
市町村名 利用施設名称・屋号 利用施設所在地 現在の利用状況/泉質

甲府市 甲府市南部市民センター 甲府市下今井町15 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉　

甲府市 甲府市南部市民センター温泉スタンド 甲府市下今井町15 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉　

甲府市 甲府市上九の湯ふれあいセンター 甲府市古関町1174 カルシウム･ナトリウム-硫酸塩泉　

甲府市 甲府市上九の湯ふれあいセンター（温泉スタンド） 甲府市古関町1177 カルシウム･ナトリウム-硫酸塩泉　

甲府市 玉諸福祉センター 甲府市向町568 単純温泉　

甲府市 甲府市緑が丘スポーツ公園屋外水泳場 甲府市緑が丘２丁目８番１号 単純温泉（低張性中性低温泉）

富士吉田市 富士吉田市温泉自動給湯(温泉スタンド) 富士吉田市上吉田2288-1 カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉

都留市 芭蕉　月待ちの湯 都留市戸沢字小沢874-1 アルカリ性単純温泉　

山梨市 山梨市営温泉スタンド「みとみ」　（温泉スタンド） 山梨市三富下釜口447 アルカリ性単純温泉　

山梨市 山梨市三富温泉休憩施設「みとみ　笛吹の湯」 山梨市三富下釜口447 アルカリ性単純温泉

山梨市 山梨市老人健康福祉センター（温泉スタンド） 山梨市小原西649-1 アルカリ性単純硫黄温泉

山梨市 山梨市老人健康福祉センター 山梨市小原西649-1 アルカリ性単純硫黄温泉

山梨市 山梨市窪平温泉保養施設花かげの湯 山梨市牧丘町窪平453-1 アルカリ性単純温泉

山梨市 山梨市花かげの郷まきおか　鼓川温泉　（温泉スタンド） 山梨市牧丘町牧平262 アルカリ性単純温泉

山梨市 山梨市花かげの郷まきおか「鼓川温泉」 山梨市牧丘町牧平262 アルカリ性単純温泉

韮崎市 韮崎市老人福祉センター 韮崎市大草町若尾1680 単純温泉

韮崎市 大草デイサービスセンター　こぶし荘 韮崎市大草町若尾1680 単純温泉

韮崎市 韮崎市健康ふれあいセンター ゆ～ぷるにらさき 韮崎市中田町中條１８００番地１ ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

南アルプス市 金山沢温泉 南アルプス市芦安芦倉1525 アルカリ性単純温泉　

南アルプス市 南アルプス市営白峰会館公衆浴場 南アルプス市芦安芦倉1570 アルカリ性単純温泉

南アルプス市 市民プール（遊･湯ふれあい公園　後楽園スポーツクラブ） 南アルプス市鏡中条3782 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

南アルプス市 さくらの里いこいの家 南アルプス市鏡中条3882 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

南アルプス市 天恵泉白根桃源天笑閣 南アルプス市駒場147-18 アルカリ性単純温泉

南アルプス市 天恵泉白根桃源天笑閣　温泉スタンド 南アルプス市駒場147-18 アルカリ性単純温泉

南アルプス市 やまなみの湯（温泉スタンド） 南アルプス市西南湖1299-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素泉　

南アルプス市 南アルプス市交流施設　やまなみの湯 南アルプス市西南湖1299-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉　

南アルプス市 南アルプス市農業体験実習館　（樹園） 南アルプス市野牛島2722 ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉　

南アルプス市 デイサービスゆうかり 南アルプス市野牛島2727 ナトリウム－塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉

北杜市 アクアリゾート清里 北杜市高根町清里3545-5 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

北杜市 たかねの湯 北杜市高根町箕輪新町95 単純温泉

北杜市 スパティオ小淵沢 北杜市小淵沢町2968-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

北杜市 健康増進施設　健康ランド須玉 北杜市須玉町若神子3900-1 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

北杜市 みずがきランド 北杜市須玉町小尾8842-1 ナトリウム・カルシウム－塩化物泉

北杜市 増富の湯 北杜市須玉町比志6438 含二酸化炭素－ナトリウム－塩化物泉

北杜市 泉温泉健康センター（温泉スタンド） 北杜市大泉村谷戸1880 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉

北杜市 甲斐大泉温泉　パノラマの湯 北杜市大泉町8240-1 ナトリウム-炭酸水素塩泉

北杜市 甲斐大泉温泉（温泉スタンド） 北杜市大泉町8240-1 ナトリウム-炭酸水素塩泉

北杜市 八ヶ岳いずみ荘 北杜市大泉町西井出8240-1 ナトリウム-炭酸水素塩泉

北杜市 泉温泉健康センター 北杜市大泉町谷戸1880 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉

北杜市 新宿区民健康村グリーンヒル八ケ岳 北杜市長坂町中丸1622 単純温泉

北杜市 白州福祉会館 北杜市白州町大武川344-19 含硫黄－ナトリウム－塩化物泉

北杜市 白州・尾白の森名水公園「尾白の湯」 北杜市白州町白須字雑木8077番1 ナトリウム－塩化物強塩泉

北杜市 むかわの湯 北杜市武川町牧原1322 ナトリウム－塩化物泉　

北杜市 明野ふるさと太陽館　茅の湯 北杜市明野町浅尾5259-950 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉

甲斐市 百楽泉 甲斐市宇津谷1715-1 アルカリ性単純温泉

甲斐市 竜王保健福祉センター 甲斐市西八幡3018-1 ナトリウム－炭酸水素塩・塩化物泉

甲斐市 甲斐市釜無川レクリエーションセンター 甲斐市西八幡4268-6 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉

甲斐市 甲斐市神明温泉　志麻の湯 甲斐市島上条3123 ナトリウム－塩化物泉

甲斐市 甲斐市敷島健康福祉センター 甲斐市島上条3163 ナトリウム－塩化物・硫酸塩泉

笛吹市 笛吹市一宮健康増進施設　ももの里温泉（温泉スタンド） 笛吹市一宮町金沢字見当387-1 アルカリ性単純温泉　

笛吹市 笛吹市一宮健康増進施設　ももの里温泉 笛吹市一宮町金沢字見当387-1 アルカリ性単純温泉

笛吹市 寺尾の湯 笛吹市境川町寺尾1534番地 アルカリ性単純硫黄温泉

笛吹市 みさかふれあい交流センター（温泉スタンド） 笛吹市御坂町国衙295-1 アルカリ性単純温泉　

笛吹市 みさかふれあい交流センター　みさかの湯 笛吹市御坂町成田字境沢2200 アルカリ性単純温泉　

笛吹市 春日居福祉保健センター内春日居通所介護事業所 笛吹市春日居町加茂77-1 アルカリ性単純温泉　
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市町村名 利用施設名称・屋号 利用施設所在地 現在の利用状況/泉質

笛吹市 笛吹市春日居福祉会館 笛吹市春日居町寺本142-1 アルカリ性単純温泉　

笛吹市 春日居町足湯施設 笛吹市春日居町別田387-1 アルカリ性単純温泉

笛吹市 石和温泉駅前広場公園足湯施設 笛吹市石和町駅前１８番地 アルカリ性単純温泉

笛吹市 笛吹市いさわふれあいセンター　なごみの湯 笛吹市石和町下平井578 単純温泉　

笛吹市 あし湯　いさわ宿 笛吹市石和町市部1080 アルカリ性単純温泉　

上野原市 新湯治場　秋山温泉 上野原市秋山2210 アルカリ性単純温泉

上野原市 上野原市新湯治場秋山温泉施設 上野原市秋山2210番地 アルカリ性単純温泉

甲州市 甲州市交流保養センター・甲州市温泉保養施設「大菩薩の湯」 甲州市塩山上小田原730-1 アルカリ性単純温泉

甲州市 甲州市交流促進センター　大菩薩の湯、温泉スタンド 甲州市塩山上小田原730-1 アルカリ性単純温泉

甲州市 甲州市勝沼ぶどうの丘（天空の湯） 甲州市勝沼菱山5093 アルカリ性単純温泉　

甲州市 やまと天目山温泉（入浴施設） 甲州市大和町木賊５１７番地 アルカリ性単純温泉

甲州市 やまと天目山温泉（温泉スタンド） 甲州市大和町木賊５１７番地 アルカリ性単純温泉

中央市 老人福祉センター 中央市一町畑1189 単純温泉

中央市 中央市立田富福祉公園コミュニティーセンター 中央市臼井阿原205-1 ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉

中央市 市立豊富健康福祉センター 中央市大鳥居3738-1 アルカリ性単純温泉

中央市 中央市シルク工芸館ふれあい館　シルクふれんどりぃ 中央市大鳥居3770 アルカリ性単純温泉

市川三郷町 市川三郷町六郷の郷・つむぎの湯 市川三郷町鴨狩津向字和田640番地 ナトリウム・カルシウム－塩化物泉

市川三郷町 市川三郷町（温泉スタンド） 市川三郷町大塚字供養塚2039-1 アルカリ性単純温泉

市川三郷町 市川三郷町みはらしの丘・みたまの湯 市川三郷町大塚字水呑場2608番地 アルカリ性単純温泉　

早川町 ヴィラ雨畑 早川町雨畑６９９ 単純硫黄冷鉱泉

早川町 早川町総合福祉センター 早川町草塩88 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

早川町 草塩温泉 早川町草塩字阿原３２１番地１ ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉

早川町 ヘルシー美里 早川町大原野651 含硫黄－ナトリウム・カルシウム－塩化物・硫酸塩冷鉱泉

早川町 西山温泉　湯島の湯 早川町湯島1780-7 ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉　

早川町 南アルプス邑奈良田の里 早川町奈良田458 ナトリウム－塩化物・炭酸水素泉

身延町 下部共同福祉施設 身延町下部１１３０－１ アルカリ性単純硫黄温泉

身延町 しもべ黄金の足湯 身延町上乃平１７８７番地先 アルカリ性単純温泉

身延町 大城渓谷湯平温泉（温泉スタンド） 身延町大城字宮乃脇1288-1 カルシウム･ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉　

身延町 身延町高齢者保養施設　門野の湯 身延町門野字湯口1122 アルカリ性単純硫黄冷鉱泉　

南部町 なんぶの湯 南部町内船8106-1 アルカリ性単純温泉　

南部町 なんぶの湯温泉スタンド 南部町内船8106-1 アルカリ性単純温泉　

南部町 南部町アルファーセンター 南部町内船8812 アルカリ性単純温泉

南部町 奥山温泉 南部町福士26842 単純硫黄泉

富士川町 まほらの湯 南巨摩郡富士川町長沢1757-2 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

富士川町 富士川町（温泉スタンド） 南巨摩郡富士川町長沢2374番地2 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

富士川町 富士川町地域健康福祉ｾﾝﾀｰ 南巨摩郡富士川町長澤1942-1 ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉

富士川町 甲州鰍沢温泉かじかの湯 南巨摩郡富士川町鳥屋137-1 ナトリウム･カルシウム－塩化物泉

富士川町 富士川町　鰍沢ディサービスセンター 南巨摩郡富士川町鳥屋137-1 ナトリウム・カルシウム－塩化物泉

昭和町 昭和町総合会館 昭和町押越616 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉

昭和町 昭和町総合会館（温泉スタンド） 昭和町押越616 ナトリウム-塩化物･炭酸水素塩泉

昭和町 昭和町立温水プール 昭和町押越970 ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉

道志村 道志の湯 道志村久保7501 カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

山中湖村 山中湖温泉　紅富士の湯 山中湖村山中865-776 アルカリ性単純温泉

山中湖村 山中湖温泉　紅富士の湯（温泉スタンド） 山中湖村山中865-776 アルカリ性単純温泉

山中湖村 山中湖平野温泉　石割の湯 山中湖村平野1450 アルカリ性単純温泉

山中湖村 山中湖平野温泉　石割の湯（温泉スタンド） 山中湖村平野1450 アルカリ性単純温泉

山中湖村 山中湖　秀山荘 山中湖村平野２５０５ アルカリ性単純温泉

鳴沢村 鳴沢いきやりの湯 鳴沢村8531-71 カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

富士河口湖町 富士河口湖町勝山ふれあいセンター 富士河口湖勝山4029-5 ナトリウム・カルシウム－硫酸塩・塩化物泉

富士河口湖町 健康プラザ 富士河口湖町小立2487 カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

富士河口湖町 河口湖町船津温泉休養施設町営芙蓉の湯 富士河口湖町船津6713-51 カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

富士河口湖町 上九一色コミュニティセンター 富士河口湖町富士ヶ嶺1219番地１ カルシウム・ナトリウム－硫酸塩・塩化物泉

小菅村 多摩源流小菅の湯（温泉スタンド） 小菅村3063-4 アルカリ性単純温泉

小菅村 多摩源流　小菅の湯 小菅村3445 アルカリ性単純温泉

丹波山村 交流促進センター 丹波山村字からす沢1250番地 アルカリ性単純硫黄泉

丹波山村 丹波山温泉のめこい湯 北都留郡丹波山村字東船井戸802番地 アルカリ性単純硫黄温泉


