
-Ryoso Tsuyukusa (Tsuyukusa Inn) is located in 3-minute walk from 
Hirayu bus terminal, a hub to various places such as Kamikochi, 
Shin-Hotaka Ropeway, Norikura, Hida Takayama, Toyama, Matsumoto 
and Shinjuku. Convenient to come and go to Shirakawa-go, Tokyo, 
Nagoya, Osaka and Kanazawa as well.
Hirayu Onsen is part of the Okuhida Onsen-go hot spring village near 
Chubu Sangaku National Park, where you can enjoy hot spring of 
superb quality, qualified as a health resort by the government.

Per person without meals: ¥3500～
Whole booking of 2nd floor, for 7 people 
maximum: ¥20,000～ 

We provide 8 Japanese style
 (tatami) rooms   
s/d per person 
with 2 meals: ¥9000/8000 
s/d per person 
without meals: ¥5000
素泊まり5,000円～/２食8,000円～
客室はすべて和室で全８部屋です。

Rooms and facilities　本館のご案内

Dormitory  別館のご案内

We have 3 private baths available for 24 hours. 
Water is flowing directly from the hot spring source.
当館のお風呂は３ヶ所で、全て貸切で利用できます。掛け流しの良質温
泉を24時間楽しめます。

3 Private baths 3つの貸切風呂

Ryoso Tsuyukusa-

チェックイン 15:00　チェックアウト 10:00　当館は通年一律の料金設定です。
料金にはサービス料、消費税を含み、入湯税は150円別途必要です。

Check in : 3pm　Check out : 10am
Tax and service charge included

相部屋　素泊まり3,500円～/２階貸切20,000円～
客室は定員7名で通常は相部屋です。

平湯バスターミナルから徒歩3分の旅荘つゆくさは、上高地、新穂高ロープウェイ、乗鞍岳、飛騨高山、富山、
松本、新宿へのアクセスに最適です。同様に白川郷、東京、名古屋、大阪、金沢に行くにも便利です。
中部山岳国立公園内にある平湯温泉は、国民保養地として環境省から指定を受けるほど泉質が良いです。

Kitchen and 
Coin-operated laundry
キッチン・コインランドリー

バーベキューハウス ドックハウス
Barbecue space Kennels（Dog Storage）

Ryoso Tsuyukusa-

Chubu sangaku National Park
Okuhida Onsengo Hirayu Onsen

中部山岳国立公園 奥飛騨温泉郷 平湯温泉



Bus バス1h

Bus バス 45m

TEL（0578）89-2620  FAX（0578）89-3581
〒506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯621-2

621-2, Hirayu, Okuhidaonsengo, Takayama-shi, Gifu 506-1433, JAPAN
TEL（+81）578-89-2620  FAX（+81）578-89-3581

Chubu sangaku National Park
Okuhida Onsengo Hirayu Onsen

中部山岳国立公園 奥飛騨温泉郷 平湯温泉

http://tuyukusa-hirayu.com/

World
Heritage

Getting around 周辺の観光地周辺の観光地

Getting 
Tsuyukusa アクセスアクセス

Shirakawa- go
世界遺産 白川郷

Hida Takayama
飛騨高山

Shin-Hotaka
新穂高

Matsumoto
松本

Norikura Skyline Drive Way
乗鞍スカイライン

Famous tourist spot registered in the list of 
UNESCO's World Heritage. You can see 
the breathtaking view of Gassho-zukuri 
village in Ogimachi district.
ユネスコの世界遺産（文化遺産）に登録された、言
わずと知れた有名観光地です。荻町地区では圧巻
の合掌造り集落を見ることができます。

Popular tourist sight especially known with 
its old town, morning markets, and 
fabulous Hida gourmet.

古い町並みや朝市など、飛騨のグルメが人気の観
光都市です。

Providing one and only double-deck 
ropeway in Japan, which enables you to 
enjoy the spectacular view of the Northern 
Japan Alps.

国内で唯一の二階建てのゴンドラの新穂高ロープ
ウェイでは、北アルプスの大パノラマを満喫できま
す。

Developed as the castle town of 
Matsumoto-jo, the national treasure, 
Matsumoto preserves historical towns and 
buildings.

国宝松本城を中心に発展してきた城下町には、歴
史を感じさせる建物や街並みが残っています。

Norikura Skyline Drive Way is the highest 
mountain road in Japan. The alpine plants 
and the majestic figure of the Yari and 
Hotaka Mountain Range spread out from 
the window of the skyline. (Closed in winter)
乗鞍スカイラインは、日本で最も高い道です。車窓
からは、高山植物や槍や穂高連峰の雄大な姿が望
めます。（冬には閉山します）

For reservation,
please visit 
our website.
予約方法
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Kamikochi 上高地

25 mins
平湯バスターミナルよりバスで約25分

Required time
from Hirayu bus terminal

Famous for its breathtaking views formed 
with mountains, trees and waters,Kamikochi 
provides you one of the most beautiful 
mountaneous scenery in Japan.
It is very popular place, visited by 1.5million 
people a year.
山と緑と水が織りなす風景は、日本屈指の山岳景
勝地として有名です。年間150万人もの人々が訪れ
賑わいをみせています。 

-

60 mins
平湯バスターミナルよりバスで約60分

85 mins
平湯バスターミナルよりバスで約85分

120 mins
平湯バスターミナルよりバスで約120分

45 mins
平湯バスターミナルよりバスで約45分

60 mins
平湯バスターミナルよりバスで約60分


