
定番から
最新まで

、

草津温泉
を楽しむ

スポット
へGO！

お湯と湯けむり、そして幻想的な光のコントラストが魅力の草津温泉。
今回は、思わずシェアしたくなる写真が撮れるフォトスポットや、アイデア満載の撮影
方法までたっぷりとご紹介。草津温泉の思い出を、素敵な写真に収めてくださいね。

SNSにアップしたい！

ぶらり草津温泉
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自分だけの

撮影スポットを

見つけてね！

草津温泉の特徴は、何と言っても自

然と湧き出るお湯の量が日本一であ

ること！そして、その温泉のパワーが

ぎゅっと凝縮されているのが、湯畑

にある湯滝なんです。ありがたい温

泉パワーを手のひらで受け止めれ

ば、きっと幸運がやってくる！？

#草津温泉
#撮影スポット

「いいね！」9,320件

Nami Hikari
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SNSにアップしちゃおう！
で

わたしオススメの

定番から最新のスポットまで、
草津温泉をたっぷり満喫できちゃう1泊2日のコースを私がご紹介します。

到着したらまずは草津温泉のシン
ボルである「湯畑」へ。温泉街の中
心部にあり、なんと毎分約4,000
リットルもの温泉が湧きだし湯け
むりを舞い上げています。

湯畑から約10分ほど温泉街を歩くと、四季折々
の姿で楽しませてくれる西の河原公園に到着。
歩道を進むと奥には露天風呂がありますよ。

2021年6月に地蔵地区一帯が整備され大
きくリニューアルし、「裏草津 地蔵」として
生まれ変わりました。夜は幻想的なライ
ティングでうっとり癒されますよ。

草津温泉といえば「湯もみ」。熱乃湯では民謡草津
節に合わせ湯もみと踊りショーが見られます。豪快
なしぶき、湯のかおり…草津温泉をじっくり体感。

草津温泉スキー場にある迫力満点のアクティビティ。
標高1,370ｍの天狗山山頂から僅か30秒で一気に108ｍ
も急降下。温泉街に向かって飛び込もう！

草津熱帯圏は日本で最も標高の高い場所にある動植物
園で、高さ15メートルのドームの中はトロピカルな亜熱
帯空間。温泉に入っているカピバラが見られるかも！？

草津温泉は日帰り温泉施設も充実しています。
草津三湯と呼ばれる大滝乃湯、御座之湯、西の河原
露天風呂。お気に入りの温泉探しをして楽しもう。

温泉まんじゅう、串焼き、スイーツなどのお
店が立ち並ぶ温泉街を散策。浴衣を着て
歩けば、旅行気分の盛り上がりは最高に！

もちろん、順路や
楽しみ方はあなた次第！
“映える草津温泉”を
探してみてね！

スタート

ゴール

2日目

1日目 湯畑まわりを散歩

新スポット裏草津地蔵

西の河原公園を散策

スリル満点！大迫力のアトラクション

熱乃湯で湯もみと踊りショー

ノスタルジックな温泉街を散策

熱帯圏

日帰り温泉巡り

草津温泉
メインアンバサダー
日刈なみさん
応募総数400名超の中か
らメインアンバサダーの
地位に選ばれた日刈な
みさん。 SNSなどさまざ
まなツールを使って草
津温泉の魅力を発信
し続けています。

思わずシェア

したくなる写真を

撮ってみよう！

@namichan102

湯滝のパワーをもらおう!

夜になると、湯畑を包み込むライト
アップが昼間とは違った雰囲気をか
もし出します。
湯畑横の階段に立ってその姿を下か
ら撮影すれば、まるでライブステー
ジのよう！ムービーで撮っても面白い
ですね。
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湯けむりと
バックライト

ARで

スマートフォンで各
写真のバーコードを
読み取ってください。

1
再生ボタンを押
して動画をお楽
しみください。

3
AR用のカメラが起動
したら、黄色い枠の写
真を写してください。
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スマホの

連写機能を使うと

効果的！

カメラのアングルにこだわったり、画期的なアイデアや遊び心を盛り込んだり。 
無限の楽しみ方がある写真の、ほんの一例をご紹介します。

アングルを変えれば、まったく違う写真に！

あらかじめ昼間にお気に入り
の風景を撮影しておき、夜に同
じ場所、同じアングルで再度撮
影します。その時に昼間撮った
写真をスマートフォンで表示し
ながら撮影すると、昼と夜両方
の景色が一枚で楽しめる不思
議な写真に！

距離と高低差を利用して、まる
で手のひらで踊っている小人の
ような写真を撮影することも可
能です。湯畑周辺はもちろん、
草津温泉のさまざまな場所で
遠近法の使える場所を探して
歩いてみるのも面白いかもしれ
ません。

水面に反射する影を利用して、上下対称のアー
ティスティックな一枚を撮ってみよう。ポイント
は逆光を利用するとより影が濃くなるところ。
西の河原公園には湯だまりが複数あるので、同
じポーズを別の場所で撮影すると印象的。

湯畑周辺で多く見られる、「ゆもみちゃんマンホール」。
これを5つのピースサインで星型にかこむと、友達との
最高の思い出写真に！靴のつま先を並べてみるなど、
アイデア次第でさまざまなパターンが楽しめます。

人を感動させる写真は、目線のアングルからは
生まれにくいもの。例えばカメラを地面に置い
てみると、今までとはまったく違う写真になり
ます。いろいろ試して撮影を楽しみましょう。

湯だまりを使った反射

昼と夜のコントラスト

ゆもみちゃんマンホールを
星でかこむ

遠近法で楽しむ

Before Af ter

カメラ位置を下げるだけで、まるでポート
レートのような印象的な一枚になります！

湯畑周辺

湯畑周辺

湯畑周辺

西の河原公園

受賞者には素敵な商品をプレゼント！

宿泊利用券5万円分宿泊利用券5万円分グランプリ

ゆもみちゃん賞 ゆもみちゃんグッズなど

食べたくなる賞 草津飲食店組合加盟施設 飲食店利用券1万円分
新 発 見 賞 飲食店利用券2,000円分　町内施設利用券セット・各2枚

自 然 景 観 賞 飲食店利用券2,000円分　アクティビティ等の利用券

草津温泉旅館
協同組合加盟施設

ちょいな三湯めぐり手形／「湯もみと踊り」ショー観覧券
片岡鶴太郎美術館入場券／草津熱帯圏入場券

「春・夏」、「秋・冬」のグランプリ2作品の中から年間グランプリに選ばれた
作品を草津温泉公式PRグッズに使用させていただきます！

撮影のおさらい
POINT

アングルの

引き出しはたくさん

あるといいね！

みなさんのとっておきの
写真をお待ちしてます!

ポーズは

恥ずかしがらずに

決めてね！

国内屈指の癒やしスポット・草津温泉には、実は躍動感あふれる
撮影スポットもあります！連写機能をうまく使って迫力の一枚を
おさめよう！

熱乃湯で行われる「湯もみと踊り
ショー」。そのクライマックスはお湯が天
井近くまで立ち上る「大もみ」です。会場
が暗転し「ラスト！」の掛け声がかかった
時が一番のシャッターチャンスです。

BanZip TENGUのシャッターチャンスはス
タート直後。スタート台の横から遠くの山々を
アングルに入れながら撮影すると壮大な一枚
に。滑空する人は、怖がらずにしっかりと手足
を広げましょう！

熱乃湯

草津温泉 BanZip TENGU

豪快な湯しぶきの音が…

バンジップの絶叫が
聞こえてきそう！

お湯がほとばしる
「大もみ」を見逃すな！

「いいね!」が
いっぱい
もらえた！

雄大な山々に飛び込む
瞬間をとらえる！

※賞品の内容は変更となる場合がございます。

※滑走者自身は撮影できません。
　撮影者はスタッフに撮影の許可を得てください。
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