
１６９０年創業

熊本・大分県境の宿

館内に県境のある全国でもここだけの

リゾート旅館です。

レストラン、客室、温泉とリニューアルされた

和モダンな館内

11本の源泉を活かした多彩な温泉施設

ボウリング場やレジャープールなどアミューズ

メント施設も併設

温泉旅館でリゾートを。

【施設紹介】

つえたて温泉ひぜんや

つえたて渓流の宿大自然

吉祥の湯

Information

つえたて温泉ひぜんや

HIZENYA

ひぜんや



開放感溢れる大きなガラス張りのロビーからは、四季折々で素晴らしい色を魅せる対岸の原生林と

杖立川を眺めることができます。

熊本・大分両県の特産品が並ぶ売店や阿蘇小国ジャージー牛乳で作った名物の杖立プリン、天然水で

淹れたコーヒーなどを提供するラウンジも是非ご利用ください。

なお、ロビー、レストラン、全客室でFree Wi-Fiに対応しています。

※写真はリニューアル前のものです

感染症対策

一度に30人まで同時検温可能なサーモグラ

フィーを玄関に設置。

また、ロビーのイステーブルは衝立とアクリル板

を設置するとともに十分な間隔を確保してい

ます。

ロビー ひぜんや５F

ひぜんや

※現在ロビー全面リニューアル工事中です

2023年2月末完了予定



リニューアル後完成予定図

2023年ひぜんやロビー



別温泉館吉祥の湯

源泉100%かけ流し

九州最大級の露天風呂施設

温度の異なる源泉３本をかけ合わせ

一年中適温のかけ流しを実現しています。

男女別５つの露天風呂のほか、

６棟の貸切風呂あり。

ひぜんやから1.2km離れ、

宿泊者専用シャトルバスで3分の距離に

なります。 シャトルバス経路：ひぜんや→

大自然→蒸し処→吉祥の湯（戻りは逆路）

【施設案内】

桶風呂、岩風呂、岩大風呂

木風呂、溶岩風呂 男女各１

貸切風呂６ 湯あがり処

吉祥の湯



2021年リニューアル

ひぜんや熊本館の温泉

広々とした湯船に浸かり

一面のステンドグラスと大自然の景観、

湯船から贅沢にあふれる湯を眺める贅沢な

ひとときを。

【施設案内】

大浴場 露天風呂 男女各１

湯あがり処

大自然大浴場 大自然１F

2016年リニューアル

ひぜんや大分館併設フォレストテラスの温泉

室内に熱源を持たないアンチエイジングサウナ

は息苦しくなく肌の活性化も望めるため特に

女性に人気。

様々な湯船があり大人数収容可。

【施設案内】

大浴場 露天風呂 アンチエイジングサウナ

男女各１ パウダールーム 湯あがり処

熊本館大浴場
肥後の湯 ひぜんや１F

フォレストテラス
豊後の湯 ひぜんや２F

ひぜんやより徒歩3分

別館大自然館内の温泉

露天に浸かると横を流れる杖立川のせせらぎ

や野鳥の声が聞こえてきます。

【施設案内】

大浴場 露天風呂 男女各１

湯あがり処

ひぜんや 大自然



2018年リニューアル

八百万ダイニング

九州の伝統工芸品と食を

ご準備しています。

八代い草、八女提灯、来民団扇

肥後手毬、大分竹細工など

地元の工芸品を活かした造り。

オープンキッチンでの職人の実演が

人気で、ステーキや天ぷら、季節の

料理を目の前でご提供しています。

【感染症対策】

全てのテーブル間に衝立又は飛沫感

染防止シートを設置。

二酸化炭素濃度計を用いた換気シ

ステム、複数の除菌加湿器を設置

レストラン ひぜんや６F

ひぜんや



食事処 萬亀楼 ひぜんや４F

会席食事処

最大12組案内可（内個室タイプ６室）

（料理一例）

県境の宿名物料理

肥後と豊後の味比べ 和牛鉄板焼会席

10～12品前後の会席料理では

旬の食材にこだわりご準備しています。

パブリック

大自然レストラングリーンハウス 大自然４F

お食事会場のほか、二次会会場、

ミーティングルーム等様々な利用が可能です。

宴会場 ひぜんや2F４F 大自然4F

ひぜんや 300畳 144畳

大自然 220畳 の計３ヶ所

畳又は絨毯に変更可。

10数名～大人数まで対応可。

和式・洋式共に利用可能でお食事会場のほ

か、結婚披露宴や会議等でも利用可能です。

二次会会場 クラブ８８ ひぜんや２F

収容80名のカラオケラウンジ

セット料金でのご案内のほか、貸切料金でも

ご対応可能です。

ひぜんや

大自然



夏季限定 レジャープール

宿泊者専用

水深90cmと70cmの２箇所

スライダープール

温泉ジャグジー

サンデッキ

見学用サンルーム

フィットネスジム

宿泊者専用ジム

世界で最も信頼されるLife Fitness社の

マシンのみ取り揃えています。

トレッドミルなど有酸素運動マシン２種

上半身、下半身用のマシンの２種

１組ずつの貸切利用としていますので

全マシンを贅沢に占有して使用できます。

フォレストテラス アミューズメント ひぜんや併設３F

ボウリング場 10レーン

卓球 ゲームセンター

カラオケBOX（感染症対策で休業中）

ボウリング大会開催可

団体利用時の貸切等ご相談ください。

1ゲーム550円 貸靴200円

ひぜんや



和室 和洋室

和室ツイン プレミアム和室

ひぜんや客室

露天風呂付プレミアムルーム

ひぜんや 143室

全室禁煙室 一般客室全室リニューアル済み

和室58室 和洋室45室 和室ツイン26室 ビジネスツイン９室 その他５室

（広さ参考：和室および和室ツイン 10畳36㎡～ 和洋室 TWN+6畳～）

和室には

数奇屋丸館のプレミアム和室（12室）および露天風呂付プレミアムルーム（2室）を含む

露天風呂付プレミアムルーム「金閣・銀閣」（いずれも150㎡）は2021年7月に露天風呂を

リニューアルしています。 ひぜんや



大自然 ラウンジ

大自然 露天付プレミアムTWN 大自然 露天付プレミアムルーム

大自然 渓流側和室

大自然客室

大自然ロビー

大自然レストラン

大自然大浴場

大自然 47室

全室禁煙室 渓流側和室の半数をリニューアル済み

和室42室 和洋室4室 ビジネスツイン1室 ※他にビジネスシングル13室あり

（広さ参考：和室12畳45㎡～ ※山側コンパクト和室8畳12室あり）

※2022年7月リニューアルオープンの露天風呂付プレミアムルーム（5室）を含む

【大自然 施設概要】

ひぜんやより180m離れた別館。フロント・客室・宴会場・温泉と全て館内で完結していますが、

ひぜんやの施設も共有利用可能。吉祥の湯へのシャトルバスも巡回します。

2022年4月、ワークスペースとしても活用可能なラウンジがリニューアルオープン。 大自然



【施設利用者駐車場】

ひぜんや 駐車場150台

大自然 駐車場40台

吉祥の湯 駐車場50台

※大型バス15台駐車可

【その他温泉街立ち寄り利用時】

杖立川沿いの無料駐車場を利用可

杖立温泉街

アクセス

最寄りIC：日田ICより車で35分

最寄り駅：JR久大線日田駅よりバスで50分（ひぜんや前下車）

直行バス：福岡より直行高速バスあり 予約制092-734-2727（バス予約センター）

【国道212号線沿い】

〇福岡・日田方面より温泉街に入るとひぜんやが一番手前になります（地図の左側）

〇熊本・阿蘇方面より温泉街に入ると吉祥の湯が手前になります（地図の右側）



杖立渓流の宿大自然

館内案内

・アプリのダウンロード等は不要で、ブラウザ

を閉じない限りいつでもどこでもお手元の

スマホで館内情報を確認できます。

・客室設置のQRコードを読み込むと

母国語で館内情報が表示されます。

・フロントスタッフに質問や依頼をするのに

母国語でチャットをできます。

つえたて温泉ひぜんや

館内案内
Wi-Fi接続の方法は？

大浴場の場所営業時間は？

混雑状況は？

館内情報はスマートフォンで

↑添乗員様に先にお渡しして皆様に事前にご確認いただくことも可能です



©2010kumamotopref.kumamon

ひぜんやは熊本県SDGｓ登録事業者です。

お客様サービスの質は向上させつつ

環境や社会に配慮した企業として

SDGsの目標達成を実現致します。

熊本県SDGｓ
登録事業者マーク

SDGｓに関する取り組み一例
【例えばこんな特色があります】
●温泉蒸気を利用した蒸し処は宿泊者であればどなた
でもご利用可能です。電気やガスを使わない温泉
蒸気を利用した調理法をいつでも体験できます。

●大杉活力水はひぜんや独自の取り組みでお客様に
天然水をお届けしています。ご宿泊中であれば
いつでも給水処を利用可能です。

●自然災害等が発生した場合は地域住民へ水や
温泉入浴の提供を行っています。

●自社山林の中の農園で栽培された原木椎茸を
メニューに取り入れています。

●DX化を推進し、ペーパーレスに努めています。
チェックイン時は館内案内のペーパーを準備して
長々とご案内をするのではなく、客室でQRコード
を読み込んでいただくことで館内案内をスマホで
確認できるようにし、わからない点を聞いて
いただくシステムにすることでチェックインの
所要時間を半減させています。



〒869-2503 熊本県阿蘇郡小国町下城4223（大分県日田市の住所もあり）

TEL ０９６７－４８－０１４１

FAX ０９６７－４８－０５１０

つえたて温泉ひぜんや

つえたて渓流の宿大自然

〒869-2503 熊本県阿蘇郡小国町下城4205

TEL ０９６７－４８－００４１

FAX ０９６７－４８－００４７

吉祥の湯

〒869-2503 熊本県阿蘇郡小国町下城

TEL ０９６７－４８－００１４

FAX ０９６７－４８－０５１０

【最新情報は公式HPにて更新中】

「ひぜんや」で検索！

URL https://www.hizenya.co.jp

Mail    info@hizenya.co.jp

つえたて温泉ひぜんや

https://www.hizenya.co.jp/
mailto:info@hizenya.co.jp
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