ０９７-５２３－３３３２ 下徳丸36-1 12：00～深夜0：00 × なし 中学生以上：350円、小学生：140円、小学生未満：70円

鶴崎・大在 丹生温泉　和みの湯 ０９７-５２２－１６１０ 丹生1189
12：00～21：00

（20：30受付終了）
× 第2水曜

12才以上：310円、6才以上12才未満：140円
6才未満：70円

鶴崎・大在 天然温泉　ニューおおざい ０９７-５２２－４１８１ 大在北1-4-7 11：00～23：00 × なし 高校生以上：300円、小・中学生：150円、幼児(3才以上)：50円

鶴崎・大在
ホテルトパーズ大在駅前

黄玉の湯
０９７-５３５－７１０１ 横田1-21-8 12：00～22：00 × なし 中学生以上：470円、小学生：270円、小学生未満無料

滝尾・敷戸 いかりやま温泉 ０９７-５６９－５６４８ 片島577-3 15：00～21：30 〇
火曜

中学生以上：380円、小学生：150円、幼児：50円
家族風呂：100分　2,000円～、夏期のみ平日15～18時まで

家族風呂：100分　1,500円

滝尾・敷戸 鴛野温泉　はまなるの湯 ０９７-５５４－７１００ 鴛野984
9：00～深夜2：00

（深夜1：00受付終了）
〇 なし

中学生以上：500円、4才～小学生：250円、3才以下無料
家族風呂：60分　1,800円～、大浴場＋岩盤浴セット

大人980円　※時間無制限

松岡（ドーム周辺） 希感舎の湯 ０９７-５２４－６５５１ 松岡6717
11：00～22：00

【土・祝前日】11：00～16：00
× なし 中学生以上：400円、小学生：200円、幼児：100円

野津原 塚野鉱泉　共同浴場 ０９７-５４１－０００８ 廻栖野21 12：00～20：00 × なし 中学生以上：200円、小学生：100円、小学生未満無料
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