宿泊施設名

宿泊施設名（かな）

住所

朝日山荘

あさひさんそう

静岡県榛原郡川根本町千頭３６７朝日山荘

電話番号
0547-59-2306

味の宿 はちぼし

あじのやど はちぼし

静岡県牧之原市静波３１１４−１

0548-22-6688

遊んで泊まれる小学校 かた小

あそんでとまれるしょうがっこう かたしょう

静岡県牧之原市片浜1216-1カタショー・ワンラボ

080-7890-0388

アパホテル〈静岡駅北〉

あぱほてる しずおかえききた

静岡県静岡市葵区昭和町4-5アパホテル〈静岡駅北〉

054-251-1741

泉屋旅館

いずみやりょかん

静岡県静岡市葵区梅ケ島５２５８−１０

054-269-2030

一棟貸しの宿 日本色

いっとうがしのやど にほんいろ

静岡県静岡市駿河区用宗2-26-8シーサイドハイツ1階

054-257-5111

魚一

うおいち

静岡県島田市道悦5丁目1-18

0547-37-3263

ウッドハウスおろくぼ

うっどはうすおろくぼ

静岡県榛原郡川根本町水川866-5

0547-56-1100

海まで0分の宿 海岸通り

うみまでぜろふんのやどかいがんどおり

静岡県牧之原市須々木2611

0548-52-1363

梅ヶ島温泉 湯の華

うめがしまおんせん ゆのはな

静岡県静岡市葵区梅ケ島５２７６−２

054-269-2253

梅ヶ島温泉ホテル 梅薫楼

うめがしまおんせんほてる ばいくんろう

静岡県静岡市葵区梅ケ島5258-4

054-269-2331

梅ヶ島コンヤ温泉 大野木荘

うめがしまこんやおんせんおおのぎそう

静岡県静岡市葵区梅ケ島4269-10

054-269-2224

うわの空

うわのそら

静岡県静岡市葵区赤沢193

080-8490-0331

大井川鐵道川根温泉ホテル

おおいがわてつどうかわねおんせんほてる

静岡県島田市川根町笹間渡195-1

0547-53-4320

オーシャンビューはまゆう

おーしゃんびゅーはまゆう

静岡県牧之原市静波2228-48

0548-22-1210
054-369-0018

岡屋旅館

おかやりょかん

静岡県静岡市清水区興津本町６番地

ガーデンホテル静岡

がーでんほてるしずおか

静岡県静岡市葵区紺屋町3-10

054-205-1110

花月旅館

かげつりょかん

静岡県静岡市駿河区稲川1丁目5番2号

054-281-0034

割烹旅館 ⻄山

かっぽうりょかん にしやま

静岡県静岡市清水区由比町屋原608

054-375-3055

㈱クア・アンド・ホテル 駿河健康ランド

かぶしきがいしゃ くあ・あんど・ほてる するがけんこうらんど

静岡県静岡市清水区興津東町1234

054-369-6111

⻲の井ホテル焼津

かめのいほてるやいず

静岡県焼津市浜当目１３７５−２

054-627-0661

川根温泉ふれあいコテージ

かわねおんせんふれあいこてーじ

静岡県島田市川根町笹間渡411-2

0547-53-4110

求夢荘

きゅうむそう

静岡県榛原郡川根本町千頭389-1

090-6461-1958

キヨナミホテル

きよなみほてる

静岡県静岡市清水区江尻東３−１−１４キヨナミホテル

054-364-0274

Glamping＆Port結

ぐらんぴんぐあんどぽーとゆい

静岡県島田市湯日５６４番地

0547-39-7010

くれたけインプレミアム静岡アネックス

くれたけいんぷれみあむしずおかあねっくす

静岡県静岡市葵区日出町10番38

054-205-1711

くれたけインプレミアム静岡駅前

くれたけいんぷれみあむしずおかえきまえ

静岡県静岡市葵区栄町1-15

054-252-1111

くれたけイン焼津駅前

くれたけいんやいづえきまえ

静岡県焼津市駅北1-2-2

054-620-0011

⿊潮温泉やいづマリンパレス

くろしおおんせんやいづまりんぱれす

静岡県焼津市本町1-6-3やいづマリンパレス

054-629-1011

ゲストハウステッセン

げすとはうすてっせん

静岡県静岡市清水区入江３丁目8-16

070-4418-9333

合同会社フジエダオガワホテル

ごうどうがいしゃふじえだおがわほてる

静岡県藤枝市⻘木1-21-12

054-643-1070

古⺠家柳家

こみんかやなぎや

静岡県静岡市駿河区用宗5丁目14-7古⺠家柳家

054-259-2109

こんや銘酒館

こんやめいしゅかん

静岡県静岡市葵区梅ヶ島4219-5

054-269-2260

サイホテル

さいほてる

静岡県静岡市駿河区森下町1-40

054-281-4981

三交イン静岡北口

さんこういんしずおかきたぐち

静岡県静岡市葵区常磐町1-6-3

054-251-3535

サンパレスホテル

さんぱれすほてる

静岡県静岡市駿河区南町11-29

054-282-2277
054-367-5300

シーグランデ清水ステーションホテル

しーぐらんでしみずすてーしょんほてる

静岡県静岡市清水区真砂町3番11号

静岡キャッスルホテル佐乃春

しずおかきゃっするほてるさのはる

静岡県静岡市葵区両替町1-4-8静岡キャッスルホテル佐乃春

054-252-7755

静岡第一ホテル

しずおかだいいちほてる

静岡県静岡市駿河区泉町1-21静岡第一ホテル

054-281-2131

静岡タウンホテル

しずおかたうんほてる

静岡県静岡市葵区呉服町2-8-8

054-251-3755

静岡ホテル時之栖

しずおかほてるときのすみか

静岡県静岡市駿河区曲金6-1-54

054-285-0001

静岡ユーアイホテル

しずおかゆーあいほてる

静岡県静岡市葵区両替町2-7-13静岡ユーアイホテル

054-251-2555

静鉄ホテルプレジオ静岡駅北

しずてつほてるぷれじおしずおかえききた

静岡県静岡市葵区御幸町11-6

054-252-2040

静鉄ホテルプレジオ静岡駅南

しずてつほてるぷれじおしずおかえきなん

静岡県静岡市駿河区南町13-21

054-202-5000

静波リゾート開発株式会社

しずなみりぞーとかいはつかぶしきがいしゃ

静岡県牧之原市静波2228-43静波リゾートホテル・スウィングビーチ

0548-22-1717

しまだ湯日庵

しまだゆいあん

静岡県島田市湯日２０００−６

090-7305-7534

清水シティホテル

しみずしてぃほてる

静岡県静岡市清水区真砂町２−２

054-366-2266

翠紅苑

すいこうえん

静岡県榛原郡川根本町千頭279

0547-59-3100

スカイペンションどうだん

すかいぺんしょんどうだん

静岡県島田市千葉835-411

0547-35-1107

スマイルホテル静岡

すまいるほてるしずおか

静岡県静岡市葵区伝馬町23-5

054-252-8366

晴耕雨読ヴィレッジ

せいこううどくびれっじ

静岡県榛原郡川根本町千頭３７５

0547-59-2333

清香旅館

せいこうりょかん

静岡県静岡市葵区梅ケ島5258-12

054-269-2048

せせらぎの宿 大とく屋

せせらぎのやど だいとくや

静岡県牧之原市大江５０−１

0548-52-0055

せせらぎの宿 紅竹

せせらぎのやどくれたけ

静岡県静岡市葵区富沢２２０−１

054-295-3116

旅の館大沢

たびのやかたおおさわ

静岡県牧之原市新庄11-1

0548-58-1287

たぶの家

たぶのいえ

静岡県榛原郡川根本町梅地２６９−１

0547-59-3738

玉本屋

たまもとや

静岡県藤枝市岡部町玉取1437

054-668-0601
054-627-1636

月と鮪 石上

つきとまぐろ いしがみ

静岡県焼津市小浜1047

土筆旅館

つくしりょかん

静岡県焼津市栄町1−11−10

054-627-7378

天女の館 羽衣ホテル

てんにょのやかた はごろもほてる

静岡県静岡市清水区三保1281-1

054-334-1234

東横INN静岡駅南口

とうよこいんしずおかえきみなみぐち

静岡県静岡市駿河区泉町3-24

054-654-1045

東横INN静岡清水駅前

とうよこいんしずおかしみずえきまえ

静岡県静岡市清水区本郷町1-27

054-361-1045
054-687-1045

東横INN静岡藤枝駅北口

とうよこいんしずおかふじえだえききたぐち

静岡県藤枝市駅前1-8-4

中島屋ホテルズ 中島屋グランドホテル

なかじまやほてるず なかじまやぐらんどほてる

静岡県静岡市葵区紺屋町3-10

054-253-1151

中島屋ホテルズ 焼津グランドホテル

なかじまやほてるず やいづぐらんどほてる

静岡県焼津市浜当目1489

054-627-1121

⻄焼津セントラルホテル

にしやいづせんとらるほてる

静岡県焼津市柳新屋858

054-626-2222

日本平ホテル

にっぽんだいらほてる

静岡県静岡市清水区馬走1500-2

054-335-1131

ハイセットホテル静岡インター

はいせっとほてるしずおかいんたー

静岡県静岡市駿河区中村町322-1

054-283-3321

Pagurus Nature&Camp 鹿島

ぱぐらす ねいちゃーあんどきゃんぷ かしま

静岡県牧之原市勝俣３３５４−１

0548-23-4731

HAZ Cottage

はずこてーじ

静岡県牧之原市波津1223-6

090-4859-3256

ハタゴイン静岡吉田インター

はたごいんしずおかよしだいんたー

静岡県島田市井口869

0547-30-0111

Beach hotel gosea's

びーちほてるごーしーず

静岡県静岡市清水区三保2728-4

054-340-5542

ビジネスホテル大井川

びじねすほてるおおおいがわ

静岡県焼津市中島452-1

054-662-2445

ビジネスホテル駿府

びじねすほてるすんぷ

静岡県静岡市葵区鷹匠1-5-10

054-272-5510

ビル泊

びるぱく

静岡県静岡市葵区紺屋町1-5協友ビル地下1階

054-292-6800

ファミリーロッジ旅籠屋・静岡牧之原店

ふぁみりーろっじはたごや・しずおかまきのはらてん

静岡県牧之原市細江2151

0548-22-8858

ファミリーロッジ旅籠屋・清水興津店

ふぁみりーろっじはたごや・しみずおきつてん

静岡県静岡市清水区興津中町1381-11

054-369-7858

藤枝パークインホテル

ふじえだぱーくいんほてる

静岡県藤枝市駅前2-12-16

054-643-4311

船元の宿 大漁苑

ふなもとのやど たいりょうえん

静岡県牧之原市落居451-21

0548-58-1811

プレストン吉田

ぷれすとんよしだ

静岡県榛原郡吉田町住吉580

0548-34-1100

ベイホテル入船館

べいほてるいりふねかん

静岡県静岡市清水区袖師町1477-1ベイホテル入船館

054-361-3000

ペンション セイラーズ

ぺんしょん せいらーず

静岡県牧之原市静波２２２０−７６

0548-22-6511

ペンション寸又峡

ぺんしょんすまたきょう

静岡県榛原郡川根本町千頭317-2

0547-59-2384

ペンションむぎわらぼうし

ぺんしょんむぎわらぼうし

静岡県牧之原市相良263-3ペンションむぎわらぼうし

0548-52-0151

ペンションリリカル

ぺんしょんりりかる

静岡県牧之原市相良２１８−１

0548-52-6888

ホテルアーバント静岡

ほてるあーばんとしずおか

静岡県静岡市葵区伝馬町12-5ホテルアーバント静岡

054-273-1717

ホテルアソシア静岡

ほてるあそしあしずおか

静岡県静岡市葵区⿊金町56

ホテルアンビア松風閣

ほてるあんびあしょうふかく

静岡県焼津市浜当目1541

054-254-4141
054-628-3131

ホテルオーク静岡

ほてるおーくしずおか

静岡県静岡市葵区人宿町2-2-5ホテルオーク静岡

054-204-0321

ホテルオーレ

ほてるおーれ

静岡県藤枝市前島１−３−１ホテルオーレ

054-634-0001

ホテルオーレ イン

ほてるおーれ いん

静岡県静岡市葵区常磐町2-1-1

054-271-0001

ホテルガーデンスクエア静岡

ほてるがーでんすくえあしずおか

静岡県静岡市葵区紺屋町11-１

054-252-6500

ホテル割烹三布袋

ほてるかっぽうさんぽてい

静岡県島田市本通3-5-5

0547-37-2032

HOTEL CAPSULE INN SHIZUOKA

ほてるかぷせるいんしずおか

静岡県静岡市駿河区南町2-24

054-284-5551

ホテルクエスト清水

ほてるくえすとしみず

静岡県静岡市清水区真砂町３−２７ホテルクエスト清水

054-366-7101

ホテルグランヒルズ静岡

ほてるぐらんひるずしずおか

静岡県静岡市駿河区南町１８−１

054-284-0111

ホテルシティオ静岡

ほてるしてぃおしずおか

静岡県静岡市葵区伝馬町1-2

054-253-1105

ホテルスーパー泊

ほてるすーぱーとまり

静岡県藤枝市田沼1-24-3

054-634-3080

ホテル盛松館

ほてるせいしょうかん

静岡県静岡市駿河区稲川１−１−１６

054-282-1261

ホテルセレクトイン島田駅前

ほてるせれくといんしまだえきまえ

静岡県島田市日之出町3-13

0547-35-6700

ホテルセレクトイン焼津駅前

ほてるせれくといんやいづえきまえ

静岡県焼津市栄町2-3-5

054-627-3436

ホテルセレステ静岡鷹匠

ほてるせれすてしずおかたかじょう

静岡県静岡市葵区鷹匠2-4-5

054-273-1755

ホテルテトラリゾート静岡やいづ

ほてるてとらりぞーとしずおかやいづ

静岡県焼津市田尻北1631-5

054-624-3308

ホテルときわ駅南店

ほてるときわえきなんてん

静岡県静岡市清水区島崎町2番6号ホテルときわ駅南店

054-353-8877

ホテル富岡屋

ほてるとみおかや

静岡県藤枝市藤枝4-1-1

054-641-8711

ホテルドルフ静岡

ほてるどるふしずおか

静岡県静岡市葵区鷹匠2-23-6

054-251-5000

ホテルnanvan焼津

ほてるなんばんやいづ

静岡県焼津市越後島360-3

054-628-8835
054-283-8811

ホテルニューシズオカ

ほてるにゅーしずおか

静岡県静岡市駿河区森下町1-7

ホテルプリヴェ静岡

ほてるぷりう゛ぇしずおか

静岡県静岡市駿河区南町8-5

054-281-7300

ホテルマイステイズ清水

ほてるまいすていずしみず

静岡県静岡市清水区真砂町1丁目23番

054-371-9111

ホテルラクーネしまだ

ほてるらくーねしまだ

静岡県島田市幸町５−１０

0547-34-0011

ホテルルートイン島田駅前

ほてるるーといんしまだえきまえ

静岡県島田市本通5-1-13

0547-37-0055

ホテルルートイン島田吉田インター

ほてるるーといんしまだよしだいんたー

静岡県島田市井口1194

0547-38-3011

ホテルルートイン清水インター

ほてるるーといんしみずいんたー

静岡県静岡市清水区八坂東1丁目20-20

050-5847-7401

ホテルルートイン藤枝駅北

ほてるるーといんふじえだえききた

静岡県藤枝市⻘木1-10-16

054-645-8000

ホテルルートイン焼津インター

ほてるるーといんやいづいんたー

静岡県焼津市八楠1-27-7

054-671-0001

HOTEL1-2-3島田

ほてるわん・つー・すりーしまだ

静岡県島田市本通1-4628-2

0547-34-0123

三喜旅館

みきりょかん

静岡県静岡市駿河区稲川１−５−２８

054-285-2044

三園旅館

みそのりょかん

静岡県静岡市清水区二の丸町6-31

054-364-2525

湊のやど汀家

みなとのやどみぎわ

静岡県焼津市本町1-14-2

054-628-3155

見晴旅館

みはらしりょかん

静岡県静岡市清水区由比今宿９９６−１

054-375-2503

⺠宿 東海

みんしゅく とうかい

静岡県牧之原市静波1699-2-150

0548-22-1293

⺠宿 柳亭

みんしゅく やなぎてい

静岡県焼津市浜当目2丁目19-25

054-671-1300

⺠宿 ⼒休

みんしゅく りきゅう

静岡県静岡市葵区梅ケ島５２５８−２

054-269-2317

⺠宿潮

みんしゅくうしお

静岡県静岡市清水区三保2718-6⺠宿潮

054-334-8561

⺠宿かしお

みんしゅくかしお

静岡県静岡市清水区柏尾204−２

054-347-0296
054-334-0150

⺠宿竹下ナギサヤ

みんしゅくたけしたなぎさや

静岡県静岡市清水区三保2414-3

⺠宿⽂一

みんしゅくぶんいち

静岡県牧之原市大江658-22-1

0548-52-1543

もりのコテージ

もりのこてーじ

静岡県榛原郡川根本町奥泉815-2

0547-59-3800

柳家旅館

やなぎやりょかん

静岡県静岡市駿河区用宗5丁目19-4柳家旅館

054-259-2109

山の宿・P・くさぎ里

やまのやど・ぺんしょん・くさぎり

静岡県静岡市葵区梅ケ島4797-1

054-269-2263

有限会社シオサイ

ゆうげんがいしゃ しおさい

静岡県静岡市清水区三保松原町40旅館潮騒

054-335-7230

有限会社マイホテル⻯宮

ゆうげんがいしゃまいほてるりゅうぐう

静岡県静岡市葵区伝馬町10-5

054-251-1315

（有）増田屋

ゆうげんがいしゃますだや

静岡県島田市阪本1354

0547-38-0022

有限会社ラブリーホースガーデン

ゆうげんがいしゃらぶり−ほーすがーでん

静岡県島田市川根町家山1229-2

0547-53-4079

有限会社料理旅館わかき家

ゆうげんがいしゃりょうりりょかんわかきや

静岡県牧之原市静波329番地

0548-22-0331

湯心の宿 いちかわ

ゆごころのやど いちかわ

静岡県静岡市葵区梅ヶ島5258-9梅ケ島

054-269-2157

湯の島館

ゆのしまかん

静岡県静岡市葵区梅ケ島5258-7

054-269-2032

湯屋飛龍の宿

ゆやひりゅうのやど

静岡県榛原郡川根本町千頭３５０

0547-59-3110

油山苑<油山温泉>

ゆやまえん ゆやまおんせん

静岡県静岡市葵区油山2215-2

054-294-0157

油山温泉元湯館

ゆやまおんせんもとゆかん

静岡県静岡市葵区油山２３２５−４

054-294-0155

リバティーリゾート久能山

りばてぃーりぞーとくのうざん

静岡県静岡市駿河区古宿294

054-204-1310

料理茶屋 玉鉾

りょうりちゃや たまほこ

静岡県静岡市清水区由比４５０−１

054-375-5357

旅館福住

りょかんふくずみ

静岡県静岡市清水区江尻町6番1号旅館福住

054-366-0661

