のぼり

大塔川の川原を掘ると ℃の湯
が 湧 く、 全 国でも 珍 しい温 泉で
す。 夏には川遊びをしながら、ス
コップ片手にオリジナル露天風呂を
つくる風 景 を 良 く 見かけ ま す。
また、冬には川の一部をせき止めて
つくられた
「仙人風呂」
でも有名で
す。 千人は入れるという広大な露
天風呂は野趣満点で、冬の風物詩
となっています。

熊野川の支流四村川に湧く温泉
です。ホテルや日帰り入浴が可能
な大露天風呂のほか、寝湯、気泡
湯、圧注浴、高温低温浴、蒸気湯
に温泉プールを備えた温泉センタ
ーもあります。 敷地内にはコテー
ジやキャンプ場も併設されていて山
の緑の中で温泉とアウトドアライフ
を併せて楽しむことができます。

龍神村のみどころ
霊峰高野山から龍神温泉への一帯を
中心とした広大なエリアは、 高野龍神
国定公園に指定され、国定公園内を南
北に走るスカイラインの両脇にはブナや
ご

ま だん ざん

ミズナラ、カエデなどの落葉広葉樹林
辺市龍神ごまさんスカイタワーをはじめ

が広がります。 護摩壇山山頂近くの田
各所にある展望台からは、 重なりあう
紀伊山地の山並みを見晴らすことがで
山々が鮮やかに染まる紅葉の秋、 冬に

きます。春のシャクナゲ、夏のアジサイ、
は樹氷・四季折々の美しさに心を打た
清流と山々の織り成す魅力いっぱいの

れます。
龍神村はキャンプや釣りなど、アウト
また、 護摩壇山周辺には、 平 維 盛

たいらの これ もり

ドアライフの最高のステージです。
とお万の悲話や、幕末、天誅組が幽閉
などにまつわる数々の伝 説が残され、

された「 天 誅 倉 」 や陰 陽 師 安 倍 晴 明

仙人風呂
（12月～2月末 ※入浴無料）
渡瀬温泉 大露天風呂

熊野本宮温 泉 郷には旅 心を満たして く れる、
表情豊かな温泉が点在しています。
とりわけ ８００年もの昔に発見されたという
湯の峰温泉は、日本最古の温泉として、また小栗
判官と照手姫のせつなくも心温まる伝説が残るロ
マンの湯 として 知 られ ま す。車 塚 や 力石 な ど判
官ゆかりの史跡、湯峯王子など温泉にまつわる見
どころにも足を運んでみたいものです。

づぬ

C-2
りゅう ゆう

C-2

田辺

D-2/D-3

語り継がれています。

0739-79-0567
田辺市龍神村龍神170-3
田辺市龍神村龍神918-61
0739-79-0667

湯の谷川にある源泉から湧き上
る湯けむりが温泉街を包んでいま
す。川の両脇に並ぶ湯宿にも、歴
史を重ねた風格が感じられます。
ゆ ご り ば
その昔には熊野詣の湯垢離場だっ
た湯で、今も熊野本宮大社の例大
ゆ
しん じ
祭は湯の峰温泉での湯 登 神 事 か
ら始まります。 肌が滑らかになる
泉温 ℃の名湯であり、なかでも
名高いのは営業する公衆浴場とし
て世界でも唯一の世界遺産に登録
されている
「つぼ湯」
です。 小栗判
官蘇生の湯として知られ、日によっ
て７回色を変えることもあるとい
う不思議な湯は、熊野の癒しその
もののようです。

お

なか ざと かい ざん

（ウッディプラザ木族館）

護摩壇山森林公園ワイルドライフ

川湯温泉
渡瀬温泉

熊野本宮温泉郷

日本三美人の湯

えんの ぎょう じゃ

さつ とうげ

き ぞく かん

B-3
A-2

道の駅「龍神」
A-3

0739-77-0380
田辺市龍神村福井511

A-3/B-3

小森谷渓谷
C-2
B-3

天誅倉

龍神温泉の歴史

だい ぼ

日高川源流近くの山あいに湧く龍神温泉は、かつ
て秘境の温泉といわれました。いまでは高野龍神ス
カイラインで高野山と結ばれ便利になりましたが、
静かな温泉街に秘境の面影が色濃く残っています。
修験道の開祖役行者小角が発見し、弘法大師が
開湯したとされる長い歴史を持つ温泉です。 江戸時
代には紀州藩の別荘温泉地としても栄えました。
大正から昭和にかけて書き継がれた中里介山の長編
によって、龍神温泉の名は全国
時代小説
『大菩薩 峠 』
に知られるようになりました。

田辺市龍神村丹生ノ川275-2
0739-78-2616

道の駅
「水の郷日高川 龍 游」

宮代オートキャンプ場

田辺市龍神村宮代620
0739-78-8080

日本三美人の湯
龍神温泉は、島根県の湯の川温泉、群馬県の川中
温泉とともに日本三美人の湯に数えられます。
龍神村にはほかにも丹生ノ川温泉や小又川温泉、
釜の崎温泉などいずれも肌にやさしい温泉が湧き、
日帰り入浴施設で気軽に楽しむことができます。

にゅ う

世界遺産

73

0739-79-0622
田辺市龍神村龍神1020-6

丹生ヤマセミの郷キャンプ場

92

C-5
C-2
D-4
A-3

道の駅
「田辺市龍神
ごまさんスカイタワー」
C-3

B-1

つぼ湯
C-1

1

龍神村内の豊かな自然を
電動アシスト付き自転車で
お楽しみください
龍神地区

湯筒
化粧水いらずのよく温まる湯です。
龍神街道に沿って紀州藩ゆかりの老舗宿も残る

B-1

龍神温泉元湯

C-4

C-1/D-1

本宮
地区
泉質
泉温
効能
特徴

湯の峰温泉

9
10

ら

り

A-2

季楽里龍神大浴場
き

E バイクと呼ばれる MTB タイ
プと安定性のある３輪タイプ、2
種あり、どちらもレンタル可能で
す。自転車に乗って初めて知る
スポットや景色、車では気づかない龍神村の魅力を感じ
てください。
料金：１時間/1,000円
（市内在住の方500円）
～	
詳細は龍神観光協会HPでご確認下さい。
貸出施設：Map5 B-1龍神温泉元湯
（別館）
、
ナトリウム炭酸水素塩泉
（重曹泉）
Map1 C-2G.WORKS＜水曜定休＞、
48℃
Map1 C-2龍神村商工会青年部
冷え性、肩こり、神経痛など
（龍神行政局内）
＜土日祝定休＞
入浴すると肌がツルツル、しっとりする、
の3か所です。
田辺

A-3/B-3

龍神温泉

高野龍神スカイライン

