宿泊施設名

宿泊施設名（かな）

住所

電話番号

㈱ユニホー 伊豆山研修センター

（かぶ）ゆにほー いずさんけんしゅうせんたー

静岡県熱海市伊豆山1065-1

0557-80-5018

アースルーフ

あーするーふ

静岡県伊東市池615-87

アーネストハウス

あーねすとはうす

静岡県下田市吉佐美１８９３ー１

0558-22-5880

アイウェルネス伊豆高原

あいうぇるねすいずこうげん

静岡県伊東市八幡野1737

0557-54-0011

愛犬お宿 伊豆高原

あいけんおやど

静岡県伊東市富⼾1038-91

0557-53-1230

0557-33-1123

愛犬と泊まる宿 ななつぼし

あいけんととまるやど ななつぼし

静岡県伊東市八幡野1759-231

0557-51-4455

愛犬と泊まれる ゆるり⻄伊豆

あいけんととまれる ゆるりにしいず

静岡県伊豆市土肥 349-2

0570-073-526

愛犬と泊まれる宿 アップルシード

あいけんととまれるやど あっぷるしーど

静岡県伊東市吉田843-69

0557-45-7599

静岡県伊東市富⼾1095-97

0557-51-4747

愛犬の宿 ラブリー・ワンズ

あいけんのやど らぶりー・わんず

ITJ BASE Shuzenji

あいてぃーじぇーべーすしゅぜんじ

静岡県伊豆市修善寺955-1

iHouse あたみんち

あいはうすあたみんち

静岡県熱海市上多賀1065-973

080-5007-5109

⻘い風ガーデン

あおいかぜがーでん

静岡県伊東市八幡野１２５０−３４

0557-51-3785

碧き凪ぎの宿 明治館

あおきなぎのやど めいじかん

静岡県伊豆市土肥2849番地の3碧き凪ぎの宿 明治館

0558-98-1011

赤沢温泉ホテル

あかざわおんせんほてる

静岡県伊東市赤沢字浮山163-1

0557-53-5555

赤沢合宿所

あかざわがっしゅくじょ

静岡県伊東市赤沢浮山167-11

0557-53-3925

赤沢迎賓館

あかざわげいひんかん

静岡県伊東市八幡野1754-114-3

0557-53-2112

茜色の海あるじ栖

あかねいろのうみあるじす

静岡県伊豆市小土肥241

0558-98-2212

あくあがーでん らぐどーる

静岡県伊東市八幡野１２３５−１５

アクアガーデン ラグドール

0558-88-9572

0557-51-6667

アクアペンション マリンヴィラ

あくあぺんしょん まりんびら

静岡県伊東市富⼾１０２３−７

0557-55-7553

アクアペンション マリンブルー伊豆高原

あくあぺんしょん まりんぶるーいずこうげん

静岡県伊東市富⼾９０８−１１０

0557-51-4045

あさか荘

あさかそう

静岡県伊豆市土肥732あさか荘

0558-98-1270

あさば旅館

あさばりょかん

静岡県伊豆市修善寺３４５０−１

0558-72-7000

朝日屋

あさひや

静岡県賀茂郡松崎町峰輪393

0558-36-4447

Agi・Lodge

あじ・ろっじ

静岡県熱海市網代627-740

03-6300-5126

あしたの風

あしたのかぜ

静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜2132-3

0558-67-1700

味と湯の宿 ニューとみよし

あじとゆのやど にゅーとみよし

味の宿 喜久多

あじのやど きくた

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1568

0557-95-2537

網代観光ホテル

あじろかんこうほてる

静岡県熱海市下多賀134

静岡県熱海市下多賀1472-1

0557-68-0140

0557-67-0017

熱川オーシャンリゾート

あたがわおーしゃんりぞーと

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本熱川989-1

0557-22-6200

熱川温泉 粋光

あたがわおんせん すいこう

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

0557-23-2345

熱川温泉ブルーオーシャン

あたがわおんせんぶるーおーしゃん

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬1139

0557-23-1121

熱川館

あたがわかん

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本９８１−３

0557-23-2111

熱川ハイツ

あたがわはいつ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1240−14

熱川プリンスホテル

あたがわぷりんすほてる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２４８−３

0557-23-1234

ATAMI オーシャン・リトリート

あたみ おーしゃん・りとりーと

静岡県熱海市下多賀1702-913

03-6300-5126

ATAMI SPRING TERRACE HOTEL

あたみ すぷりんぐ てらす ほてる

静岡県熱海市林ガ丘町１３−１２

0570-047-780

070-8987-6884

ATAMI せかいえ

あたみ せかいえ

静岡県熱海市伊豆山269-1

0557-86-2002

熱海 森の温泉ホテル

あたみ もりのおんせんほてる

静岡県熱海市熱海１８９０−１６

0557-67-8828

熱海・櫂雲

あたみ・かいうん

静岡県熱海市網代627-1298

03-6300-5126

熱海・徒然荘

あたみ・つれづれそう

静岡県熱海市下多賀1702-535

熱海アトリエ

あたみあとりえ

静岡県熱海市上多賀1042-246

0557-37-5155

東横イン熱海駅前

あたみえきまえ

静岡県熱海市春日町１２−４

0557-86-1045

熱海温泉 湯宿一番地

あたみおんせん ゆやどいちばんち

静岡県熱海市春日町1番2号

0557-81-3651

熱海温泉さくらや旅館

あたみおんせんさくらやりょかん

静岡県熱海市東海岸町9-11

03-6300-5126

0557-81-0345

熱海温泉ホテル夢いろは

あたみおんせんほてるゆめいろは

静岡県熱海市咲見町4-6

0557-82-1151

ATAMI海峯楼

あたみかいほうろう

静岡県熱海市春日町８−３３

0557-82-2881

熱海来宮の湯 松月

あたみきのみやのゆ しょうげつ

静岡県熱海市上宿町19-5

0557-81-2878

熱海金城館

あたみきんじょうかん

静岡県熱海市昭和町10−33

0570-023-780

熱海倶楽部迎賓館

あたみくらぶげいひんかん

静岡県熱海市伊豆山1171

0557-81-6000

熱海後楽園ホテル

あたみこうらくえんほてる

静岡県熱海市和田浜南町10-1

熱海紅楼

あたみこうろう

静岡県熱海市下多賀708-16

0557-48-6698

熱海さんが

あたみさんが

静岡県熱海市網代591-102

0557-68-3310

熱海シーサイドスパ＆リゾート

あたみしーさいどすぱあんどりぞーと

静岡県熱海市東海岸町6-53熱海シーサイドスパ＆リゾート

0557-82-8111

アタミシーズンホテル

あたみしーずんほてる

静岡県熱海市咲見町6−1

0570-025-780

熱海スカイⅡ

あたみすかいつー

静岡県熱海市下多賀1714-116

0557-37-5155

熱海玉の湯ホテル

あたみたまのゆほてる

静岡県熱海市渚町26-11

0557-81-3561

熱海TENSUI

あたみてんすい

静岡県熱海市小嵐町２-３

0570-032-217

熱海ドーム山荘

あたみどーむさんそう

静岡県熱海市⻄熱海町2-35-16熱海ドーム山荘

熱海なぎさテラス

あたみなぎさてらす

静岡県熱海市下多賀1702-1359

0557-37-5155

熱海ニューフジヤホテル

あたみにゅーふじやほてる

静岡県熱海市銀座町1−16

0570-022-780

熱海の奥座敷 山の上ホテル

あたみのおくざしき やまのうえほてる

静岡県熱海市紅葉ガ丘町7-6

0557-81-0041

0557-37-5155

0557-81-0241

熱海の隠れ里

あたみのかくれざと

静岡県熱海市東海岸町９−２３

0557-82-5566

熱海風雅

あたみふうが

静岡県熱海市梅園町16-8

0570-003-141

熱海ホテルパイプのけむり

あたみほてるぱいぷのけむり

静岡県熱海市⻄山町16-53

0557-86-1777

熱海マーベラス

あたみまーべらす

静岡県熱海市下多賀１７０２−９０３

0557-37-5155

あたみ石亭

あたみ石亭

静岡県熱海市和田町6-17

0557-83-2841

あづまや旅館

あづまやりょかん

静岡県伊豆の国市古奈39番地

あにまーれ いん いずこうげん

静岡県伊東市富⼾1317-3921

0288-53-6300

あにまーれ ぷれみあむ

静岡県伊東市池686-4

0288-53-6300

アニマーレ in

伊豆高原

アニマーレ プレミアム
天城温泉 モダン宿坊 禅の湯

あまぎおんせん もだんしゅくぼう ぜんのゆ

静岡県賀茂郡河津町梨本28−1

055-948-0114

0558-35-7253

網元磯料理・⺠宿はるひら丸

あみもといそりょうりみんしゅくはるひらまる

静岡県伊東市松原本町1-14

0557-37-4250

網元の宿清進丸

あみもとのやどせいしんまる

静岡県沼津市⼾田799-5網元の宿清進丸

0558-94-2412

網元又五郎

あみもとまたごろう

静岡県賀茂郡松崎町雲見467網元又五郎

0558-45-0732

アメリカンハウスCOZY

静岡県下田市吉佐美1903‐1

0558-25-3111

あゆの風

あゆのかぜ

静岡県伊東市松原794-1

0557-38-2000

味湯海亭 福松荘

あゆみてい ふくまつそう

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬５３-１

0557-23-1145

安吏樹リゾート熱川

あめりかんはうすこーじー

ありきりぞーとあたがわ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１４９６−２０

070-5569-5472

安吏樹リゾート修善寺

ありきりぞーとしゅぜんじ

静岡県伊豆市上⽩岩２３３２−２０

070-5569-5472

AWA Nishi-Izu

あわ にしいず

静岡県沼津市⼾田1480-1

0558-88-9915

淡島ホテル

あわしまほてる

静岡県沼津市内浦重寺186淡島ホテル

055-941-3341

アンダの森 伊豆いっぺき湖

あんだのもり いずいっぺきこ

静岡県伊東市吉田836-2

0557-45-0151

いおり

いおり

静岡県沼津市⼾田850-4

0558-94-2344

イサナ山荘

いさなさんそう

静岡県伊東市富⼾1317-283

0557-51-0222

イサナリゾート

いさなりぞーと

静岡県伊東市富⼾774-1

0557-51-0222

いさり火

いさりび

静岡県賀茂郡東伊豆町大川31-4

石の家

いしのいえ

静岡県伊東市大室高原6-650

0557-51-8716

石のや 伊豆⻑岡

いしのや いずながおか

静岡県伊豆の国市⻑岡192

055-947-0733

ISHINOYA熱海

いしのやあたみ

静岡県熱海市熱海1739-35パサニアホテル棟27階

0557-35-9555

伊豆網代温泉 松風苑

いずあじろおんせん しょうふうえん

静岡県熱海市下多賀966

0557-68-3151

伊豆熱川温泉 ゆらく亭

いずあたがわおんせん ゆらくてい

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1220-86

03-3382-0211

伊豆熱川潮風旅館

いずあたがわしおかぜりょかん

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1237-23

0557-23-3777

IZU-ATAMI Ocean View House

いず-あたみ おーしゃんびゅーはうす

静岡県熱海市下多賀1702-899

伊豆イグジット本館

いずいぐじっとほんかん

静岡県伊東市八幡野1041-37

0557-37-5180

伊豆一碧湖レイクサイドテラス

いずいっぺきこれいくさいどてらす

静岡県伊東市吉田８３９−１

0557-45-7557

伊豆・伊東 金目鯛の宿 こころね

いずいとうきんめだいのやどこころね

静岡県伊東市宇佐美3713−16

0557-47-4547

伊豆稲取スポーツヴィラ

いずいなとりすぽーつ?ぃら

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3349-1

伊豆稲取テラス 寛道

いずいなとりてらす かんどう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3009-113

03-3226-3335

伊豆今井浜温泉 今井荘

いずいまいはまおんせん いまいそう

静岡県賀茂郡河津町見高127今井荘

0558-34-1155

伊豆今井浜東急ホテル

いずいまいはまとうきゅうほてる

0557-23-1363

03-63005126

0557-95-3935

静岡県賀茂郡河津町見高今井35-1

0558-32-0109

伊豆寒舎

いずかんしゃ

静岡県熱海市下多賀1473-11

0557-55-7088

伊豆グランヴィレッジグランピング

いずぐらんヴぃれっじぐらんぴんぐ

静岡県伊東市富⼾１０８９−４

0557-52-3714

伊豆クリスタル迎賓館

いずくりすたるげいひんかん

静岡県伊東市富⼾1273-21

0557-37-5155

伊豆高原・城ヶ崎温泉 花吹雪

いずこうげん じょうがさきおんせん はなふぶき

静岡県伊東市八幡野1041

0557-54-1550

伊豆高原アルシオン

いずこうげんあるしおん

静岡県伊東市富⼾東大室3-8

0557-51-5600

伊豆高原温泉ホテル 森の泉

いずこうげんおんせんほてる もりのいずみ

静岡県伊東市吉田901-75

0557-44-2111

伊豆高原キャプテンズキャビン

いずこうげんきゃぷてんずきゃびん

静岡県伊東市八幡野１５８８ー１３０

0557-54-3949

伊豆高原サイレントヒルズ

いずこうげんさいれんとひるず

静岡県伊東市十足330-13

0557-33-3302

伊豆高原シーズンズ

いずこうげんしーずんず

静岡県伊東市富⼾1108-30

伊豆高原テラス 寛道

いずこうげんてらす かんどう

静岡県伊東市富⼾1317-2272

03-3226-3335

伊豆高原の隠れ宿Ｓｙｕｈａｒｉ〜守破離〜

いずこうげんのかくれやど しゅはり

静岡県伊東市八幡野1355-17

0557-53-5590

0557-51-6005

伊豆高原の小さな隠れ宿HINASAKU‐ひなさく‐

いずこうげんのちいさなかくれやど ひなさく

静岡県伊東市富⼾1105-15

0557-51-3500

伊豆高原ペンション・ノエル

いずこうげんぺんしょんのえる

静岡県伊東市池615-76

伊豆高原ホテル五つ星

いずこうげんほてるいつつぼし

静岡県伊東市八幡野1269-1

0557-53-7000

伊豆高原わんわんパラダイスコンドミニアム

いずこうげんわんわんぱらだいすこんどみにあむ

静岡県伊東市大室高原8丁目

0557-51-6111

0557-55-3450

伊豆高原わんわんパラダイスホテル＆コテージ

いずこうげんわんわんぱらだいすほてるあんどこてーじ

静岡県伊東市大室高原3-490

0557-51-6111

IZU SURF 33

いずさーふさんさん

静岡県熱海市網代５４９−４４

0557-37-5155

伊豆サファイア倶楽部

いずさふぁいあくらぶ

静岡県伊東市富⼾903-146

0557-37-5155

伊豆シャボテンヴィレッジグランピング

いずしゃぼてんヴぃれじぐらんぴんぐ

静岡県伊東市富⼾1317-584

0557-52-3711

伊豆シュガーハウス

いずしゅがーはうす

静岡県伊東市富⼾1317-713

0557-37-5155

伊豆ショコラハウス

いずしょこらはうす

静岡県賀茂郡東伊豆町大川160-10

0557-37-5155

伊鈴荘

いすずそう

静岡県下田市柿崎781-1

0558-22-3886

伊豆ステラハウス

いずすてらはうす

静岡県伊東市富⼾842-18

0557-37-5155

静岡県伊東市八幡野１７５９−６０

0557-51-7771

伊豆ドッグペンション ことぶきベース

いずどっくぺんしょん ことぶきべーす

伊豆⻑岡温泉京急ホテル

いずながおかおんせんけいきゅうほてる

静岡県伊豆の国市古奈168

伊豆⻑岡温泉国際旅館萬来

いずながおかおんせんこくさいりょかんばんらい

静岡県伊豆の国市⻑岡７３

055-944-6887

伊豆⻑岡金城館

いずながおかきんじょうかん

静岡県伊豆の国市⻑岡1035−1

0570-044-780

055-948-1612

伊豆⻑岡温泉ホテル天坊

いずながおかほてるてんぼう

静岡県伊豆の国市⻑岡431-1

055-947-1919

伊豆のうみ

いずのうみ

静岡県伊東市八幡野1741-204

0557-54-0102

伊豆の宿昭和館

いずのやどしょうわかん

静岡県伊豆市土肥306

伊豆畑毛温泉 大仙家

いずはたけおんせん だいせんや

静岡県伊豆の国市奈古谷655

055-979-7000

伊豆畑毛温泉誠山

いずはたけおんせんせいざん

静岡県田方郡函南町畑毛244-4伊豆畑毛温泉誠山

055-978-3661

いずばんぶーてらす

静岡県伊東市吉田843-159

0557-37-5155

伊豆バンブーテラス

0558-98-0023

IZU VILLAGE HESO HOTEL

いずびれっじへそほてる

静岡県伊豆の国市田京195-2

伊豆フィールドワンHG

いずふぃーるどわんえいちじー

静岡県伊東市池626-3伊豆フィールドワンHG

0557-37-5180

伊豆ホテル リゾート&スパ

いずほてるりぞーとあんどすぱ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30「 リゾートパーク伊豆あたがわ」 別荘地内

0557-22-5151

0558-76-3355

伊豆まつざき荘

いずまつざきそう

静岡県賀茂郡松崎町江奈２１０−１伊豆まつざき荘

0558-42-0450

伊豆マリオットホテル修善寺

いずまりおっとほてるしゅぜんじ

静岡県伊豆市大平1529

伊豆三津浜国際旅館しおさい

いずみとはまこくさいりょかんしおさい

静岡県沼津市内浦⻑浜4-1

055-943-2011

磯割烹の宿 山市

いそかっぽうのやど やまいち

静岡県沼津市⼾田523

0558-94-2037

磯膳まえだ苑

いそぜんまえだえん

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1008-1磯膳まえだ苑

0557-95-2106

磯の宿峯松

いそのやどみねまつ

静岡県沼津市⼾田３７６−１７磯の宿峯松

0558-94-3694

磯の宿旅館すず福

いそのやどりょかんすずふく

静岡県下田市⽩浜１０９磯の宿すず福

0558-22-1975

磯料理の宿 松屋

いそりょうりのやど まつや

静岡県伊豆市土肥2668-3

0558-98-2133

0558-72-1311

一の瀬

いちのせ

静岡県裾野市茶畑1769一の瀬

いづみ荘

いづみそう

静岡県下田市⻄本郷1-13-7

0558-22-3080

伊東園ホテル

いとうえんほてる

静岡県伊東市松川町1−12

0570-032-780

055-992-1589

伊東園ホテル熱川

いとうえんほてるあたがわ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1267−2

0570-035-780

伊東園ホテル熱海館

いとうえんほてるあたみかん

静岡県熱海市田原本町4−16

0570-020-780

伊東園ホテル稲取

イトウエンホテルイナトリ

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1021−24

0570-03-6780

伊東園ホテル土肥

いとうえんほてるとい

静岡県伊豆市八木沢3864

0570-040-780

伊東園ホテル別館

いとうえんほてるべっかん

静岡県伊東市寿町2−4

0570-033-780

伊東園ホテル松川館

いとうえんほてるまつかわかん

静岡県伊東市寿町1−1

伊東温泉 山望館

いとうおんせん さんぼうかん

静岡県伊東市銀座元町5-8

0557-37-2047

伊東温泉 大東館

いとうおんせん だいとうかん

静岡県伊東市末広町２−２３

0557-37-5166

0570-034-780

伊東小涌園

いとうこわきえん

静岡県伊東市広野2-2-5伊東小涌園

0557-337-4131

伊東ステーションホテル

いとうすてーしょんほてる

静岡県伊東市湯川 1丁目９番１８号浅田ビル

0557-37-2233

伊東ホテルジュラク

いとうほてるじゅらく

静岡県伊東市岡281伊東ホテルジュラク

伊東ホテルニュ−岡部

いとうほてるにゅ−おかべ

静岡県伊東市桜木町２−１−１伊東ホテルニュ−岡部

0557-38-2611

伊東遊季亭

いとうゆうきてい

静岡県伊東市宝町１番８号

0557-37-0114

伊東遊季亭川奈別邸

いとうゆうきていかわなべってい

静岡県伊東市川奈１３８５−１

0557-37-3161

0557-44-0067

伊東緑涌

いとうりょくゆう

静岡県伊東市広野2-2-5伊東小涌園

0557-37-4131

稲取銀水荘

いなとりぎんすいそう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取１６２４−１

0557-95-2211

稲取東海ホテル湯苑

いなとりとうかいほてるゆうえん

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1599-1

0557-95-2121

稲取リゾート

いなとりりぞーと

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3031-367

0557-95-3213

いなばや旅館

いなばやりょかん

静岡県賀茂郡松崎町雲見420

0558-45-0353

いやし処ほてる寛楽富士山御殿場

いやしどころほてるかんらくふじさんごてんば

静岡県御殿場市東田中1031-1

0550-84-0888

いやしの宿 花生の郷

いやしのやど はないけのさと

静岡県伊東市富⼾1209-46

癒やしのわんこ宿にこまめち

いやしのわんこやどにこまめち

静岡県伊東市八幡野1081-27

0557-53-1137

il azzurri(イル・アズーリ)

いる あずーり

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2145

0558-52-0346

0557-51-1270

石廊館

いろうかん

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂204-2石廊館

いろりの宿三吉

いろりのやどさんきち

静岡県伊豆市湯ケ島1972-1

0558-85-1123

WE HOME VILLA 城ケ崎温泉

うぃーほーむ?ぃらじょうがさきおんせん

静岡県伊東市八幡野1086-66WE HOME VILLA 城ケ崎温泉

0557-35-9229

0558-62-0013

ウィスタリアンライフクラブ熱海

うぃすたりあんらいふくらぶあたみ

静岡県熱海市東海岸町１４‐２６

0557-82-2053

ウィスタリアンライフクラブ宇佐美

うぃすたりあんらいふくらぶうさみ

静岡県伊東市宇佐美３２４２−２２５ウィスタリアンライフクラブ宇佐美

0557-47-2661

ヴィラ・ザ・クラブ御殿場ウエスト

ゔぃら・ざ・くらぶごてんばうえすと

静岡県御殿場市印野1044-1

0550-88-0011

ヴィラージュ伊豆高原

う゛ぃらーじゅいずこうげん

静岡県伊東市富⼾１３１７ー８

0557-51-7355

ヴィラ⽩浜

ゔぃらしらはま

静岡県下田市⽩浜２４１６−１０

0558-22-3251

Villa By Nature

ヴぃらばいねいちゃー

静岡県伊東市八幡野１３５４−１２

0557-37-5155

ヴィラ弓ヶ浜

ゔぃらゆみがはま

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1600

080-1584-1013

ヴィレッジ弓ヶ浜

ゔぃれっじゆみがはま

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1638

0558-62-2571

ウィンダムガーデン⻑泉

うぃんだむがーでんながいずみ

静岡県駿東郡⻑泉町東野646

055-989-0100

ウェルネスの森伊東

うぇるねすのもりいとう

静岡県伊東市岡1348-3

0557-38-7111

ウオミサキホテル

うおみさきほてる

静岡県熱海市和田浜南町7−2

0570-021-780

宇久須 伊豆一

うぐす いずいち

静岡県賀茂郡⻄伊豆町宇久須671-1堂ヶ島温泉郷 宇久須 お刺⾝と天然温泉の宿 伊豆一

0558-55-0306

うさぎの時計

うさぎのとけい

静岡県伊東市湯川662-100

臼井荘

うすいそう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊973-5

0558-62-2733

ウッディーハウス

うっでぃーはうす

静岡県下田市⽩浜2351

0558-23-0666

0557-38-8155

ウッドペッカー

うっどぺっかー

静岡県伊東市吉田843-171

0557-37-5155

ウブドの森 伊豆高原

うぶどのもり いずこうげん

静岡県伊東市富⼾1007-21

0557-33-1311

UFUFU VILLAGE

うふふびれっじ

静岡県伊豆市月ヶ瀬425-1

0558-75-8000

海彩テラス熱海

うみいろてらすあたみ

静岡県熱海市網代627−935

045-915-6735

海風テラスあたみ

うみかぜてらすあたみ

静岡県熱海市小嵐町4-12

050-5370-6028

海が庭 みなとや

うみがにわみなとや

静岡県伊東市八幡野８２９

0557-53-0032

海を臨む全室半露天付 離れ御宿 夢のや

うみぞのぞむぜんしつはんろてんつき はなれおんやど ゆめのや

静岡県伊東市富⼾９２７−９

0557-33-1088

海とエステと美肌風呂の宿 天使のイルカ！

うみとえすてとびはだふろのやど てんしのいるか

静岡県伊東市富⼾1104-61

UMITO the salon IZU

うみとざさろんいず

静岡県伊東市八幡野１２５３−２５

0557-51-2610

海のごちそうWATANABE

うみのごちそうわたなべ

静岡県伊東市八幡野1276−26

0557-54-1055

海のぺんしょんマリンビュー

0557-51-6261

うみのぺんしょんまりんびゅー

静岡県沼津市⼾田3878-114

0558-94-2062

海のほてるいさば

うみのほてるいさば

静岡県沼津市⼾田3878-20

0558-94-3048

海の見える小さなホテル アリエッタ

うみのみえるちいさなほてる ありえった

静岡県下田市⽩浜2513-19

0558-27-3008

海の見える小さなホテル リバティーヒル

うみのみえるちいさなほてる りばてぃーひる

静岡県伊東市富⼾1102-50

0557-51-4132

海の見えるペンションデジャヴ

うみのみえるぺんしょんでじゃぶ

静岡県下田市⽩浜2415-2

0558-23-2021

海の見える宿 さんぽみち

うみのみえるやど さんぽみち

静岡県伊東市富⼾1317-3949

0557-55-7774

海辺のかくれ湯清流

うみべのかくれゆせいりゅう

海宿 太陽人

うみやど たいようびと

静岡県賀茂郡南伊豆町下流1391-1

0558-65-0132

梅のお宿 温泉⺠宿 宮田荘

うめのおやどおんせんみんしゅくみやたそう

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田188-1

0557-22-0775

栄四丸

えいしまる

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科２９４１番地

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科1931-2

0558-52-1118

0558-52-0322

エイトワン伊豆高原

えいとわんいずこうげん

静岡県伊東市富⼾1020-533

0557-37-5155

ＡＢホテル富士

えーびーほてるふじ

静岡県富士市伝法2442番1ＡＢホテル富士

0545-67-0413

エクシブ伊豆

えくしぶいず

静岡県伊東市富⼾1317-5243エクシブ伊豆

0557-51-0001

エムユー南熱海

えむゆーみなみあたみ

静岡県熱海市網代627-801

0557-37-5155

エンゼルフォレスト熱海自然郷

えんぜるふぉれすとあたみしぜんきょう

静岡県熱海市上多賀1066-334

エンゼルフォレスト伊豆高原

えんぜるふぉれすといずこうげん

静岡県伊東市赤沢373-298

0557-52-4800

エンゼルフォレスト伊豆スカイライン

えんぜるふぉれすといずすかいらいん

静岡県伊豆市上⽩岩2071-307

0557-52-4800

0557-52-4800

エンゼルフォレスト大川汐見崎

えんぜるふぉれすとおおかわしおみざき

静岡県賀茂郡東伊豆町大川912-11

0557-52-4800

Enbnb

えんびーえぬびー

静岡県伊東市松川町1-22-3F

090-7007-1735

大江⼾温泉物語あたみ

おおえどおんせんものがたりあたみ

静岡県熱海市咲見町8-3

0557-83-1512

大江⼾温泉物語ホテル水葉亭

おおえどおんせんものがたりほてるすいようてい

静岡県熱海市伊豆山１９０−１

0557-31-1001

おお川旅館

おおかわりょかん

静岡県熱海市水口町11-32おお川旅館

0557-81-6288

大坂屋

おおさかや

静岡県賀茂郡南伊豆町湊５６５

0558-62-0757

オーシャンガーデン ブルーヘヴン

おーしゃんがーでん ぶるーへぶん

静岡県下田市⽩浜2596-1

0558-25-1666

オーシャンビュー ヴィラ ジェイズ

おーしゃんびゅー う゛ぃら じぇいず

静岡県伊東市新井５１０−２６

0557-35-2555

オーシャンビューフジミ

おーしゃんびゅーふじみ

静岡県沼津市⻄浦江梨９９３オーシャンビューフジミ

055-942-3052

オーシャンビューリゾート岬

おーしゃんびゅーりぞーとみさき

静岡県伊豆市小下田3135-1

0558-99-0177

オーシャンフロント伊豆

おーしゃんふろんといず

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田1687-5

0557-37-5155

オーシャンリゾート ボンダイ

おーしゃんりぞーと ぼんだい

静岡県下田市吉佐美2625-6

0558-25-3221

大瀬館

おおせかん

静岡県沼津市⻄浦江梨325-1

055-942-2220

おおとり荘

おおとりそう

静岡県伊豆の国市古奈1133

055-948-1095

おおはまそう

静岡県賀茂郡松崎町石部41-1

0558-45-0811

大浜荘
オーパリゾート

おーぱりぞーと

静岡県伊東市八幡野1031-11

0557-51-0671

大仁ホテル

おおひとほてる

静岡県伊豆の国市吉田1178

0570-043-780

大平荘

おおひらそう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1693-1東伊豆町稲取 1693-1大平荘

0557-95-2629

オーベルジュ フォンテーヌ・ブロー熱海

おーべるじゅ ふぉんてーぬぶろーあたみ

静岡県熱海市下多賀1484-5

0557-68-3303

オーベルジュ ミヨー

おーべるじゅ みよー

静岡県伊東市池６２４の７

オーベルジュ ルタン

オーベルジュ ルタン

静岡県伊東市十足614-187オーベルジュルタン

オーベルジュ花季

おーべるじゅはなごよみ

静岡県伊東市岡75-32

0557-38-2020

大室の杜 玉翠

おおむろのもり ぎょくすい

静岡県伊東市八幡野１３５７番地１０大室の杜 玉翠

0120-23-2175

奥駿河ゲストハウス

おくするがげすとはうす

静岡県沼津市内浦三津５３７−１９

055-919-8070

尾崎荘

おざきそう

静岡県伊豆市佐野272-50

0558-87-0441

オザッキー大室高原４丁目

おざっきーおおむろこうげん４ちょうめ

静岡県伊東市富⼾1317-2995大室高原1-404

0557-48-7837

踊子の園

おどりこのその

静岡県賀茂郡東伊豆町大川1039-39

お部屋食の宿 中浜屋

おへやしょくのやど なかはまや

静岡県伊豆市土肥410-7

0558-98-1234

おもひで野じんで

おもいでのじんで

静岡県伊豆市八木沢405

0558-99-0363
松崎３６１

0557-51-2858
0557-45-5181

0557-22-6699

御宿 あさか

おやど あさか

静岡県賀茂郡松崎町

御宿 瑞鷹

おやど ずいよう

静岡県熱海市泉226-70

0465-62-4141

御宿 めぐみ荘

おやど めぐみそう

静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜632

0558-67-0731

044-852-0414

お宿 森のおくりもの

おやど もりのおくりもの

静岡県下田市横川 1047-3

0558-28-1636

お宿 癒楽里

おやど ゆらり

静岡県伊東市富⼾1094-12

0557-51-9166

お宿うち山

おやどうちやま

静岡県伊東市池628-68

0557-52-0010

お宿しらなみ

おやどしらなみ

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬575-7

0557-23-0886

お宿星めぐり

おやどほしめぐり

静岡県下田市立野41-1-

0558-22-2560

OliOli GuestHouse

おりおりげすとはうす

静岡県下田市吉佐美1903-11

0558-36-3771

オレンジベリー

おれんじべりー

静岡県伊東市八幡野1250-23

温泉たまご

おんせんたまご

静岡県伊東市富⼾844-18

0557-37-5155

温泉ホステル 陽の笑

おんせんほすてる ひのえみ

静岡県熱海市海光町９−８

0557-81-6780

温泉⺠宿 浜屋

おんせんみんしゅく はまや

静岡県下田市須崎1474-6

0558-22-3426

0557-51-2425

温泉⺠宿 みどり荘

おんせんみんしゅく みどりそう

静岡県下田市⽩浜1232-1

温泉⺠宿かねみ荘

おんせんみんしゅくかねみそう

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田56-3

0557-23-0452

温泉⺠宿さざえ荘

おんせんみんしゅくさざえそう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊893-2

0558-62-2545

温泉⺠宿しきや

オンセンミンシュクシキヤ

静岡県伊豆市湯ヶ島1652

0558-22-3767

0558-85-1377

温泉⺠宿船⻑

おんせんみんしゅくせんちょう

静岡県賀茂郡河津町見高1069

0558-32-0445

温泉⺠宿ふくむろ

おんせんみんしゅくふくむろ

静岡県伊豆市土肥825

0558-98-0411

温泉⺠宿わたや

おんせんみんしゅくわたや

静岡県賀茂郡河津町見高185-1

0558-32-1055

温泉宿 伊豆華の舞

おんせんやど いずはなのまい

静岡県伊東市富⼾1317-4573

0557-52-3063

温泉宿 ブルー爪木

おんせんやど ぶるーつめき

静岡県下田市須崎718

0558-23-3117

温泉宿 美浦

おんせんやど みうら

静岡県賀茂郡南伊豆町湊555-2

0558-62-1245

温泉宿やどかり

おんせんやど やどかり

静岡県熱海市下多賀1481−1

温泉宿水ぐち

おんせんやどみずぐち

静岡県伊豆市修善寺3463-17

0558-72-2029

温泉旅館 芝川苑

おんせんりょかん しばかわえん

静岡県富士宮市内房1298

0544-65-0542

御宿 風月無辺

おんやど ふうげつむへん

静岡県賀茂郡東伊豆町大川１０９６−１

0557-68-1109

0557-23-1500

御宿しんしま

おんやどしんしま

静岡県賀茂郡松崎町宮内284御宿しんしま

0558-42-0236

株式会社 山岸園

か）やまぎしえん

静岡県伊東市松原６５７

0557-37-4117

ガーデンヴィラ⽩浜

がーでん?ぃらしらはま

静岡県下田市⽩浜2644-1ガーデンヴィラ⽩浜

ガーデンゲストハウス 鳥と木の実

がーでんげすとはうす とりときのみ

静岡県伊東市大室高原10丁目506

090-3509-6158

ガーランドコート宇佐美

がーらんどこーとうさみ

静岡県伊東市宇佐美みのりの村139-1ガーランドコート宇佐美

0557-85-0672

海光苑

0558-22-8080

かいこうえん

静岡県賀茂郡松崎町岩地４５４−１−１

0558-45-0006

海族船

かいぞくせん

静岡県伊東市富⼾１１６３−４８

0557-51-0444

かえで庵

かえであん

静岡県伊東市大室高原6-626

0557-33-1111

隠れ湯の宿 月のあかり

かくれゆのやど つきのあかり

静岡県熱海市網代627-1086

0557-67-7707

かけ流しのお宿 夢花

かけながしのおやど ゆめはな

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田１７３３−６０

0557-23-2031

かざみどり〜ワンコにも休日を〜

かざみどり〜わんこにもきゅうじつを〜

静岡県伊東市八幡野1276-19

0557-52-6856

貸別荘 ヴィラ今井浜

かしべっそう ?ぃらいまいはま

静岡県賀茂郡河津町見高２３１２−５１

0558-32-0546

貸別荘 アートロード

かしべっそう あーとろーど

静岡県伊東市富⼾1317-4689

0557-38-8890

貸別荘 ステップイン⽩浜

かしべっそう すてっぷいんしらはま

静岡県下田市⽩浜2584-30貸別荘 ステップイン⽩浜

0558-22-9991

貸別荘 小さなリゾートハウス

かしべっそう ちいさなりぞーとはうす

静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜2131貸別荘小さなリゾートハウス

0558-67-0806

貸別荘 ビラ小沢

かしべっそう びらおざわ

静岡県下田市須崎156-7

0558-22-2686

貸別荘 レイクタウン

かしべっそう れいくたうん

静岡県伊東市吉田836-93

貸別荘 ロイヤルハイランド

かしべっそう ろいやるはいらんど

静岡県伊東市十足614-140

0557-38-8890

貸別荘オレンジオレンジ

かしべっそうおれんじおれんじ

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2179

090-7722-3340

0557-38-8890

貸別荘シーフロント Moon and Sand

かしべっそうしーふろんと

静岡県伊東市富⼾９８８−７貸別荘シーフロント Moon and Sand

050-5435-6779

貸別荘シエスタ

かしべっそうしえすた

静岡県伊豆の国市奈古谷2216-266

090-3535-1816

貸別荘スターヒルズ

かしべっそうすたーひるず

静岡県伊豆の国市田中山１７３４

貸別荘ドールハウス

かしべっそうどーるはうす

静岡県伊東市富⼾1317番地1208

0557-51-8212

貸別荘パームアイランド

かしべっそうぱーむあいらんど

静岡県伊東市宇佐美１７３７−１パームアイランド

090-5403-0083

貸別荘ロイヤルシャトレー

かしべっそうろいやるしゃとれー

静岡県伊東市池614-274貸別荘ロイヤルシャトレー

0557-53-4700

貸別荘one

かしべっそうわん

静岡県伊東市富⼾1025-26

0557-37-5155

0558-76-4598

〜風と海と空ヴィラ〜Bless Atami

かぜとうみとそらのヴぃら ぶれす あたみ

静岡県熱海市下多賀343-7

0557-37-5155

ラグジュアリー 和 ホテル 風の薫UMI

かぜのかおりうみ

静岡県伊東市新井2-7-1

0557-32-0700

ラグジュアリーホテル 風の薫MORI

かぜのかおりもり

静岡県伊東市吉田９０１−１２１

0557-44-4373

風待ち御宿来夢や

かぜまちおやどらむや

静岡県下田市柿崎4-18風待ち御宿来夢や

0558-36-4478

片瀬館ひいな

かたせかんひいな

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬 6-1

0557-23-2323

学校法人横浜YMCA 富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ

がっこうほうじんよこはまわいえむしーえー ふじさんわいえむしーえーぐろーばるえこびれっじ

静岡県富士宮市原1423富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ

0544-54-1151

割烹⺠宿小はじ

かっぽうみんしゅくこはじ

静岡県下田市須崎518

0558-22-6174

割烹旅館小川荘

かっぽうりょかんおがわそう

静岡県富士宮市大宮町10-1

0544-26-2197

割烹旅館しもむら

かっぽうりょかんしもむら

静岡県伊豆市上⽩岩1298

0558-83-1301

割烹旅館たちばな

かっぽうりょかんたちばな

静岡県富士宮市野中1119−6割烹旅館たちばな

0544-27-7000

温泉旅館 桂の泉

かつらのいずみ

静岡県伊豆の国市⻑岡１３４８−１０

かね吉一燈庵

かねよしいっとうあん

静岡県賀茂郡河津町見高１２３−５かね吉一燈庵

0558-32-0345

カフェバー＆ゲストハウスennova

かふぇばーあんどげすとはうすえんのば

静岡県熱海市春日町15‐40ボーダレスビル

0557-29-6730

055-928-9666

株式会社 熱川大和館

かぶしきかいしゃ あたがわやまとかん

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本986-2

株式会社 いなとり荘

かぶしきがいしゃ いなとりそう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1531

0557-95-1234

株式会社 下田大和館

かぶしきがいしゃ しもだやまとかん

静岡県下田市吉佐美2048

0558-22-1000

株式会社 ホテルアルファーワン御殿場インター

かぶしきがいしゃ ほてるあるふぁーわんごてんばいんたー

静岡県御殿場市東田中1118

0550-70-0500

株式会社みかどや旅館

かぶしきがいしゃ みかどやりょかん

静岡県伊豆の国市大仁440

0558-76-1722

株式会社 水生の庄

かぶしきがいしゃ みぶのしょう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3066-1水生の庄

0557-95-2228

株式会社稲取赤尾ホテル

かぶしきがいしゃいなとりあかおほてる

静岡県加茂郡東伊豆町稲取1050番地稲取赤尾ホテル

0557-95-2222

株式会社おちあいろう

かぶしきがいしゃおちあいろう

静岡県伊豆市湯ケ島1887-1

0558-85-0014

0557-23-1126

株式会社貫一ホテル

かぶしきがいしゃかんいちほてる

静岡県熱海市東海岸町1-2

0557-81-3595

株式会社三平荘

かぶしきがいしゃさんぺいそう

静岡県熱海市水口町1-7三平荘

0557-81-5191

株式会社時之栖 富嶽温泉 花の湯

かぶしきがいしゃときのすみか ふがくおんせん はなのゆ

静岡県富士宮市ひばりが丘805

0544-28-1126

株式会社時之栖富士

かぶしきがいしゃときのすみかふじ

静岡県富士市大淵325-5エスプラットフジスパーク

株式会社⻄武・プリンスホテルズワールドワイド 三養荘

かぶしきがいしゃぷりんすほてる さんようそう

静岡県伊豆の国市墹之上270

055-947-1111

SPA・RESORT⻯宮の使い

かぶしきがいしゃぷれじゃー

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1SPA・RESORT⻯宮の使い

0557-95-0141

0545-37-0100

株式会社ホテルアルファーワン三島

かぶしきがいしゃほてるあるふぁーわんみしま

静岡県三島市一番町12-6

055-97-6600

株式会社ホテル山田屋

かぶしきがいしゃほてるやまだや

静岡県下田市柿崎４０番６１号

0558-22-2005

⻲の井ホテル熱海

かめのいほてるあたみ

静岡県熱海市水口町2-12-3

0557-83-6111

⻲の井ホテル熱海別館

かめのいほてるあたみべっかん

静岡県熱海市水口町2-13-77

⻲の井ホテル伊豆高原

かめのいほてるいずこうげん

静岡県伊東市八幡野1104-5

0557-51-4400

かめや恵庵

かめや えあん

静岡県伊豆の国市⻑岡1308かめや恵庵

055-948-1631

かめや楽寛

かめやらかん

静岡県伊東市湯川2-4-12

0557-37-1515

かめや旅館〜富士山一望展望風呂の宿〜

かめやりょかん ふじさんいちぼうてんぼうぶろのやど

静岡県富士宮市大宮町２３−６

0544-27-0061

ガラスの仔犬

がらすのこいぬ

静岡県伊東市八幡野1236-25

0557-51-0400

カリフォルニアスタイルの宿WEST STAYS

かりふぉるにやすたいるのやどうえすとすていず

静岡県伊東市八幡野1233-8

かわいいお宿 雲見園

かわいいおやど くもみえん

静岡県賀茂郡松崎町雲見401

0558-45-0441

川堰苑いすゞホテル

かわせぎえん いすずほてる

静岡県熱海市泉 266川堰苑いすゞホテル

0465-62-5111

0557-83-6111

0557-27-2051

河津温泉郷 海遊亭

かわづおんせんきょう かいゆうてい

静岡県賀茂郡河津町浜64-1-1

0558-34-1237

かわづの里

かわづのさと

静岡県賀茂郡河津町峰520-1

0558-32-0888

河津花小町

かわづはなこまち

静岡県賀茂郡河津町峰５１３−１

0558-32-2112

川奈アイランド

かわなあいらんど

静岡県伊東市川奈1334−7

055-752-6710

川奈ホテル

かわなほてる

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

川端の宿 湯本館

かわばたのやど ゆもとかん

静岡県伊豆市湯ケ島1656-1

0558-85-1028

静岡県伊東市八幡野1231-25カントリーイン ピーウィット

0557-51-3919

カントリーイン ピーウィット

かんとりーいん ぴーうぃっと

カントリーインギャレー

かんとりーいんぎゃれー

静岡県伊東市富⼾１１６９

0557-51-3112

カントリーハウスホテル アヴォンリー

かんとりーはうすほてる あヴぉんりー

静岡県伊東市池８９３−８２

0557-54-0088

カントリーホテル レッドフォックス

かんとりーほてる れっどふぉっくす

静岡県裾野市須山2255-3252

055-998-1403

かんなみスプリングスカントリークラブ・ホテル函南

かんなみすぷりんぐすかんとりーくらぶ・ほてるかんなみ

静岡県田方郡函南町桑原１３００−１４６かんなみスプリングスカントリークラブ

055-974-1000

観音温泉

かんのんおんせん

静岡県下田市横川1092-1

0558-28-1234

喜恵門荘

きえもんそう

静岡県下田市⽩浜468

0558-22-5225

きがるな・・宿・シーガル

きがるなやどしーがる

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科521きがるな・・宿シーガル

0558-52-0082

掬水

きくすい

静岡県富士宮市元城町22-3

0544-26-3456

吉祥CAREN

きっしょうかれん

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1130-1

0557-23-1213

キャビンハウスヤド富士宮店

きゃびんはうすやどふじのみやてん

静岡県富士宮市大宮町11-18

0544-23-4180

キャロットハウス

きゃろっとはうす

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1444-25

0557-37-5155

休暇村富士

きゅうかむらふじ

静岡県富士宮市佐折634

0544-54-5200

休暇村南伊豆

きゅうかむらみなみいず

静岡県賀茂郡南伊豆町湊889-1

0558-62-0535

玉峰館

ぎょくほうかん

静岡県賀茂郡河津町峰440

0558-34-2041

魚菜宿大鯛

ぎょさいやどおおだい

静岡県熱海市網代627-641

0557-67-2100

桐のかほり咲楽

きりのかおりさくら

静岡県賀茂郡河津町見高182-35

0558-32-3001

クアハウス石橋旅館

くあはうすいしばしりょかん

静岡県下田市蓮台寺185-1

クイール

くいーる

静岡県伊東市富⼾１０４５-１クイール

0557-27-2277

クイーンズ スウィート

くいーんず すうぃーと

静岡県伊東市富⼾1020-555

0288-54-2233

くつろぎの御宿花さと

くつろぎのおんやどはなさと

静岡県賀茂郡南伊豆町湊417

0558-62-0451

0558-22-2222

くつろぎの宿 伊東温泉-久遠-

くつろぎのやど いとうおんせん くおん

静岡県伊東市湯川295

0557-37-2681

くつろぎの宿 華

くつろぎのやど はな

静岡県伊東市八幡野１２４８−１

0557-51-8789

くぬぎの森チョコハウス

くぬぎのもりちょこはうす

静岡県熱海市網代627-1259

0557-37-5155

雲見オートキャンプ場

くもみおーときゃんぷじょう

静岡県賀茂郡松崎町雲見40-1

0558-45-0380

雲見温泉 浜道楽

くもみおんせん はまどうらく

静岡県賀茂郡松崎町雲見385-1

0558-45-0209

暮らしを創る家soco

くらしをつくるいえそーこ

静岡県伊豆の国市宗光寺123-4

080-3444-6969

蔵の宿ひなた

くらのやどひなた

静岡県伊東市富⼾1095-216

0557-51-8177

GLAMDAY VILLA 海森風

ぐらんでぃヴぃらうみともりとかぜ

静岡県熱海市⻄熱海町1-22-5

0557-86-0008

グランドエクシブ初島クラブ

ぐらんどえくしぶはつしまくらぶ

静岡県熱海市初島800

0557-67-3000

glampark一句石

ぐらんぱーくいっくいし

静岡県伊豆の国市中1440-5

03-6820-0656

大人の隠れ場グランパパ

ぐらんぱぱ

静岡県富士宮市猪之頭26-1

090-2477-9557

グランビュー熱海

ぐらんびゅーあたみ

静岡県熱海市咲見町8-9グランビュー熱海

0557-85-0051

グリーンハット

ぐりーんはっと

静岡県伊東市八幡野1253-2

0557-37-5155

グリーンポケット

ぐりーんぽけっと

静岡県伊東市富⼾781

0557-52-6229

グループサンタフェ

ぐるーぷさんたふぇ

静岡県伊東市富⼾1273-4

くれたけイン御殿場インター

くれたけいんごてんばいんたー

静岡県御殿場市東田中1243-6

0550-70-1133

くれたけイン富士山

くれたけいんふじさん

静岡県富士市永田町1-124-1

0545-52-5222

0557-37-5155

くれたけインプレミアム沼津北口駅前

くれたけいんぷれみあむぬまづきたぐちえきまえ

静岡県沼津市高島町1-13

055-929-2220

くれたけインプレミアム富士宮駅前

くれたけいんぷれみあむふじのみや

静岡県富士宮市中央町15-14

0544-25-1511

⿊船ホテル

くろふねほてる

静岡県下田市柿崎３−８

0558-22-1235

⿊べい

くろべい

静岡県伊東市富⼾1101-16

KR base villa IzuShirahama Resort

けいあーるばーず?ぃらいずしらはまりぞーと

静岡県下田市⽩浜２５１−６

0558-23-5555

ケイズハウス伊東温泉

けいずはうすいとうおんせん

静岡県伊東市東松原町12-13

0557-35-9444

ＫＫＲ伊豆⻑岡千歳荘

けーけーあーるいずながおかちとせそう

静岡県伊豆の国市古奈８２ＫＫＲ伊豆⻑岡千歳荘

055-948-0010

ＫＫＲ沼津はまゆう

0557-37-5155

けーけーあーるぬまづはまゆう

静岡県沼津市志下192

055-931-0592

ケーズルーム⽩浜

けーずるーむしらはま

静岡県下田市⽩浜2583-2

0558-22-7573

ゲストハウス アーヴァン

げすとはうす あーヴぁん

静岡県下田市吉佐美2620ゲストハウス アーヴァン

0558-23-2635

ゲストハウス 凪

げすとはうす なぎ

静岡県賀茂郡南伊豆町手石1119-40

ゲストハウスイトカワ

げすとはうすいとかわ

静岡県賀茂郡松崎町松崎246-3

0558-36-4447

ゲストハウス風曜日（e,ここ地宿風曜日）

げすとはうすかぜようび（いいここちやどかぜようび）

静岡県伊東市八幡野１２５３−１４５

0557-51-2935

0558-36-3685

ゲストハウスgiwa

げすとはうすぎわ

静岡県三島市本町５−１６

ゲストハウスこごひ

げすとはうすこごい

静岡県熱海市伊豆山２００−２８

0557-29-6474

ゲストハウスジャパン⻄伊豆

げすとはうすじゃぱんにしいず

静岡県沼津市⻄浦江梨906-1ゲストハウスジャパン⻄伊豆

080-4864-1840

GuestHouseDaja

げすとはうすだじゃ

静岡県賀茂郡南伊豆町子浦1626

0558-36-3650

ゲストハウスつくし館

げすとはうすつくしかん

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本981

070-8578-7625

0557-23-0222

ゲストハウスときわ

げすとはうすときわ

静岡県富士宮市中央町14-15

0544-55-1199

ゲストハウス和み

げすとはうすなごみ

静岡県熱海市水口町2-18-11

0557-55-7150

guest house MARUYA

げすとはうすまるや

静岡県熱海市銀座町7-8

0557-82-0389

ゲストハウス海空

げすとはうすみそら

静岡県伊東市富⼾1317-1259ゲストハウス海空

080-5505-3636

ゲストハウス倭荘

げすとはうすやまとそう

静岡県伊東市岡1391-52

0557-52-6430

源泉岩風呂と旬菜の宿いけの

げんせんいわぶろとしゅんさいのやどいけの

静岡県伊豆市梅木71-4

0558-83-5850

源泉かけ流しの湯 御宿さか屋

げんせんかけながしのゆ おんやどさかや

静岡県伊豆市吉奈101

源泉と離れのお宿 月

げんせんとはなれのおやど つき

静岡県伊東市富⼾１２４１−２

0557-33-1233

源泉湯宿 大成館

げんせんゆやど たいせいかん

静岡県熱海市下多賀141

0557-68-2221

げんべいや

静岡県下田市須崎866

0558-22-3049

⺠宿 源兵屋

0558-85-1100

仔犬のワルツ

こいぬのわるつ

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科２８６０−５

恋人岬ペンションマリンメイツ

こいびとみさきぺんしょんまりんめいつ

静岡県伊豆市小下田3150-4

0558-99-0691

公益財団法人日本ＹＭＣＡ同盟 東山荘

こうえきざいだんほうじんにほんわいえむしーえーどうめいとうざんそう

静岡県御殿場市東山1052ＹＭＣＡ東山荘

0550-83-1133

0558-52-1882

合資会社古屋旅館

ごうしがいしゃふるやりょかん

静岡県熱海市東海岸町５番２４号

0557-81-0001

鉱石ミネラル嵐の湯湯治の館２号館

こうせきみねらるあらしのゆ とうじのやかたにごうかん

静岡県賀茂郡河津町谷津398-4

0558-34-1002

弘法の湯 伊古奈荘

こうぼうのゆ いこなそう

静岡県伊豆の国市古奈243-3

055-948-0868

弘法の湯 ⻑岡店

こうぼうのゆ ながおかてん

静岡県伊豆の国市⻑岡1110

055-948-2617

弘法の湯 本店

こうぼうのゆ ほんてん

静岡県伊豆の国市古奈１１７９

055-948-2617

紺屋荘

こうやそう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1182

0558-62-0368

香湯楼井川(KOUYUROU IKAWA)

こうゆろういかわ

静岡県伊豆の国市古奈43番地の2

055-948-1601

コート・ロシューズ

こーと・ろしゅーず

静岡県賀茂郡松崎町岩地２５８−１

0558-45-1111

ココチホテル沼津

ここちほてるぬまづ

静岡県沼津市高島町1-12ココチホテル沼津

055-924-1100

ココナッツハウス伊豆

ここなっつはうすいず

静岡県伊東市富⼾１３１７−４２２

0557-37-5155

心のどか

こころのどか

静岡県賀茂郡河津町見高109番地心のどか

0558-32-2302

壺中の天 宿〇文

こちゅうのてんやどまるぶん

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1561

0558-62-4141

国家公務員共済組合連合会 熱海共済会館

こっかこうむいんきょうさいくみあいれんごうかい あたみきょうさいかいかん

静岡県熱海市春日町ＫＫＲホテル熱海

0557-85-2000

コットンハウス

こっとんはうす

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1211-50

0557-37-5155

コテージ伊豆.com

こてーじいずどっとこむ

静岡県賀茂郡南伊豆町湊896-7

コテージゾンターク

こてーじぞんたーく

静岡県下田市⽩浜９９２−１コテージゾンターク

0558-27-0221

コナステイ伊豆⻑岡

こなすていいずながおか

静岡県伊豆の国市古奈307

055-948-0055

小春荘

こはるそう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科1934-3

0558-52-0181

0558-62-8080

小松家八の坊

こまつやはちのぼう

静岡県伊豆の国市⻑岡1056-1

055-948-1301

古⺠家の宿 山海

こみんかのやど さんかい

静岡県賀茂郡南伊豆町湊1709

03-3382-0211

五輪館

ごりんかん

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科 2203-3五輪館

コルテラルゴ伊豆高原

こるてらるごいずこうげん

静岡県伊東市富⼾1038-73コルテラルゴ伊豆高原

0557-51-5041

コンドミニアムさくら 別館

こんどみにあむ さくら べっかん

静岡県賀茂郡南伊豆町入間267

0558-62-1059

コンドミニアム ステップイン⽩浜 別館

こんどみにあむ すてっぷいんしらはま べっかん

静岡県下田市⽩浜ステップイン⽩浜 別館

0558-22-9991

静岡県下田市⽩浜２５８４−２３コンドミニアム ステップイン⽩浜 本館

0558-22-9991

コンドミニアム ステップイン⽩浜 本館

こんどみにあむ すてっぷいんしらはま ほんかん

0558-53-0223

権兵衛

ごんべえ

静岡県下田市須崎865

ザ グラン リゾート エレガンテ熱海

ざ ぐらん りぞーと えれがんてあたみ

静岡県熱海市桃山町12-13

0557-81-3334

ザ グラン リゾート エレガンテ伊豆

ざ ぐらん りぞーと えれがんていず

静岡県賀茂郡東伊豆町大川145-1

0557-22-0022

0558-22-3659

THE GOTEMBAKAN

ざ ごてんばかん

静岡県御殿場市新橋1988

0550-82-0029

彩雲 俺の家

さいうん おれのいえ

静岡県賀茂郡松崎町雲見368-1彩雲 俺の家

0558-45-0630

サウンドシャトー伊豆

さうんどしゃとーいず

静岡県伊東市吉田1005-54

嵯峨沢館

さがさわかん

静岡県伊豆市門野原400-1

0558-85-0115

坂聖・玉樟園株式会社

さかひじり・ぎょくしょうえんかぶしきかいしゃ

静岡県伊豆市土肥２８４−２坂聖・玉樟園

0558-98-1000

桜坂ガーデン

さくらざかがーでん

静岡県伊東市八幡野1261-19

0557-37-5155

桜田温泉 山芳園

さくらだおんせん さんぽうえん

静岡県賀茂郡松崎町桜田569-1

0558-42-2561

桜の宿 Peaceful Sun

さくらのやど ぴーすふるさん

静岡県賀茂郡河津町下佐ケ野351-2

0558-77-0888

サザンクロスリゾート

さざんくろすりぞーと

静岡県伊東市吉田1006番地

0557-45-1234

サテンドール

さてんどーる

静岡県伊東市富⼾1317-2588

0557-51-6655

さとやまのべっていしもだせんとらるほてる

静岡県下田市相玉133-1里山の別邸下田セントラルホテル

里山の別邸下田セントラルホテル

0557-37-5155

0558-28-1126

サニーサイドコテージ

さにーさいどこてーじ

静岡県下田市吉佐美1996−1

090-5860-8714

実篤の宿いづみ荘

さねあつのやどいづみそう

静岡県伊豆の国市⻑岡1045-1

055-948-1235

さらの木

さらのき

静岡県伊東市八幡野1039-100

0557-54-3883

三交イン沼津駅前

さんこういんぬまづえきまえ

静岡県沼津市大手町5丁目3番22号

055-954-3577

サンセットリゾート

さんせっとりぞーと

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科３０２８−２

0558-53-2000

三代目あだち

さんだいめあだち

静岡県沼津市口野243-4

055-939-0359

サンミ倶楽部株式会社

さんみくらぶかぶしきがいしゃ

静岡県熱海市和田浜南町5番8号

0557-81-8000

サンライズあねっくす

さんらいずあねっくす

静岡県沼津市⻄浦大瀬918

055-946-2052

サンライズ大瀬

さんらいずおおせ

静岡県沼津市⻄浦大瀬993

055-942-2098

サンラファエルヴィラ

さんらふぁえるヴぃら

静岡県下田市⽩浜2150-3

0558-27-0320

シーサイド京極荘

しーさいど きょうごくそう

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田 301-8

0557-23-2285

シーサイド堂ヶ島

しーさいどどうがしま

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科２１２１−３

0558-52-0117

シーサイドペンション波音

しーさいどぺんしょんなみおと

静岡県賀茂郡南伊豆町湊873-12

0558-62-5588

Sea Shell Vacation House

しーしぇるばけーしょんはうす

静岡県下田市柿崎28-18Marine House KAKISAKI

ジェイガーデン

じぇいがーでん

静岡県伊東市富⼾８９０番地の５

0557-51-1965

シェフが営む隠れ宿 潮騒

しぇふがいとなむかくれやどしおさい

静岡県下田市⽩浜1255

0558-22-1386

0558-36-3366

潮騒の宿ふじま

しおさいのやどふじま

静岡県熱海市下多賀1470-5

0557-68-1315

時間を旅する宿 海のはな

じかんをたびするやどうみのはな

静岡県熱海市下多賀３７−９

0557-67-2978

四季倶楽部熱海⻘⻘荘

しきくらぶあたみせいせいそう

四季倶楽部熱海望洋館

しきくらぶあたみぼうようかん

静岡県熱海市桃山町8-27四季倶楽部熱海望洋館

0557-81-6968

四季倶楽部シオン熱海

しきくらぶしおんあたみ

静岡県熱海市小嵐町9-17四季倶楽部シオン熱海

静岡県熱海市⻄山町18-6四季倶楽部熱海⻘⻘荘

0557-83-7436

0557-85-0107

四季の里 まきば

しきのさと まきば

静岡県賀茂郡⻄伊豆町宇久須245-1四季の里 まきば

0558-55-0622

静岡カントリー浜岡コース＆ホテル

しずおかかんとりーはまおかこーすあんどほてる

静岡県御前崎市門屋2070-2

0537-86-3311

静鉄ホテルプレジオ沼津

しずてつほてるぷれじおぬまづ

静岡県沼津市高島町11-2

055-927-5500

自然家.Haco

しぜんや はこ

静岡県伊東市富⼾1160-11自然家.Haco

0557-51-5808

シダックス中伊豆ワイナリーヒルズ

しだっくすなかいずわいなりーひるず

静岡県伊豆市下⽩岩1434

0558-83-2310

下田伊東園ホテルはな岬

しもだいとうえんほてるはなみさき

静岡県下田市武ガ浜6−12

0570-038-780

下田オーシャンパークホテル

しもだおーしゃんぱーくほてる

静岡県下田市柿崎６−２７

0558-22-2635

下田海浜ホテル

しもだかいひんほてる

静岡県下田市3丁目26−7

0570-039-780

下田聚楽ホテル

しもだじゅらくほてる

静岡県下田市柿崎21-5

0558-22-2230

下田ステーションホテル

しもだすてーしょんほてる

静岡県下田市⻄本郷1-1-3

0558-22-8885

下田東急ホテル

しもだとうきゅうほてる

静岡県下田市五丁目１２−１

0558-22-2411

下田ビューホテル

しもだびゅーほてる

静岡県下田市柿崎633

0558-22-6600

下田プリンスホテル

しもだぷりんすほてる

静岡県下田市⽩浜１５４７−１

0558-22-7575

下田ベイクロシオ

しもだべいくろしお

静岡県下田市柿崎4-1

0558-27-2111

地物ずくしの宿 椿荘

じものづくしのやど つばきそう

静岡県伊豆市土肥６６５−３０

0558-98-0814

シャーレ＆コテージピノキオ

しゃーれあんどこてーじぴのきお

静岡県伊豆市上⽩岩1720-18

0558-83-3400

ジャスミン ロッジ

じゃすみん ろっじ

静岡県下田市⽩浜2639-11

0558-22-6830

シャトーシャングリラ

しゃとーしゃんぐりら

静岡県伊東市大室高原１１−３４８

0557-51-4381

秀花園 湯の花膳

しゅうかえん ゆのはなぜん

静岡県熱海市和田浜南町7-13

0557-83-5151

JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu

じゅうざ さいくる やど みなみいず

静岡県賀茂郡南伊豆町子浦１６６９JU-ZA CYCLE YADO Minamiizu

0558-36-4949

十里木キャンプリゾート

じゅうりぎきゃんぷりぞーと

静岡県裾野市須山2427-1十里木キャンプリゾート

修善寺温泉 新井旅館

しゅぜんじおんせん あらいりょかん

静岡県伊豆市修善寺９７０新井旅館

0558-72-2007

修善寺温泉 瑞の里 〇久旅館

しゅぜんじおんせん みずのさと まるきゅうりょかん

静岡県伊豆市修善寺1146-6

0558-72-0260

修善寺絆+

しゅぜんじきずなぷらす

静岡県伊豆市修善寺3372-1修善寺絆+

0558-79-3722

055-998-1700

修善寺フォーレスト

しゅぜんじふぉーれすと

静岡県伊豆市下⽩岩1451-9

駿陽荘 やま弥

しゅんようそうやまや

静岡県沼津市⻄浦平沢92-4

055-942-2477

城ヶ崎川上ペンション

じょうがさきかわかみぺんしょん

静岡県伊東市富⼾785-2

0557-51-3683

松濤館

しょうとうかん

静岡県沼津市内浦三津7

0558-83-0895

055-943-2311

しょうふう亭

しょうふうてい

静岡県賀茂郡松崎町雲見1649-2

0558-45-0211

招福の宿ゑびすや

しょうふくのやどえびすや

静岡県伊豆の国市古奈１１８６

055-948-1541

昭和倶楽部

しょうわくらぶ

静岡県熱海市昭和町17番31号

0557-81-3333

⽩壁

しらかべ

静岡県伊豆市湯ケ島１５９４

⽩浜マリーナ

しらはままりーな

静岡県下田市⽩浜2752-16

0558-22-6002

新海花亭いずみ

しんかいかていいずみ

静岡県伊豆市土肥2914-6

0558-98-1313

0558-85-0100

新かどや

しんかどや

静岡県熱海市小嵐町14-8

0557-81-6185

神代の湯

じんだいのゆ

静岡県伊豆市梅木367-15

0558-83-5388

新富士駅前の宿 きの屋

しんふじえきまえのやど きのや

静岡県富士市宮島501-1

080-3636-8926

心湯の宿〜SAZANA〜

しんゆのやどさざな

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1594-1

0557-95-1122

粋松亭

すいしょうてい

静岡県伊豆市土肥４１５−４

翠泉閣

すいせんかく

静岡県沼津市下香貫林ノ下2031-5

055-932-1325

スーパーホテル御殿場1号館

すーぱーほてるごてんばいちごうかん

静岡県御殿場市新橋２８６の１３

0550-84-9000

スーパーホテル御殿場２号館

すーぱーほてるごてんばにごうかん

静岡県御殿場市東田中1029-1

0550-83-9002

スーパーホテルＪＲ富士駅前禁煙館

すーぱーほてるじぇいあーるふじえきまえきんえんかん

0558-98-1189

静岡県富士市横割本町2-18スーパーホテルＪＲ富士駅前禁煙館

0545-65-9001

スーパーホテル天然温泉富士本館

すーぱーほてるてんねんおんせんふじほんかん

静岡県富士市水⼾島元町16-10

0545-65-9002

スーパーホテル⻑泉・沼津インター

すーぱーほてるながいずみ・ぬまづいんたー

静岡県駿東郡⻑泉町南一色416-1

055-987-9000

静岡県富士市永田町２−４３

0545-52-9000

スーパーホテル富士インター

すーぱーほてるふじいんたー

スーパーホテル富士宮

すーぱーほてるふじのみや

静岡県富士宮市ひばりが丘695番地

スクエア富士御殿場

すくえあふじごてんば

静岡県御殿場市東田中1908-2スクエア富士御殿場

0550-81-5519

スコッチハウス

すこっちはうす

静岡県伊東市八幡野1271-10

0557-37-5155

starfield

すたーふぃーるど

静岡県伊東市八幡野１０３１−２３

0557-51-2553

スタイルキャビンあさぎり

0544-22-9000

すたいるきゃびんあさぎり

静岡県富士宮市根原449-11

0544-29-5101

素泊まり宿 瑞宝荘

すどまりやど ずいほうそう

静岡県熱海市咲見町１０−８

0557-81-3215

SPA☆あたみんち

すぱあたみんち

静岡県熱海市上多賀１０６５−７０６

080-5007-5109

スマートステイ伊東2０１

すまーとすていいとう２０１

静岡県伊東市和田2-2-50-201Smart Stay伊東

0557-48-7837

スマートステイ伊東３０１

すまーとすていいとう３０１

静岡県伊東市和田2-2-50-301Smart Stay伊東

0557-48-7837

スマートステイ伊東３０２

すまーとすていいとう３０２

静岡県伊東市和田2-2-50-302Smart Stay伊東

0557-48-7837

スマートステイ大室山三合目

すまーとすていおおむろやまさんごうめ

静岡県伊東市富⼾１３１７−４１１

0557-48-7837

スマートステイ大室山二合目

すまーとすていおおむろやまにごうめ

静岡県伊東市富⼾1317-412

0557-48-7837

Smart House Riverside

すまーとはうすりばーさいど

静岡県伊東市宇佐美407-1

スマイルホテル静岡吉田インター

すまいるほてるしずおかよしだいんたー

静岡県榛原郡吉田町神⼾１００５

0548-34-5667

晴海荘

せいかいそう

静岡県賀茂郡河津町見高58-10

0558-32-1751

清光園

せいこうえん

静岡県熱海市泉 26-7清光園

0465-62-2038

⻘山やまと

せいざんやまと

静岡県伊東市岡203

0557-37-3108

⻘風園

せいふうえん

静岡県賀茂郡松崎町岩地416

0558-45-0707

清流荘

せいりゅうそう

静岡県下田市河内２−２

静林館

せいりんかん

静岡県伊東市八幡野1079-105

0557-37-5155

絶景掛け流しの宿 熱海月右衛門

ぜっけいかけながしのやど あたみつきえもん

静岡県熱海市⻄熱海町１−５−１６

0557-81-8686

絶景の離れの宿 月のうさぎ

0557-48-7837

0558-22-1361

ぜっけいのはなれのやど つきのうさぎ

静岡県伊東市富⼾１２９９−３

石花海 senoumi

せのうみ

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1604-1

0557-95-2231

石花海別邸 海うさぎ

せのうみべってい うみうさぎ

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1591

0557-95-3911

0557-52-0033

石花海別邸 かぎや

せのうみべってい かぎや

静岡県賀茂郡南伊豆町加納508

0558-62-0080

SEVEN SEAS HOTEL ITO

せぶんしーずほてるいとう

静岡県伊東市湯川2-3-10

0557-36-8864

千人風呂 金谷旅館

せんにんぶろ かなやりょかん

静岡県下田市河内114-2

0558-22-0325

蒼海の宿 ならいの風

そうかいのやどならいのかぜ

静岡県下田市柿崎700

0558-36-4500

SOKI ATAMI

そき あたみ

静岡県熱海市小嵐町4-36

0557-82-6511

宙SORA 渡月荘金龍

そら とげつそうきんりゅう

静岡県伊豆市修善寺３４５５

0558-72-0601

体験の宿松原荘

たいけんのやどまつばらそう

静岡県伊豆市土肥422

0558-98-1205

大地の彩 花月亭

だいちのいろ かげつてい

静岡県下田市蓮台寺273-2

0558-22-2244

太洋荘

たいようそう

静岡県賀茂郡河津町見高112

0558-34-0241

大漁

たいりょう

静岡県賀茂郡松崎町雲見323

0558-45-0553

ダイワロイネットホテルぬまづ

だいわろいねっとほてるぬまづ

静岡県沼津市大手町1-1-4

055-925-8955

高嶺の森のコテージ

たかねのもりのこてーじ

静岡県御殿場市上小林1506−6

0550-75-7981

高見家

たかみや

静岡県賀茂郡松崎町雲見315

0558-45-0215

Tagore Harbor Hostel

たごーる・はーばーほすてる

静岡県沼津市⼾田321-17

070-3247-3697

たたみの宿 湯の花亭

たたみのやど ゆのはなてい

静岡県伊豆市土肥2849-5

0558-98-1104

立花旅館

たちばなりょかん

静岡県熱海市昭和町5-13

0557-81-3564

田中屋

たなかや

静岡県伊豆市土肥２６４９‐３

0558-98-0633

谷川の湯 あせび野

たにがわのゆ あせびの

静岡県伊豆市湯ヶ島1931−1

0558-85-1313

旅師の宿やかた

たびしのやどやかた

静岡県賀茂郡河津町谷津３３３

0558-32-1291

旅乃家 海ホテル＆UMI HOTEL ANNEX

たびのやうみほてる＆うみほてるあねっくす

静岡県伊東市宇佐美１７２１ー５

旅乃宿 ふかい

たびのやど ふかい

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2819-1

0558-52-0188

旅の宿かみむら

たびのやどかみむら

静岡県熱海市小嵐町5-2

0557-81-9513

0557-48-9218

食べるお宿 浜の湯

たべるおやど はまのゆ

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1017

玉子家あたがわ荘

たまごやあたがわそう

静岡県賀茂郡東伊豆町大川1075-2

0557-37-5155

小さな宿＆レストラン しいの木やま

ちいさなやどとれすとらん しいのきやま

静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜２２２２−２しいの木やま

0558-67-2111

0557-95-2151

小さな湯の宿 みたにや

ちいさなゆのやど みたにや

静岡県伊東市池893-140みたにや

0557-27-1313

ちから

ちから

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科1949-2

竹林庵みずの

ちくりんあんみずの

静岡県熱海市網代627-363竹林庵みずの

0557-67-2643

地中海ペンション クノッソス

ちちゅうかいぺんしょんく のっそす

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1496-18

0557-23-3388

0558-52-0556

ちどり

ちどり

静岡県下田市柿崎786-1

0558-22-3167

⻑右エ門

ちょうえもん

静岡県賀茂郡松崎町雲見 465

0558-45-0846

⻑さんの⼯房

ちょうさんのこうぼう

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田１４５８−２０８ペンション ⻑さんの⼯房

0557-33-4188

月ヶ瀬温泉 雲風々

つきがせおんせん うふふ

静岡県伊豆市月ヶ瀬499-1

0558-85-0230

月の栖熱海聚楽ホテル

つきのすみかあたみじゅらくほてる

静岡県熱海市田原本町2-19

0557-81-5181

月宿 楽

つきやど らっく

静岡県伊東市八幡野1236-28

0557-51-7070

ツツミ荘

つつみそう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科1813

0558-52-0192

つるさん

つるさん

静岡県沼津市⼾田1212

0558-94-2889

つるや吉祥亭

つるやきっしょうてい

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1125-4

0557-23-1212

光山荘

てかりさんそう

静岡県榛原郡川根本町千頭318-2

テラス城ヶ崎

てらすじょうがさき

静岡県伊東市富⼾924-2テラス城ヶ崎

0557-54-0450

天然温泉富嶽の湯ドーミーイン三島

てんねんおんせんふがくのゆどーみーいんみしま

静岡県三島市大宮町3-18-33

055-991-5489

天然温泉富士桜の湯 ドーミーインEXPRESS富士山御殿場

てんねんおんせんふじさくらのゆ どーみーいんえくすぷれすふじさんごてんば

静岡県御殿場市東田中1505-3

0550-82-5489

0547-59-2302

トイズリゾート

といずりぞーと

静岡県伊東市池632-7

0557-45-6345

トイズリゾート２

といずりぞーと２

静岡県伊東市富⼾1317-1197

0557-45-6345

土肥ふじやホテル

といふじやほてる

土肥マリンホテル

といまりんほてる

静岡県伊豆市土肥2791-4

0558-98-0202

堂ヶ島温泉ホテル

どうがしまおんせんほてる

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科２９６０

静岡県伊豆市土肥４７８−１

0558-98-1350
0558-52-0275

堂ヶ島ニュー銀水

どうがしまにゅーぎんすい

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科２９７７−１

0558-52-2211

堂ヶ島ホテル天遊

どうがしまほてるてんゆう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2962堂ヶ島ホテル天遊

0558-52-1234

東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山

とうきゅうはーヴぇすとくらぶあたみいずさん

静岡県熱海市伊豆山824-5

0557-80-0109

湯治場21 大見山荘

とうじばにじゅういち おおみさんそう

静岡県伊豆市梅木70-6

0558-83-3034

淘心庵 米屋

とうしんあんこめや

静岡県伊東市鎌田２８０

0557-37-1128

東府やResort＆Spa- Izu

とうふやりぞーとあんどすぱいず

静岡県伊豆市吉奈98

0558-85-1000

東横INN新富士駅南口

とうよこいんしんふじえきみなみぐち

静岡県富士市柳島310-1

0545-66-1045

東横INN富士山沼津駅北口Ⅱ

とうよこいんふじさんぬまづえききたぐちつー

静岡県沼津市高島町13-3

055-926-1044

東横INN富士山沼津駅北口Ⅰ

とうよこいんふじさんぬまづえききたぐちわん

静岡県沼津市高島町２１−４

055-924-1045

東横INN富士山三島駅

とうよこいんふじさんみしまえき

静岡県三島市文教町1-5-7

055-980-1045

季一遊

ときいちゆう

静岡県賀茂郡南伊豆町湊902-1

0558-62-5151

時之栖 御殿場

ときのすみか ごてんば

静岡県御殿場市神山719

0550-87-3700

ときめきの郷 いずの庄

ときめきのさと いずのしょう

静岡県伊豆市上⽩岩１９２９

0558-99-9601

ときわや

ときわや

静岡県沼津市⼾田289-1ときわや

0558-94-3333

とさわやちょかん

静岡県沼津市内浦三津８８−１５

とさわや旅館
Dog’sday
Dog Pension

Ｒ65

トップビュー熱海

055-943-2002

どっぐでい

静岡県伊東市八幡野1314-24

0557-53-1145

どっぐぺんしょんあーるろくご

静岡県伊東市八幡野1031-25

0557-51-3952

とっぷびゅーあたみ

静岡県熱海市網代627-941

0557-37-5155
055-939-8366

泊まれる公園 INN THE PARK

とまれるこうえんいんざぱーく

静岡県沼津市足高220-4泊まれる公園 INN THE PARK

ドリームジャーニー優雅

どりーむじゃーにーゆうが

静岡県伊東市八幡野1249-125

0557-51-2826

ドリームプラザ伊豆

どりーむぷらざいず

静岡県伊東市川奈1427-101

0557-37-5155

中島荘

なかじまそう

静岡県伊東市宇佐美1746-1

⻑濱苑

ながはまえん

静岡県熱海市下多賀1484-19

0557-68-3221

凪ノ庄

なぎのしょう

静岡県伊東市吉田976-1

0557-45-8002

なごみ詩

なごみうた

静岡県賀茂郡南伊豆町湊８９１−１２なごみ詩

0557-48-9489

0558-62-2222

和みの宿 弓ヶ浜いち番館

なごみのやど ゆみがはまいちばんかん

静岡県賀茂郡南伊豆町湊745

0558-62-2031

茄子のはな

なすびのはな

静岡県伊東市池635-135

0557-53-5100

ななだるおんせん とうげのゆ おおやそう

静岡県賀茂郡河津町梨本426-1梨本426-1

七滝温泉 峠の湯 大家荘

0558-36-3306

七滝温泉ホテル

ななだるおんせんほてる

静岡県賀茂郡河津町梨本372

0558-35-7311

波音テラス

なみおとてらす

静岡県伊東市宇佐美3713-23

0557-37-5155

奈良偲の里 玉翠

ならしののさと ぎょくすい

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本39番地の１奈良偲の里 玉翠

0557-23-2171

南海薬草館

0550-89-3430

なんかいやくそうかん

静岡県御殿場市竈2013-25

⻄天城高原 牧場の家

にしあまぎこうげん まきばのいえ

静岡県賀茂郡⻄伊豆町宇久須3609番地の1

0558-55-0787

⻄伊豆ぐらんぷ

にしいずぐらんぷ

静岡県賀茂郡松崎町道部5

0558-36-3208

⻄伊豆クリスタルビューホテル

にしいずくりすたるびゅーほてる

静岡県賀茂郡⻄伊豆町宇久須2102-1

0558-55-1111

⻄伊豆今宵

にしいずこよい

静岡県沼津市⼾田3878-86

0558-94-5656

⻄伊豆松崎伊東園ホテル

にしいずまつざきいとうえんほてる

静岡県賀茂郡松崎町江奈211−5

0570-041-780

⻄伊豆リゾート 雲と風と

にしいずりぞーとくもとかぜと

静岡県沼津市⼾田3878-72

0558-94-4321

ニッポニア高原宿夢海月

にっぽにあこうげんやどゆめみづき

静岡県伊東市大室高原10-348ニッポニア高原宿夢海月

0557-51-2772

ニューウェルシティ湯河原

にゅーうぇるしてぃゆがわら

静岡県熱海市泉107

0465-63-3721

静岡県伊豆の国市⻑岡211

055-948-1500

ニュー八景園

にゅーはっけいえん

沼津グランドホテル

ぬまづぐらんどほてる

静岡県沼津市大手町3-6-12

055-962-0001

沼津リバーサイドホテル

ぬまづりばーさいどほてる

静岡県沼津市上土町100番地1

055-952-2411

nature retreat RAMA

ねいちゃーりとりーとらーま

静岡県賀茂郡東伊豆町大川1039-42

猫のいるお宿 プチホテル・フロマージュ

ねこのいるおやど ぷちほてる・ふろまーじゅ

静岡県伊東市八幡野1236-12

0557-51-1133

ねの湯 対山荘

ねのゆ たいざんそう

静岡県伊豆市修善寺８８３ねの湯 対山荘

0558-72-0331

ノスタルジア

のすたるじあ

静岡県下田市⽩浜871

野の花亭こむらさき

ののはなていこむらさき

静岡県下田市⻄本郷１−５−３０野の花亭こむらさき

0558-22-2126

のんびリゾート晴空

のんびりぞーとはるく

静岡県熱海市熱海1993-447

0557-81-7644

パーソナルペンション遊タイム

ぱーそなるぺんしょんゆうたいむ

静岡県伊東市富⼾１３１７−２２４９

0557-51-7896

ハートピア熱海

はーとぴああたみ

静岡県熱海市伊豆山７１７−１８

0557-52-6380

0558-25-2700

0557-80-4050

ハーバービュー熱海

はーばーびゅーあたみ

静岡県熱海市⻄熱海町２-21-26

0557-37-5155

バイザシー

ばいざしー

静岡県下田市吉佐美2248-2

0558-22-1555

VACATION VILLA BLUE ARK

ばけーしょん ヴぃら ぶるー あーく

静岡県伊豆市小土肥292-2

0558-79-3708

箱根東山館御殿場?楽部

はこねひがしやまかんごてんばくらぶ

静岡県御殿場市新橋837-1箱根東山館御殿場?楽部

0550-70-4310

BackYardFoxIzu

ばっくやーどふぉっくす

静岡県伊東市八幡野1084-44

0557-37-5155

ハトヤ大漁苑

はとやたいりょうえん

静岡県伊東市湯川572ハトヤ大漁苑

0557-38-4126

ハトヤホテル

はとやほてる

静岡県伊東市岡1391ハトヤホテル

0557-37-4126

花いかだ

はないかだ

静岡県伊東市富⼾1102-64

0557-51-7007

花彩亭

はないろてい

静岡県伊東市池614-109

0557-53-4037

花のおもてなし南楽

はなのおもてなしなんらく

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂130-1花のおもてなし南楽

0558-62-0171

花の風

はなのかぜ

静岡県賀茂郡河津町見高97-73

0558-34-1188

花の木

はなのき

静岡県賀茂郡河津町見高２２９７−２５４

0558-32-1761

花の雲

はなのくも

静岡県伊東市富⼾925-48

0557-33-1155

花の森 クラリス

はなのもり くらりす

静岡県伊東市池 893-42

0557-55-2233

花の宿介山

はなのやどかいざん

静岡県伊東市富⼾1095-225

0557-33-1970

花海月

はなみづき

静岡県賀茂郡河津町谷津807-66

0558-34-0877

離れ杜の湯 海いろ別邸

はなれもりのゆうみいろべってい

静岡県熱海市下多賀３７−８

0557-67-2978

離れ家石田屋

はなれやいしだや

静岡県賀茂郡河津町谷津226

はなれ宿善積

はなれやどよしづみ

静岡県伊東市池614-140

0557-55-3131

パノラマビュー東伊豆

ぱのらまびゅーひがしいず

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3009-31

0557-37-5155

0558-32-1001

浜辺の宿 濤亭

はまべのやど とうてい

静岡県下田市吉佐美348-7

0558-22-3450

浜辺の湯 下田荘

はまべのゆ しもだそう

静岡県下田市柿崎659-1

0558-22-6010

浜又

はままた

静岡県沼津市⼾田493

0558-94-2758

パルテール

ぱるてーる

静岡県伊東市大室高原4-548

0557-51-8581

晴レ屋

はれや

静岡県下田市柿崎８０４

半右衛門

はんえもん

静岡県賀茂郡松崎町雲見354

0558-45-0255

パンプキンハウス

ぱんぷきんはうす

静岡県熱海市網代627-1134

0557-37-5155

0558-27-3007

B&Bゲストハウス輪の宿

びーあんどびー げすとはうす りんのやど

静岡県伊東市富⼾1317-5700

0557-55-9966

ピーコック.ヒル

ぴーこっく.ひる

静岡県伊東市池６８６ー２２

0557-54-9191

ピースフルムーン by Gravity

ぴーすふるむーん by Gravity

静岡県伊東市富⼾842-173

ビーチコミューンシンプルース

びいちこみゅーんしんぷるーす

静岡県伊東市湯川６６２−２５１

0557-38-2722

ビーチサイド ココモ

びーちさいど ここも

静岡県下田市田牛３３２

070-4422-6562

ビーチサイドイン⽩浜

びーちさいどいんしらはま

静岡県下田市⽩浜1742ビーチサイドイン⽩浜

080-4662-1979

0558-27-1310

ビーチサイド100

びーちさいどひゃく

静岡県賀茂郡河津町見高97-74

0558-34-1351

ＢＢロード

びーびーろーど

静岡県賀茂郡松崎町大沢４５６−２

0558-43-2151

PICA 表富士

ぴかおもてふじ

静岡県富士宮市粟倉2745

0544-58-6881

東伊豆今宵

ひがしいずこよい

静岡県伊東市瓶山1-12-1

0557-38-5385

東山ロッヂ

ひがしやまろっぢ

静岡県御殿場市東山905東山ロッヂ

0550-82-0140

PICA 初島

ぴかはつしま

静岡県熱海市初島1113

0557-67-2151

PICA 富士ぐりんぱ

ぴかふじぐりんぱ

静岡県裾野市須山字藤原2427

055-965-1331

ビジネスホテル アムス

びじねすほてる あむす

静岡県富士市川成島782-9ビジネスホテル アムス

0545-61-8700

ビジネスホテル 千楽

びじねすほてる せんらく

静岡県御殿場市川島田710-9

0550-82-0902

ビジネスホテルかねくら本館

びじねすほてるかねくらほんかん

静岡県御殿場市竈１８

0550-84-1830

ビジネスホテル光年

びじねすほてるこうねん

静岡県富士市横割4-8-24

0545-61-2470

ビジネスホテル新富士 タワー館

びじねすほてるしんふじ たわーかん

静岡県富士市横割5-3-19

0545-61-2230

ビジネスホテルTSUMEKI

びじねすほてるつめき

静岡県下田市⻄本郷1-3-3

0558-22-0003

ビジネス旅館鈴清

びじねすりょかんすずせい

静岡県富士市今井2-5-8

ビスキーハウス

びすきーはうす

静岡県伊東市吉田815-80

0557-45-7011

ビストロ・プチラパン

びすとろ・ぷちらぱん

静岡県伊東市八幡野1249-33

0557-51-7050

日の出屋旅館

ひのでやりょかん

静岡県伊東市八幡野1189-19

0557-53-0020

一二三荘

ひふみそう

静岡県伊豆の国市大仁503

0558-76-3123

姫の湯荘

ひめのゆそう

静岡県伊豆の国市古奈1138

ビューリゾート マリンヒルズ

びゅーりぞーと まりんひるず

静岡県伊東市吉田976

0557-45-4537

兵助屋

ひょうすけや

静岡県下田市柿崎36-51

0558-22-0465

浩美屋

ひろみや

静岡県賀茂郡松崎町石部132

0545-33-0204

055-948-1433

0558-45-0203

ファスティングホテル海の杜

ふぁすてぃんぐほてるうみのもり

静岡県伊東市八幡野1030-29

0557-52-3500

ファミリーアンドリゾート川ばた

ふぁみりーあんどりぞーとかわばた

静岡県賀茂郡河津町川津筏場188

0558-35-7310

ファミリーペンションノーヴァ

静岡県伊東市八幡野 １３５７−４０ペンションノーヴァ

0557-54-1453

ファミリーロッジ旅籠屋・富士田子浦店

ふぁみりーろっじはたごや・ふじたごのうらてん

静岡県富士市中丸161

0545-62-8858

ファンシービジネスホテル

ふぁんしーびじねすほてる

ふぁみりーぺんしょんのーばぁ

静岡県熱海市咲見町１０−１０ファンシービジネスホテル

0557-82-6211

14GuesthouseMt.Fuji

ふぉーてぃーんげすとはうすまうんとふじ

静岡県富士市吉原3-3-23

0545-67-1005

富岳群⻘

ふがくぐんじょう

静岡県伊豆市八木沢2461-1

0558-97-1815

富嶽はなぶさ

ふがくはなぶさ

静岡県伊豆の国市古奈407

055-948-1230

ふぐ・地魚の宿 大塚

ふぐじざかなのやど おおつか

静岡県伊東市宇佐美１７５７−９

0557-48-8839

福田家

フクダヤ

静岡県賀茂郡河津町湯ケ野２３６

0558-35-7201

福の湯

ふくのゆ

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田1733-63

0557-22-0008

富久三苑

ふくみえん

静岡県賀茂郡松崎町雲見328-1

0558-45-0344

福狸亭 小川家

ふくりていおがわや

静岡県伊豆の国市⻑岡1054-3

055-948-0921

富士グリーンホテル

ふじぐりーんほてる

静岡県富士市本町5-1

富士ざくらホテル

ふじざくらほてる

静岡県駿東郡小山町須走473-1

0550-75-1622

富士山こどもの国 ホテルロッジ

ふじさんこどものくに ほてるろっじ

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

0545-64-1900

富士山三島東急ホテル

ふじさんみしまとうきゅうほてる

静岡県三島市一番町17番1号

055-991-0109

富士市ビジネスホテルふるいや旅館

ふじしびじねすほてるふるいやりょかん

静岡県富士市平垣町６−１

0545-61-0233

富士祥栄会館

ふじしょうえいかいかん

静岡県駿東郡小山町用沢1337番地

0550-78-3016

藤乃煌 富士御殿場

ふじのきらめき ふじごてんば

静岡県御殿場市東田中3373-25

0550-98-0550

富士宮グリーンホテル

ふじのみやぐりーんほてる

静岡県富士宮市東町23-18

0544-23-1919

富士宮富士急ホテル

ふじのみやふじきゅうほてる

静岡県富士宮市中央町15番18号

0544-23-6666

富士宮ホテル時之栖

ふじのみやほてるときのすみか

静岡県富士宮市馬見塚字422-5

0544-59-1555

富士箱根ランドスコーレプラザホテル＆ホテル富士箱根

ふじはこねらんどすこーれぷらざほてる あんど ほてるふじはこね

静岡県田方郡函南町桑原笛場1354富士箱根ランド スコーレプラザホテル＆ホテル富士箱根

055-985-2111

富士ビジネス旅館 美波

ふじびじねすりょかん みなみ

静岡県富士市御幸町7-8

0545-52-3732

富士美華リゾート

ふじみはなりぞーと

静岡県駿東郡小山町須走495-201

0550-75-1666

富士屋旅館

ふじやりょかん

静岡県伊豆の国市大仁485-4

0558-76-1046

富士陽光ホテル

ふじようこうほてる

静岡県伊豆市冷川１５２４−１８９０

0558-79-3611

ふたりとわに 縁

ふたりとわに えん

静岡県伊豆市小下田１３４１−４

0558-98-1692

ふたりの湯宿 湯花満開

ふたりのゆやど ゆばなまんかい

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本９８７−１

0557-23-1133

プチホテル グランベール

ぷちほてる ぐらんべーる

静岡県伊東市池６１４−１４４

0557-54-5004

プチホテル サザンウインド

ぷちほてる さざんういんど

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1434の157

0557-23-4467

プチホテルノースイン

ぷちほてる のーすいん

静岡県伊東市富⼾1317-1810

0557-51-2131

プチホテル陽だまりの丘

ぷちほてる ひだまりのおか

静岡県伊東市富⼾1145-53

0557-33-6655

プチホテル ベルエポック

ぷちほてる べるえぽっく

静岡県伊東市八幡野1759-651

0557-51-5667

プチホテル マイカ

ぷちほてる まいか

静岡県伊東市富⼾1120-3

0557-33-6133

プチホテル伊豆シャボテンヴィレッジ

ぷちほてるいずしゃぼてんヴぃれっじ

静岡県伊東市富⼾1317-584

0557-51-5772

プチホテル CocoAnge

ぷちほてるここあんじゅ

静岡県伊東市富⼾1099-15

0557-51-5353

プチホテル渚苑

ぷちほてるなぎさえん

静岡県伊東市大室高原8-543

0557-51-8101

プチリゾート赤い馬

ぷちりぞーとあかいうま

静岡県伊東市八幡野1030-54

ふふ熱海

ふふあたみ

静岡県熱海市水口町１１−４８

0557-86-3651

ブランニューデイ

ぶらんにゅーでい

静岡県伊東市富⼾１０２５−１５

0557-48-7123

フリージアⅡ

ふりーじあつー

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田

0557-54-5111

0557-37-5155

ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

ぶりーずべいしーさいどりぞーとあたみ

静岡県熱海市海光町7-79ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

0557-85-0280

ブリーズベイ修善寺ホテル

ぶりーずべいしゅぜんじほてる

静岡県伊豆市修善寺3431

0558-72-2033

フレッチア

ふれっちあ

静岡県伊東市富⼾1317-823

0557-48-7837

プロヴァンス

ぷろばんす

静岡県伊東市十足６１０−１８４

0557-45-6523

ベイ・コースト・ヴィラ 碁石が浜

べいこーすとびら ごいしがはま

静岡県下田市田牛718-219

050-3144-0449

静岡県下田市須崎１７２３−４６

090-3456-5112

ベイ・コースト・ヴィラ 須崎

べいこーすとびら すざき

別邸桜岡茶寮

べっていさくらがおかさりょう

静岡県熱海市和田町6-17

別邸そらのうえ

べっていそらのうえ

静岡県伊東市岡1377-40別邸そらのうえ

0557-38-6500

ペット＆スパホテル伊豆高原

ぺっとあんどすぱほてるいずこうげん

静岡県伊東市池893-102

0557-55-1112

0557-81-6123

ペット＆スパホテル伊豆ワン

ぺっとあんどすぱほてるいずわん

静岡県伊東市八幡野1220-5

ペットと泊まる宿 CARO FORESTA 伊豆高原 Cuore

ぺっとととまるやど かーろふぉれすた いずこうげん くおーれ

静岡県伊東市八幡野1131-60

0557-53-1250

ペットと泊まる宿 玉響の風

ぺっとととまるやど たまゆらのかぜ

静岡県伊東市富⼾965

0557-51-8201

ペットと泊まる宿 はんなり伊豆高原

ぺっとととまるやど はんなりいずこうげん

静岡県伊東市八幡野1113-15

0557-54-5860

ペットのお宿 ころぽっくる

ぺっとのおやど ころぽっくる

静岡県伊東市八幡野1283-91

0557-48-7748

ベネフィット・ステーション熱海伊豆山

べねふぃっと・すてーしょんあたみいずさん

静岡県熱海市泉411-292ベネフィット・ステーション熱海伊豆山

0557-80-0200

部屋荘

へやそう

静岡県下田市⽩浜１１８５

0558-22-6264

0557-53-1155

ペンション アドマーニ

ぺんしょん あどまーに

静岡県伊東市川奈１２３７−８

0557-44-6336

ペンション ウェーブイン

ぺんしょん うぇーぶいん

静岡県伊東市八幡野1276-66

0557-54-3999

ペンション グランポルテ

ぺんしょん ぐらんぽるて

静岡県賀茂郡河津町川津筏場625-4外

0558-36-8344

ペンション クリッククラック

ぺんしょん くりっくくらっく

静岡県裾野市須山2255-3000

055-998-3900

ペンション ⽩浜 エクシード・プレイヤーズ・クラブ

ぺんしょん しらはま えくしーどぷれいやーずくらぶ

静岡県下田市⽩浜981-6

0558-23-8250

ペンション たーこいずぶるー

ぺんしょん たーこいずぶるー

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科1946-2

0558-52-0154

ペンション とうてんぽーる

ぺんしょん とうてんぽーる

静岡県伊東市八幡野1305-10

0557-54-1047

ペンション ナティイン

ぺんしょん なてぃいん

静岡県伊東市八幡野1082-7

0557-54-4158

ペンション 花べるじゅ

ぺんしょん はなべるじゅ

静岡県伊東市吉田836-84

ペンションひだまり

ぺんしょん ひだまり

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂504-1

0558-62-4120

ペンション ヴィラ・ハミングバード

ぺんしょん びら・はみんぐばーど

静岡県裾野市須山2255-2995ペンション ヴィラ・ハミングバード

055-998-1366

0557-44-5311

ペンション ぶなの木

ぺんしょん ぶなのき

静岡県裾野市須山 2255-3812ペンション ぶなの木

055-998-1109

ペンション プリンス

ぺんしょん ぷりんす

静岡県熱海市泉412-91

0557-80-1781

ペンション ポテリ

ぺんしょん ぽてり

静岡県伊東市八幡野1247-16ペンション ポテリ

0557-51-6600

ペンション ホライゾン

ペンション ホライゾン

静岡県伊東市富⼾１１３１−８２ペンション ホライゾン

0557-51-3434

ペンション マーガレット

ぺんしょん まーがれっと

静岡県伊東市池６１４−１７９

0557-54-4151

ペンション マーフィ

ぺんしょん まーふぃ

静岡県伊東市赤沢258-87

ペンション マスカレード

ぺんしょん ますかれーど

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取2884-4

0557-95-1836

ペンション メモリア

ぺんしょん めもりあ

静岡県伊豆市上船原1121-1

0558-87-1336

0557-54-1882

ペンション ラ・シャンス

ぺんしょん ら・しゃんす

静岡県下田市⽩浜６２８−１

0558-23-4730

ペンション ロックアイランド

ぺんしょん ろっくあいらんど

静岡県伊東市富⼾１１０４−６２

ペンションＡＩＵＥＯ

ぺんしょんあいうえお

静岡県下田市⽩浜1019-4ペンションＡＩＵＥＯ

0558-23-2241

ペンション天城路

ぺんしょんあまぎじ

静岡県伊豆市市山578-6

0558-85-1410

0557-33-6977

ペンション伊豆高原

ぺんしょんいずこうげん

静岡県伊東市八幡野１０６９−３４

070-6985-4070

ペンションいずみ

ぺんしょんいずみ

静岡県伊豆市八木沢339

0558-99-0706

ペンションいっぺき湖

ぺんしょんいっぺきこ

静岡県伊東市十足６１０ー１９７

0557-45-3518

ペンションエルブルズ

ぺんしょんえるぶるず

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田１４５８−２１

0557-23-4833

ペンションOHANA

ぺんしょんおはな

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1219-55

0557-23-5120

ペンションガラスの城

ぺんしょんがらすのしろ

静岡県伊東市富⼾１１０４−８１ガラスの城

0557-33-1133

ペンション日下部

ぺんしょんくさかべ

静岡県伊東市川奈1075

0557-45-0677

ペンション木もれ日

ぺんしょんこもれび

静岡県伊東市八幡野1588-441ペンション木もれ日

0557-54-2520

ペンションサーフライダー

ぺんしょんさーふらいだー

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科521-185

0558-52-1414

ペンション桜家

ぺんしょんさくらや

静岡県下田市⽩浜2584-20

0558-23-4470

ペンションスマイルアゲイン

ぺんしょんすまいるあげいん

静岡県下田市⽩浜2584-11ペンションスマイルアゲイン

0558-23-5206

ペンションセブンローズ

ぺんしょんせぶんろーず

静岡県下田市⽩浜2584-9

0558-23-8111

ペンションセント伊豆高原

ぺんしょんせんといずこうげん

静岡県伊東市八幡野１２４３−７５

0557-55-7315

ペンションタートルハウス

ぺんしょんたーとるはうす

静岡県下田市⽩浜1738

0558-22-3556

ペンション多々⼾浜

ぺんしょんたたどはま

静岡県下田市吉佐美42-1

0558-22-3144

ペンションとどろき

ぺんしょんとどろき

静岡県熱海市上多賀１０５１-１

0557-27-1842
0558-23-4456

ペンションとよしま

ぺんしょんとよしま

静岡県下田市⽩浜1837−1

ペンション百万本のバラ

ぺんしょんひゃくまんぼんのばら

静岡県下田市⽩浜2733-9ぺんしょん百万本のバラ

0558-25-5522

ペンションぶるうまあぶる

ぺんしょんぶるうまあぶる

静岡県伊東市大室高原5-300ペンションぶるうまあぶる

0557-51-5477

ペンションふんわりこん

ぺんしょんふんわりこん

静岡県裾野市須山2255-3810

055-998-1433

ペンション弓ヶ浜

ぺんしょんゆみがはま

静岡県賀茂郡南伊豆町湊896-13

0558-62-2717

PENSION Little Wave

ぺんしょんりとるうぇーぶ

静岡県下田市柿崎1128-7

0558-27-0650

ペンションわだつみⅡ

ぺんしょんわだつみつー

静岡県伊豆市八木沢１３１７−１

0558-99-0885

法悦

ほうえつ

静岡県熱海市⻄山町10-9

0557-81-4475

望水

ぼうすい

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1126-6

頬杖の刻

ほおづえのとき

静岡県伊豆市小土肥３０９

0558-97-3717

牧水荘土肥館

ぼくすいそうといかん

静岡県伊豆市土肥289-2

0558-98-1050

ペンション星の砂

ほしのすな

静岡県下田市⽩浜1687

星野リゾート 界 アンジン

ほしのりぞーと かい あんじん

静岡県伊東市渚町５−１２

0570-073-011

星野リゾート 界 伊東

ほしのりぞーと かい いとう

静岡県伊東市岡広町２−２１

0570-073-011

星野リゾート リゾナーレ熱海

ほしのりぞーと りぞなーれあたみ

静岡県熱海市水口町２丁目１３−１星野リゾート リゾナーレ熱海

0570-073-055

0557-23-1230

0558-23-4881

星ホテル

ほしほてる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1205-116

0557-22-0555

ほし山旅館

ほしやまりょかん

静岡県富士宮市星山８４番地の2

0544-26-3608

Hostel Knot

ほすてるのっと

静岡県伊豆市修善寺985-1

0558-78-0261

北川温泉ホテル

ほっかわおんせんほてる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１１２７−１４

0557-23-2150

ホテル アルベルゴ

ほてる あるべるご

静岡県伊東市桜木町１丁目５番５号ホテル アルベルゴ

0557-36-8666

ホテル クーネルイン

ほてる くーねるいん

静岡県裾野市御宿1105-1

055-941-5208

ＨＯＴＥＬ ＣＬＡＤ

ほてる くらっど

静岡県御殿場市深沢２８３９−１

0550-81-0321

ホテル 大和

ほてる だいわ

静岡県熱海市下多賀４４１

0557-68-0362

HOTEL NISHIMURA

ほてる にしむら

静岡県富士市永田町1丁目149

0545-51-2424

ＨＯＴＥＬ ＭＩＣＵＲＡＳ

ほてる みくらす

静岡県熱海市東海岸町3番19号

0557-86-1111

ホテル 南回帰線

ほてる みなみかいきせん

静岡県伊東市富⼾８４２-１１８

0557-51-3536

HOTEL ACAO（ホテル アカオ)

ほてるあかお

静岡県熱海市熱海１９９３−６５HOTEL ACAO

0557-83-6161

ホテル茜

ほてるあかね

静岡県伊豆の国市⻑岡123

ホテルアクアサンタ

ほてるあくあさんた

静岡県伊豆の国市古奈351-2

HOTEL ARIA

ほてるありあ

静岡県沼津市大手町2-4-8

055-948-1511
055-954-3838

ホテル＆スパ アンダリゾート伊豆高原

ほてるあんどすぱ あんだりぞーといずこうげん

静岡県伊東市八幡野1133

0557-55-2808

HOTEL&RESORT伊豆の音

ほてるあんどりぞーといずのね

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬5-1HOTEL&RESORT伊豆の音

0557-23-2201

ホテルアンビエント伊豆高原コンドミニアム

ほてるあんびえんといずこうげんこんどみにあむ

静岡県伊東市大室高原8丁目

0557-51-1666

ホテル伊豆急

ほてるいずきゅう

静岡県下田市⽩浜 2732-7

0558-22-8111

ホテル伊東ガーデン

ほてるいとうがーでん

静岡県伊東市松原655

0557-36-3841

ホテル伊東パウエル

ほてるいとうぱうえる

静岡県伊東市湯川４−２−１５

0557-36-6181

055-947-2001

HOTEL INSIDE

ほてるいんさいど

静岡県沼津市足高275-1

055-941-5000

ホテル・エルムリージェンシー

ほてるえるむりーじぇんしー

静岡県駿東郡清水町堂庭262

055-976-7878

ホテル大野屋

ほてるおおのや

静岡県熱海市和田浜南町3−9

0570-024-780

ホテルオリーブの木

ほてるおりーぶのき

静岡県伊豆市瓜生野322-1

0558-74-0810

ホテルカターラRESORT＆SPA

ほてるかたーらりぞーとあんどすぱ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本992-1ホテルカターラRESORT＆SPA

0557-23-2222

ホテルかつら

ほてるかつら

静岡県熱海市東海岸町3-23

0557-82-5353

ホテル河内屋

ほてるかわちや

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂436-1ホテル河内屋

ホテルクニミ御殿場

ほてるくにみごてんば

静岡県御殿場市二枚橋40-8ホテルクニミ御殿場

0550-81-0808

ホテルクラウンヒルズ富士宮

ほてるくらうんひるずふじのみや

静岡県富士宮市⻄町25-4

0544-23-2222

ホテルグランド富士

ほてるぐらんどふじ

静岡県富士市平垣本町8-1

0545-61-0360

ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド

ほてるぐらんばっはあたみくれっしぇんど

静岡県熱海市伊豆山1048-4

0557-82-1717

0558-62-1234

ホテルクリフサイド

ほてるくりふさいど

静岡県下田市柿崎1126-5

0558-23-2822

ホテルサープロモント

ほてるさーぷろもんと

静岡県賀茂郡南伊豆町入間２３８３−１

0558-62-2211

ホテルサンバレー富士見

ほてるさなばれーふじみ

静岡県伊豆の国市古奈１８５−１

055-947-3100

ほてるさんはとや

ホテルサンハトヤ

静岡県伊東市湯川572ホテルサンハトヤ

0557-36-4126

ホテルサンバレーアネックス

ほてるさんばれーあねっくす

静岡県伊豆の国市⻑岡351-1

055-947-3210

ホテルサンバレー伊豆⻑岡

ほてるさんばれーいずながおか

静岡県伊豆の国市⻑岡659ホテルサンバレー

055-948-3800

ホテルサンバレー悠々館

ほてるさんばれーゆうゆうかん

静岡県伊豆の国市⻑岡702-1

ホテルサンバレー和楽

ほてるさんばれーわらく

静岡県伊豆の国市⻑岡995-3

055-948-3800

ホテルサンミ倶楽部別館

ほてるさんみくらぶべっかん

静岡県熱海市東海岸町14番66号

0557-85-8000

Hotel Sea Shell

ほてるしーしぇる

静岡県下田市⽩浜1755

0558-27-0107

Hotel Gee Haive

ほてるじーはいぶ

静岡県三島市寿町9-35

055-939-7751

ホテル四季の蔵

ほてるしきのくら

静岡県賀茂郡河津町峰1169-13ホテル四季の蔵

055-948-1400

0558-32-1272

ホテル志なよし

ほてるしなよし

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本983-1

0557-23-2260

ホテルジャストワン裾野

ほてるじゃすとわんすその

静岡県裾野市佐野94-1

055-992-6644

ホテルジャストワン富士小山

ほてるじゃすとわんふじおやま

静岡県駿東郡小山町竹之下333-2

0550-76-1199

ホテルジャパン下田

ほてるじゃぱんしもだ

静岡県下田市吉佐美2131ホテルジャパン下田

0558-23-1111

ホテル昭明館

ほてるしょうめいかん

静岡県三島市一番町11-4

055-972-7171

ホテルセタスロイヤル

ほてるせたすろいやる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本980ホテルセタスロイヤル

0557-23-1123

ホテルセレクトイン沼津

ほてるせれくといんぬまづ

静岡県沼津市岡宮1289-1

055-926-0101

ホテルセレクトイン富士山御殿場

ほてるせれくといんふじさんごてんば

静岡県御殿場市二枚橋41-1

0550-81-3011

ホテルセレクトイン三島

055-981-1111

ほてるせれくといんみしま

静岡県三島市中央町4-6

ホテル暖香園

ほてるだんこうえん

静岡県伊東市竹の内1-3-6ホテル暖香園

ホテルトレンド沼津駅前

ほてるとれんどぬまづえきまえ

静岡県沼津市大手町3-3-7ホテルトレンド沼津駅前

055-951-2222

ホテル中島

ほてるなかじま

静岡県富士市中島352

0545-61-0297

ホテル24IN富士山

ほてるにしいんふじさん

静岡県富士市吉原3丁目13-1

0545-55-2222

ホテル ニュー かのや

ほてるにゅーかのや

静岡県三島市広小路町１−１３

055-975-0623

ホテルニューさがみや

ほてるにゅうさがみや

静岡県熱海市伊豆山601番地ホテルニューさがみや

ホテルニューセントラル

ほてるにゅーせんとらる

静岡県富士市永田町2-24-2

0545-53-9111

ホテルハーヴェスト伊東

ほてるはーヴぇすといとう

静岡県伊東市竹の内１丁目５−１４

0557-38-6025

0557-37-0011

0557-80-3531

ホテルハーヴェスト天城高原

ほてるはーべすとあまぎこうげん

静岡県伊豆市冷川1524

0557-29-1155

ホテル百笑

ほてるひゃくわらい

静岡県伊豆市瓜生野字⻑畑410-1

0558-73-1126

ホテルふたり木もれ陽

ほてるふたりこもれび

静岡県伊東市宇佐美3594-809ホテルふたり木もれ陽

0557-52-6510

HOTEL MASSIMO MISHIMA

ほてるまっしもみしま

静岡県三島市一番町12-21

055-972-1101

ホテルマルセイユ

ほてるまるせいゆ

静岡県下田市東本郷１丁目１番５号

0558-23-8000

HOTEL MIWA

ほてるみわ

静岡県沼津市高島町7-2

055-922-3000

ホテル夢寿庵

ほてるむじゅうあん

静岡県熱海市熱海１９９３−３５１

090-7212-3339

ホテルよしの

ほてるよしの

静岡県伊東市松原７４５−５

0557-36-8880

ホテルラヴィエ川良

ほてるらヴぃえかわりょう

静岡県伊東市竹の内1-1-3ホテルラヴィエ川良

0557-37-8181

ホテルラフォーレ修善寺

ほてるらふぉーれしゅぜんじ

静岡県伊豆市大平1529

0558-72-3311

ホテルリーデント伊東

ほてるりーでんといとう

静岡県伊東市中央町13-39

0557-36-1105

ホテルリブマックス沼津駅前

ほてるりぶまっくすぬまづえきまえ

静岡県沼津市大手町2-1-10

055-961-0080

ホテルリブマックスBUDGET富士駅前

ほてるりぶまっくすばじぇっとふじえきまえ

静岡県富士市横割本町2-21

0545-60-9900

ホテルルートイン御殿場駅南

ほてるるーといんごてんばえきみなみ

静岡県御殿場市川島田628-16

0550-70-1155

ホテルルートイン新御殿場インター

ほてるるーといんしんごてんばいんたー

静岡県御殿場市萩原71-1

0550-80-3411

ホテルルートイン新富士駅南

ほてるるーといんしんふじえきみなみ

静岡県富士市宮島602-1

050-5576-7881

ホテルルートイン裾野インター

ほてるるーといんすそのいんたー

静岡県裾野市御宿字幕間1532-1

ホテルルートイン⻑泉沼津インター第1

ほてるるーといんながいずみぬまづいんたーだい１

静岡県駿東郡⻑泉町下⻑窪1157-1

055-999-1131

ホテルルートイン⻑泉沼津インター第2

ほてるるーといんながいずみぬまづいんたーだい２

静岡県駿東郡⻑泉町南一色34-5

055-999-1141
050-5847-7477

ホテルルートイン富士中央公園東

055-997-9511

ほてるるーといんふじちゅうおうこうえんひがし

静岡県富士市永田町2丁目81-1

ポニーテール

ぽにーてーる

静岡県伊東市富⼾1273-95

ほまれの光 水月

ほまれのひかり みずき

静岡県伊東市八幡野1223-27

0557-55-2510

ほり多旅館

ほりたりょかん

静岡県熱海市⻄山町5-13

0557-83-2263

Holiday House 森の隠れ家

ほりでいはうすもりのかくれが

静岡県伊東市荻５３９−５２

0557-27-2388

ホワイトインテラス

ほわいといんてらす

静岡県伊東市富⼾967-54

0557-37-5155

ホワイトプリンセス

ほわいとぷりんせす

静岡県伊東市大室高原3-531ホワイトプリンセス

0557-51-8088

マースガーデンウッド御殿場

まーすがーでんうっどごてんば

静岡県御殿場市東田中1089

マーレ⻲吉

まーれかめきち

静岡県下田市柿崎1105-59

0558-23-4077

マイグレテラス

まいぐれてらす

静岡県伊東市吉田８８８−９

050-3559-0190

まいぐれてんしゅかく

静岡県伊東市富⼾1317-3573大室高原4-722

050-3559-0190

マイグレ天守閣

0557-37-5155

0550-70-1170

マイグレフィールズ

まいぐれふぃーるず

静岡県熱海市上多賀1065-1292

050-3559-0190

マイグレフラット

まいぐれふらっと

静岡県伊東市吉田888-25

050-3559-0190

Mt. Fuji Satoyama Vacation

まうんとふじさとやまばけーしょん

静岡県富士宮市狩宿8-2

070-2210-8266

マストランプ

ますとらんぷ

静岡県伊東市岡370

まち宿 集楽

まちやど しゅうらく

静岡県伊東市猪⼾1-3-14

0557-29-6829

まつざき海浜荘

まつざきかいひんそう

静岡県賀茂郡松崎町江奈207-2-1

0558-42-0127

松城館

まつしろかん

静岡県伊豆の国市古奈55

055-948-0072

マヒナ・グランピング・スパ・ヴィレッジ

まひな・ぐらんぴんぐ・すぱ・びれっじ

静岡県賀茂郡東伊豆町大川１０９６−１

0557-23-5055

繭二梁

まゆふたはり

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2035-1

0558-36-3888

マリンクルーズ熱海

まりんくるーずあたみ

静岡県熱海市網代627-725

0557-37-5155

マリンスターパート２

まりんすたーぱーとつー

静岡県熱海市上多賀1051-1

0557-68-2400

マリンステージ熱海アネックス

まりんすてーじあたみあねっくす

静岡県熱海市網代627-1063

0557-37-5155

マリンゾロリゾート

まりんぞろりぞーと

静岡県伊東市八幡野1352-72

0557-54-3155

マリンテラス熱海

まりんてらすあたみ

静岡県熱海市網代627-714

マリンブルー伊豆高原 貸別邸

まりんぶるーいずこうげん かしべってい

静岡県伊東市八幡野１０３３−１２３

0557-51-4045

マンテンゲストハウス

まんてんげすとはうす

静岡県御殿場市新橋1988-17

0550-98-8310

静岡県伊豆市小下田2339-1

0557-37-2240

0557-37-5155

満天の星と海 瑠璃花

まんてんのほしとうみ るりか

岬ガーデン

みさきがーでん

静岡県熱海市網代570-1

0557-37-5155

みずき亭

みずきてい

静岡県伊東市鎌田1084-223

0557-37-5155

0558-99-1987

水のみち 風のみち 湯ヶ島たつた

みずのみち かぜのみち ゆがしまたつた

静岡県伊豆市湯ケ島347

0558-85-0511

水鞠

みずまり

静岡県賀茂郡河津町梨本４２４−２

0558-35-0505

みなみ荘

みなみそう

静岡県伊豆市土肥336-1

0558-98-1123

南箱根タントンハウス

みなみはこねたんとんはうす

静岡県田方郡函南町畑毛６９８ー４９８

050-5539-2841

みのやほてる

静岡県熱海市和田浜南町7-12

0557-81-8291

みのやホテル
美浜レステル

みはまれすてる

静岡県沼津市⼾田362-5

みはるや

みはるや

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-1

0557-22-0003

みやこ荘

みやこそう

静岡県熱海市下多賀１４８０

0557-68-2385

0558-94-3555

⺠宿 相沢荘

みんしゅく あいざわそう

静岡県賀茂郡河津町見高４６５

0558-32-0546

⺠宿 大上

みんしゅく おおうえ

静岡県伊豆市上船原1424

0558-87-0305

⺠宿 かごや

みんしゅく かごや

静岡県賀茂郡松崎町雲見３７７−１

0558-45-0241

⺠宿 かねう

みんしゅく かねう

静岡県伊豆市土肥719

⺠宿さかんや

みんしゅく さかんや

静岡県賀茂郡松崎町雲見304

0558-45-0231

⺠宿 作五郎丸

みんしゅく さくごろうまる

静岡県熱海市網代453-8

0557-68-0745

0558-98-0092

⺠宿さくら

みんしゅく さくら

静岡県沼津市⼾田1590-3

0558-94-4015

⺠宿 なか川

みんしゅく なかがわ

静岡県賀茂郡松崎町大沢４２−１

0558-43-0083

⺠宿 野田宗

みんしゅく のだそう

静岡県伊豆市土肥３９２

0558-98-0153

⺠宿 宝栄丸

みんしゅく ほうえいまる

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取９６５

0557-95-1813

⺠宿 美沢屋

みんしゅく みさわや

静岡県賀茂郡松崎町雲見367

0558-45-0224

⺠宿天城ベニ屋

みんしゅくあまぎべにや

静岡県伊豆市湯ケ島1882-6

0558-85-0121

⺠宿海風荘

みんしゅくかいふうそう

静岡県伊東市宇佐美1803-13

0557-47-3218

⺠宿かつまる

みんしゅくかつまる

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3011-183

0557-95-2032

静岡県賀茂郡松崎町雲見582−2

0558-45-0213

⺠宿 三五郎

みんしゅくさんごろう

⺠宿下隠居

みんしゅくしたいんきょ

静岡県下田市田牛337

0558-22-3930

⺠宿とみや

みんしゅくとみや

静岡県賀茂郡松崎町雲見1650

0558-45-0417

⺠宿はごろも荘

みんしゅくはごろもそう

静岡県沼津市⻄浦江梨３２５−２

055-942-2563

⺠宿はしば荘

みんしゅくはしばそう

静岡県賀茂郡松崎町石部１０

0558-45-0059

⺠宿はまゆう

みんしゅくはまゆう

静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬577-14

050-3578-5888

⺠宿 番上屋

みんしゅくばんじょうや

静岡県賀茂郡松崎町雲見326

0558-45-0244

⺠宿平島荘

みんしゅくひらしまそう

静岡県伊豆市小土肥219⺠宿平島荘

0558-98-0392

⺠宿ふかべ

みんしゅくふかべ

静岡県伊東市宇佐美416

0557-47-2211

⺠宿福丸

みんしゅくふくまる

静岡県賀茂郡南伊豆町湊898-41

0558-62-0372

⺠宿まるい

みんしゅくまるい

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科１８１２−１

0558-52-1196

⺠宿美浜

みんしゅくみはま

静岡県伊豆市土肥2791-11⺠宿美浜

0558-98-1030

⺠宿旅館 一句石

みんしゅくりょかん いっくしい

静岡県伊豆の国市中1360−1

055-949-3097

⺠宿旅館明石

みんしゅくりょかんあかし

静岡県富士宮市上条1070-1

0544-58-3755

⺠宿わらじ

みんしゅくわらじ

静岡県伊豆市市山１−１０

0558-85-2345

ムーン・リバージュ.

むーんりばーじゅ

静岡県下田市柿崎８０７

0558-22-2780

無雙庵枇杷

むそうあんびわ

静岡県伊豆市土肥２５９−１

0558-97-3715

MERCI 0823

めるしーぜろはちにいさん

静岡県伊東市池６１４−１５１

0557-53-4550

森のしずく

もりのしずく

静岡県伊東市池614-246

0557-53-3688

モンゴメリーブラウンイン伊豆高原

もんごめりーぶらうんいんいずこうげん

静岡県伊東市八幡野1283-6

0557-51-3309

柳生の庄

やぎゅうのしょう

静岡県伊豆市修善寺１１１６−６

0558-72-4126

安田屋旅館

やすだやりょかん

静岡県沼津市内浦三津19

055-943-2121

保海荘

やすみそう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科１９６９−１

やすらぎの里 高原館

やすらぎのさと こうげんかん

静岡県伊東市八幡野1268-23

0557-55-2668

やすらぎの里 本館

やすらぎのさと ほんかん

静岡県伊東市八幡野1283-78

0557-55-2660

やすらぎの里 養生館

やすらぎのさと ようじょうかん

静岡県伊東市八幡野1741-49

0557-52-4250

やすらぎペンション紙風船

やすらぎぺんしょんかみふーせん

静岡県熱海市下多賀1117-6

0557-67-1181

山木旅館

やまきりょかん

静岡県熱海市中央町14-9

0557-81-2121
0558-94-2824

0558-52-0285

山田園

やまだえん

静岡県沼津市⼾田1644

山之辺の宿 桜舞

やまのべのやど おうぶ

静岡県伊東市富⼾1317-1264桜舞

0557-52-6233

やまびこ荘

やまびこそう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町大沢里150

0558-58-7153

八幡野温泉郷杜の湯きらの里

やわたのおんせんきょうもりのゆきらのさと

静岡県伊東市八幡野１３２６−５

0557-55-2400

有限会社 五葉館

ゆうげんがいしゃ ごようかん

静岡県伊豆市修善寺765-2

0558-72-2066

有限会社 ⻄の家

ゆうげんがいしゃ にしのいえ

静岡県富士宮市上井出１７７４

0544-54-0277

(有)富士見館

ゆうげんがいしゃ ふじみかん

静岡県田方郡函南町畑毛226

055-978-3014

有限会社 船原館

ゆうげんがいしゃ ふなばらかん

静岡県伊豆市上船原518-1上船原

0558-87-0711

有限会社アフターデイズ

ゆうげんがいしゃあふたーでいず

静岡県熱海市上多賀４８

0557-68-1118

有限会社梅の屋旅館

ゆうげんがいしゃうめのやりょかん

静岡県御殿場市大坂370-1

有限会社大屋莊

ゆうげんがいしゃおおやそう

静岡県賀茂郡⻄伊豆町仁科2186-1

0558-53-1777

国⺠宿舎 伊豆熱川荘

ゆうげんがいしゃこくみんしゅくしゃいずあたがわ

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本９６９−１

0557-23-2191

0550-87-0032

有限会社すいほう園

ゆうげんがいしゃすいほうえん

静岡県沼津市千本郷林１９０７−８

有限会社大観荘

ゆうげんがいしゃたいかんそう

静岡県賀茂郡東伊豆町⽩田204

0557-23-0432

有限会社たかみホテル

ゆうげんがいしゃたかみほてる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２７１

0557-23-2255

有限会社やぎさわ荘

ゆうげんがいしゃやぎさわそう

静岡県伊豆市八木沢1363-1

055-963-1907

0558-99-0611

優鶴

ゆうづる

静岡県伊東市鎌田1075−63優鶴

0557-78-0440

夕日の里の宿 よし田

ゆうひのさとのやど よしだ

静岡県賀茂郡⻄伊豆町田子2648-1

0558-53-0797

ゆ縁の宿ふじみ旅館

ゆえんのやどふじみりょかん

静岡県富士市荒田島町3-20

湯回廊菊屋

ゆかいろうきくや

静岡県伊豆市修善寺874-1

0558-72-2000

湯ヶ島ゴルフ倶楽部＆ホテルリゾート

ゆがしまごるふくらぶあんどほてるりぞーと

静岡県伊豆市湯ケ島２５７１−１０

0558-85-2100

ゆがわら大野屋旅館

ゆがわらおおのやりょかん

静岡県熱海市泉231

0545-51-1317

0465-62-6111

ゆとりろ熱海

ゆとりろあたみ

静岡県熱海市伊豆山1173-534

0570-055-666

ゆとりろ⻄伊豆

ゆとりろにしいず

静岡県伊豆市土肥324

0570-015-333

湯の幸・食の幸 磯舟

ゆのさちしょくのさち いそふね

静岡県熱海市網代６２７番地５０６

0557-67-1515

湯の宿平鶴

ゆのやどひらつる

静岡県熱海市下多賀493

0557-67-2221

湯めぐりの宿 修善寺温泉 桂川

ゆめぐりのやど しゅせんじおんせん かつらがわ

静岡県伊豆市修善寺860

0558-72-0810

湯めぐりの宿 吉春

ゆめぐりのやど よしはる

静岡県伊豆の国市⻑岡989-10

湯宿みかんの木

ゆやどみかんのき

静岡県熱海市東海岸町1-11

0557-81-1533

陽気館

ようきかん

静岡県伊東市末広町2-24

0557-37-3101

横浜藤よし伊豆店

よこはまふじよしいずてん

静岡県伊東市富⼾１３０５−８

0557-51-3211
0557-81-8137

横山大観ゆかりの宿 熱海大観荘

055-948-1212

よこやまたいかんゆかりのやど あたみたいかんそう

静岡県熱海市林ガ丘町7-1

吉田亭

よしだてい

静岡県賀茂郡南伊豆町妻良1387-5

0558-67-0025

よもぎ湯

よもぎゆ

静岡県富士市大淵1565-2よもぎ湯

0545-35-6666
055-948-0013

頼朝の湯本陣

よりとものゆほんじん

静岡県伊豆の国市古奈6番地

ラ・ドッグリゾート

ら・どっぐりぞーと

静岡県伊東市八幡野1254-28

ラ・プロンジェ

ら・ぷろんじぇ

静岡県伊東市鎌田368-1

0557-36-6237

楽山やすだ

らくざんやすだ

静岡県伊豆の国市古奈28

055-948-1313

rakuyadoはなはな

らくやどはなはな

静岡県伊東市富⼾1104−63

0557-51-0707

ラシェール南川奈

らしぇーるみなみかわな

静岡県伊東市富⼾1181-5

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

らふぉーれくらぶ いとうおんせん ゆのにわ

静岡県伊東市猪⼾2-3-1

0557-37-3133

ララル

ららる

静岡県伊東市池889-73

0557-54-3930

Real country inn Speak Easy

りあるかんとりーいん すぴーくいーじー

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１３４９−７

0557-52-0016

0557-37-5155

0557-23-1777

浬世人（リセット）

りせっと

静岡県賀茂郡河津町沢田196-4

0558-34-1690

リゾート ペンション ビーグル

りぞーと ぺんしょん びーぐる

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本 1457-21

0557-23-4372

リゾートインなかい

りぞーといんなかい

静岡県下田市⽩浜2220

0558-22-2306

リゾートハウス バンボー

りぞーとはうす ばんぼー

静岡県田方郡函南町畑毛698-556

0545-78-3309

リゾートホテル 伊東山荘

りぞーとほてる いとうさんそう

静岡県伊東市八幡野１０８４−７４

080-7018-7096

リゾートホテル ロブィング

りぞーとほてるろぶぃんぐ

静岡県伊東市八幡野１２４９−７７

0557-51-3567

リゾーピア熱海

りぞーぴああたみ

静岡県熱海市東海岸町13-93

0557-83-5959

リバティーリゾート 天城荘

りばてぃーりぞーと あまぎ荘

静岡県賀茂郡河津町梨本 359

リバティーリゾート アミ・ドローラ

りばてぃーりぞーと あみ・どろーら

静岡県賀茂郡河津町谷津171-1アミドローラ

0558-36-3333

リブマックスリゾート熱海Ｏｃｅａｎ

りぶまっくすりぞーとあたみおーしゃん

静岡県熱海市渚町22-8

0557-81-1150

リブマックスリゾート熱海シーフロント

りぶまっくすりぞーとあたみしーふろんと

静岡県熱海市渚町14-12

0557-83-0010

リブマックスリゾート天城湯ヶ島

りぶまっくすりぞーとあまぎゆがしま

静岡県伊豆市湯ケ島2821-4

0558-75-8300

リブマックスリゾート伊豆下田

りぶまっくすりぞーといずしもだ

静岡県下田市田牛711-3

リブマックスリゾート伊東川奈

りぶまっくすりぞーといとうかわな

静岡県伊東市富⼾三野原1301

0557-33-1616

リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

りぶまっくすりぞーとじょうがさきかいがん

静岡県伊東市八幡野1736-5

0557-55-2727

りふれっしゅすぽっとかぜみらい

静岡県賀茂郡南伊豆町手石845-1

0558-62-1623

リフレッシュスポット風未来

0558-35-7711

0558-25-2222

漁師の宿 温泉⺠宿ぜいもや

りょうしのやど おんせんみんしゅくぜいもや

静岡県下田市須崎４４４

料亭旅館 熱海 小嵐亭

りょうていりょかん あたみ こあらしてい

静岡県熱海市小嵐町1-16

0557-81-6655

料理旅館 渚館

りょうりりょかん なぎさかん

静岡県熱海市渚町11-11

0557-81-5054

0558-22-2041

旅館 ⻘木の坂

りょかん あおきのさか

静岡県賀茂郡河津町梨本342-1

0558-35-7187

旅館 入船

りょかん いりふね

静岡県富士市今泉1-7-7

0545-52-2082

旅館 たか屋

りょかん たかや

静岡県賀茂郡⻄伊豆町田子1506−1

0558-53-0013

旅館 浜の家

りょかん はまのや

静岡県沼津市内浦三津４２−３

055-943-2518

旅館はまべ荘

りょかんはまべそう

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取373旅館はまべ荘

0557-95-3620

旅館福助

りょかんふくすけ

静岡県下田市⽩浜2745-2

0558-22-0857

旅館芳泉閣

りょかんほうせんかく

静岡県熱海市⻄山町１６−６

0557-81-7624

緑風園

りょくふうえん

静岡県伊東市音無町3-1

0557-37-1885

旅亭懐石 曽我

りょていかいせき そが

静岡県伊東市富⼾１１６９−２０

0557-52-0303

リラックスリゾートホテル

りらっくすりぞーとほてる

静岡県熱海市咲見町6-41

0557-84-0555

Lily's Garden

りりーずがーでん

静岡県裾野市須山２２５５−７９３

055-998-1618

臨海荘

りんかいそう

静岡県下田市柿崎704-1

0558-22-1686

ルーシーキキ

るーしーきき

静岡県伊東市大室高原6-620

0557-33-1111

ルネッサ赤沢

るねっさあかざわ

静岡県伊東市赤沢190-5

0557-54-1670

ルネッサ城ヶ崎

るねっさじょうがさき

静岡県伊東市八幡野1030番地

0557-54-1280

ルミエール伊豆高原

るみえーるいずこうげん

静岡県伊東市富⼾1317-1642

0557-37-5155

レ・セゾン

れ・せぞん

静岡県伊東市池 635-129レ・セゾン

0557-54-2131

レクトーレ熱海小嵐

れくとーれあたみこあらし

静岡県熱海市小嵐町15-9

0557-86-2348

レクトーレ熱海桃山

れくとーれあたみももやま

静岡県熱海市桃山町11-44

0557-85-3500

レジーナリゾート伊豆無鄰

れじーなりぞーといずむりん

静岡県伊東市八幡野1086-88

0557-54-6111

レストイン時之栖

れすといんときのすみか

静岡県御殿場市深沢字前野原1801-1

0550-70-0020

れすぱいと伊豆高原

れすぱいといずこうげん

静岡県伊東市池８９３−１７７

0557-27-1673

檸檬樹

れもんじゅ

静岡県伊東市池632-105

090-7439-2270

レンブラントスタイル御殿場駒門

れんぶらんとすたいるごてんばこまかど

静岡県御殿場市神山1925-170

0550-70-3905

レンブラントプレミアム富士御殿場

れんぶらんとぷれみあむふじごてんば

静岡県御殿場市深沢2571

0550-82-9600

LOQUAT ⻄伊豆

ろくわっとにしいず

静岡県伊豆市土肥３６５

0558-79-3170

炉ばた館

ろばたかん

静岡県賀茂郡松崎町道部58-2炉ばた館

0558-42-3070

ロマンス座カド

ろまんすざかど

静岡県熱海市銀座町8-11

ロングバケーション

ろんぐばけーしょん

静岡県下田市⽩浜2516-3

0558-23-1889

Y`s

わいずあたみんち

静岡県熱海市上多賀１０６５−６０６

080-5007-5109

わきの浜

わきのはま

静岡県伊豆市土肥47

0558-98-0439

和の匠 花暖簾

わのたくみ はなのれん

静岡県伊豆市土肥748

和風ペンション りんうっど

わふうぺんしょん りんうっど

静岡県伊東市宇佐美3243-39

0557-47-6285

和風ペンションタムレ 食事処隠れ家

わふうぺんしょんたむれ しょくじどころかくれが

静岡県下田市吉佐美２８１−２

0558-23-1305

Wan`s Resort 城ケ崎海岸

わんずりぞーとじょうがさきかいがん

静岡県伊東市八幡野1092-2

0557-54-2233

Ataminchi

0557-82-0389

0558-98-0567

