
ご宿泊につきましては、直接宿泊施設にお申し込み下さい。

１、近郊の旅館組合

２、契約先の宿泊施設 　　(ゴルフ場の優待券をお届けしてあります。)

Ｔ Ｅ Ｌ 〒 備　考

東伊豆町 稲取(温泉) 0557-95-3935 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3349-1 常設のパックあり・ゴルフ場グループ会社

稲取(温泉) 0557-95-1234 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1531 南伊豆所在の「季一遊」姉妹館

稲取(温泉) 0557-95-2222 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1050

稲取(温泉) 0557-95-2228 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取平並3066-1

稲取(温泉) 0557-95-2537 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1568

稲取(温泉) 0557-95-2231 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1604-1

稲取(温泉) 0557-95-3911 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1591

熱川(温泉) 0557-23-1133 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本987-1

熱川(温泉) 0557-23-1234 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1248-3

熱川(温泉) 0557-23-2222 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本992-1-2

北川(温泉) 0557-23-1212 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1125-4

北川(温泉) 0557-23-2150 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1127-14

河津町 今井浜(温泉) 　伊豆今井浜東急ホテル 0557-32-0190 413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高今井35-1 東急系列

峰(温泉) 　ホテル四季の蔵 0558-32-1272 413-0511 静岡県賀茂郡河津町峰1169-13

七滝(温泉) 　ＡＭＡＧＩＳＯ/天城荘 0558-35-7711 413-0501 静岡県賀茂郡河津町梨本359

下田市 白浜(温泉) 　下田プリンスホテル 0558-22-8815 415-8525 静岡県下田市白浜1547-1 西武系列

白浜(温泉) 　ホテル伊豆急 0558-22-8815 415-8510 静岡県下田市白浜2732-7 伊豆急系列

鍋田浜 　下田東急ホテル 0558-22-2411 415-8510 静岡県下田市五丁目12-1 東急系列

伊東市 伊豆赤沢温泉郷 　赤沢温泉ホテル 0557-53-5555 413-0233 静岡県伊東市赤沢字浮山163-1 ＤＨＣ系列

赤　沢 　リゾートコテージ ルネッサ赤沢 0557-54-1670 413-0233 静岡県伊東市赤沢1490-5

城ケ崎 　ルネッサ ルネッサ城ケ崎 0557-54-1280 413-0232 静岡県伊東市八幡野1030

富　戸 　エクシブ伊豆 （リゾートトラスト） 0557-51-0001 413-0231 静岡県伊東市富戸1317-5243

熱海市 多　賀 　シーサイド いずたが 0557-67-2671 413-0101 静岡県熱海市多賀12 東京都市町村職員共済組合保養所

提 携 宿 泊 施 設 等 一 覧

　『稲取温泉』あるいは『熱川温泉』に宿泊をご検討の場合、お問合せは旅館組合へ。

　稲 取 温 泉 旅 館 協 同 組 合　 0557-95-2901 https://inatorionsen.or.jp/

　熱 川 温 泉 旅 館 組 合　 0557-23-1505
About Atagawa - 伊豆 熱川温泉旅館協同組合・熱川温泉観光協会【公式】

所　在 施　設　名 住　所 ホームページ

　伊豆稲取スポーツヴィラ www.izu-kamori.jp/sports-villa/

　いなとり荘 https://www.inatoriso.com/etc/

　稲取赤尾ホテル 海諷楼 https://www.akao-hotel.co.jp/index.html/

　伊豆に創癒の隠れ宿 水生の荘 http://www.mibunoshou.jp/

　味の宿 喜 久 多 www.inatori-kikuta.jp/

姉妹館　磯の宿 石 花 海 （セノウミ） https://senoumi.jp/

　石花海別邸 海うさぎ https://inatori-umiusagi.jp/

https://shikinokura.com/pickup/

　ふたりの湯宿 湯花満開（一柳閣） https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/28425/

　熱川プリンスホテル https://www.atagawa-prince.co.jp/facility/index.html#!/

　リゾート＆スパ ホテルカターラ www.katara.co.jp/

　祝いの宿 つるや吉祥亭 https://www.tsuruya-kisshotei.com/

　北川温泉ホテル hokkawaonsen.com/

https://www.tokyuhotels.co.jp/imaihama-h/

https://www.amagisou.jp/

https://www.princehotels.co.jp/shimoda/

https://www.hotel-izukyu.co.jp

https://www.tokyuhotels.co.jp/shimoda-h/

https://www.izuakazawa.jp/

姉妹館・伊豆急系列

https://rt-clubnet.jp/hotels/xiv/izu/restaurant/

東京都市町村職員共済組合保養所シーサイドいずたが／ハローナビしずおか 静岡県観光情報 (hellonavi.jp)

https://www.le-nessa.co.jp/stayplan/
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３、その他の宿泊施設　⓵ 　　(ゴルフ場の優待券をお届けしてあります。)

Ｔ Ｅ Ｌ 〒 備　考

東伊豆町 稲取(温泉) 　稲取 銀水荘 0557-95-2211 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1624-1 西伊豆に姉妹館あり

稲取(温泉) 　食べるお宿 浜の湯 0557-95-2151 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1014-1

稲取(温泉) 　稲取東海ホテル 湯苑 0557-95-2121 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1599-1

稲取(温泉) 　心湯の宿 sazana 0557-95-1122 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1594-1

稲取(温泉) 　伊東園ホテル稲取 0557-95-8500 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1021-24 伊東園ホテルグループ

稲取(温泉) 　磯膳 まえだ苑 0557-95-2106 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1008-1

稲取(温泉) 　旅館 はまべ荘 0557-95-3620 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取373

稲取(温泉) 　糀屋(こうじや)旅館 0557-95-2053 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取375

稲取(温泉) 　地魚料理 大　平　荘 0557-95-2629 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1693-1

稲取(温泉) 　SPA･RESORT 竜宮の使い 0557-95-2577 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

稲取(温泉) 　民宿 かつまる 0557-95-2032 413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取カラ沢台3011-183

稲取(温泉) 　温泉民宿　宝 栄 丸 0557-95-1813 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取965

熱川(温泉) 　伊豆熱川源泉かけ流し　みはるや 0557-23-2170 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本971-1

熱川(温泉) 　奈良偲の里　玉　翠 0557-23-2171 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本39-1 伊豆高原所在の「大室の杜 玉 翠」姉妹館

熱川(温泉) 　熱　川　館 0557-23-2111 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本981-3

熱川(温泉) 　ホテル志なよし 0557-23-2260 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本983-1

熱川(温泉) 　熱川ハイツ 0557-23-2300 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1240-14

熱川(温泉) 　伊東園ホテル熱川 0557-23-2200 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1267-2

熱川(温泉) 　熱川大和館 0557-23-1126 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本992-1

熱川(温泉) 　伊豆ホテル リゾート＆スパ 0557-22-5151 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30

熱川(温泉) 　ホテル セタスロイヤル 0557-23-1111 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本980

熱川(温泉) 　たかみホテル 0557-23-2255 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

熱川(温泉) 　熱川グリーンホテル　粋 光 0557-23-2345 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271

熱川(温泉) 　熱川オーシャンリゾート 0557-22-6200 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本989-1

片瀬(温泉) 　片瀬館 ひいな 0557-23-2323 413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬6-1

片瀬(温泉) 　HOTEL＆RESORT 伊豆の音 0557-23-2201 413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬5-1

片瀬(温泉) 　味湯海亭 福松荘 0557-23-1145 413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬53-1

片瀬(温泉) 　熱川温泉 ブルーオーシャン 0557-23-1121 413-0303 静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬1139

北川(温泉) 　ホテル 望　水 0557-23-1230 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1126-6

北川(温泉) 　星ホテル 0557-22-0555 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1205

北川(温泉) 　汐 見 荘 0557-22-0254 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1061

河津町 今井浜(温泉) 　伊豆今井浜温泉 今井荘 0558-34-1155 413-0503 静岡県賀茂郡河津町見高今井127

今井浜(温泉) 　かね吉 一 燈 庵 0558-32-0345 413-0504 静岡県賀茂郡河津町見高123-5

峰(温泉) 　玉　峰　館 0558-34-2041 413-0512 静岡県賀茂郡河津町峰440

七滝(温泉) 　青木の坂 0558-35-7187 413-0501 静岡県賀茂郡河津町梨本342-1

七滝(温泉) 　七滝温泉ホテル 0558-32-7311 413-0501 静岡県賀茂郡河津町梨本372

谷津(温泉) 　離れ家 石田屋旅館 0558-32-1001 413-0515 静岡県賀茂郡河津町谷津226

浜 　浜辺の旅亭　海　遊　亭 0558-34-1237 413-0513 静岡県賀茂郡河津町浜64-1-1

所　在 施　設　名 住　所

姉妹館

伊東園ホテルグループ



Ｔ Ｅ Ｌ 〒 備　考

下田市 稲　梓 　里山の別邸 下田セントラルホテル 0558-28-1126 413-0711 静岡県下田市相玉133-1 大正製薬系列

稲　梓 　奥伊豆下田 観音温泉 0558-28-1234 413-0712 静岡県下田市横川1092-1

蓮台寺(温泉) 　清　流　荘 0558-22-1361 415-0011 静岡県下田市河内2-2

多々戸浜 　下田大和館 0558-22-1000 415-0028 静岡県下田市吉佐美2048

入田浜 　濤　亭 0558-22-3450 415-0028 静岡県下田市吉佐美348-7

白　浜 　ホテル シーシェル（Ｓｅａ Ｓｈｅｌｌ） 0558-27-0107 415-0012 静岡県下田市白浜1755

白　浜 　ガーデンヴィラ白浜 0558-22-8080 415-0012 静岡県下田市白浜2644-1

碁石が浜 　リブマックスリゾート伊豆下田 0558-25-2222 415-0029 静岡県下田市田牛711-3 伊東市に姉妹館あり

武ヶ浜 　下田伊東園ホテル は な 岬 0558-22-3111 415-0015 静岡県下田市武ガ浜6-12 伊東園ホテルグループ

柿崎（まどが浜） 　下田ベイクロシオ 0558-27-2111 415-0013 静岡県下田市柿崎４-１

柿崎（まどが浜） 　黒船ホテル 089-909-4859 415-8514 静岡県下田市柿崎3-8

柿崎（まどが浜） 　下田オーシャンパークホテル 0558-22-2635 415-0013 静岡県下田市柿崎6-27

柿　崎 　下田ビューホテル 0558-22-6600 415-0013 静岡県下田市柿崎633

柿　崎 　下田聚楽ホテル 0558-22-2230 415-0013 静岡県下田市柿崎21-5

柿　崎 　ホテル山田屋 0558-22-2005 415-0013 静岡県下田市柿崎40-61

伊東市 伊豆高原 　大室の杜　玉　翠 0120-23-2175 413-0232 静岡県伊東市八幡野1357-10 東伊豆町熱川所在の「奈良偲の里 玉 翠」の姉妹館

伊豆高原 　ザ・サロン伊豆 0557-51-2610 413-0232 静岡県伊東市八幡野1253-25

伊豆高原 　ＪＰリゾート伊豆高原 0557-51-4400 413-0232 静岡県伊東市八幡野1104-4 旧 かんぽホテル

伊豆高原 　伊豆高原ホテル 五つ星 0557-53-7000 413-0232 静岡県伊東市八幡野1269-1

伊豆高原 　アンダリゾート 伊豆高原 0120-759-026 413-0232 静岡県伊東市八幡1133 富戸所在の「愛犬お宿－伊豆高原－」姉妹館

伊豆高原 　 Ｗａｎｓ’Ｒｅｓｏｒｔ 城ケ崎海岸 0557-54-2233 413-0233 静岡県伊東市八幡野1092-2

伊豆高原 　リブマックスリゾート伊豆高原 0557-55-0111 413-0232 静岡県伊東市八幡野1220-1

城ケ崎 　リブマックスリゾート 城ケ崎海岸 0557-55-2727 413-0232 静岡県伊東市八幡野1736-5

富　戸 　リブマックスリゾート川奈 0557-33-1616 413-0231 静岡県伊東市富戸三野原1301

富　戸 　ヴィラージュ伊豆高原 0557-51-7355 413-0231 静岡県伊東市富戸1317-8

富　戸 　愛犬お宿　－伊豆高原－ 0120-75-9126 413-0231 静岡県伊東市富戸1038-91 伊豆高原所在の「アンダリゾート伊豆高原」姉妹館

大室高原 　ホテルアンビエント伊豆高原 0557-51-1666 413-0235 静岡県伊東市大室高原3-490

浮山温泉 　坐 漁 荘 0557-53-1170 413-0232 静岡県伊東市八幡野1741

浮山温泉 　伊豆のうみ 0557-54-0120 413-0232 静岡県伊東市八幡野1741-204

南伊豆町 弓ヶ浜温泉 　季一遊(トキイチユウ) 0558-62-5151 415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町弓ヶ浜温泉 東伊豆町稲取所在の「いなとり荘」姉妹館

弓ヶ浜温泉 　壺中の天宿　○文(マルブン) 0558-62-4141 415-0152 静岡県賀茂郡南伊豆町湊1561

下賀茂温泉 　花のおもてなし　南　楽 0558-62-0171 415-0303 静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂030-1

所　在 施　設　名 住　所

大室高原所在の「ホテルアンビエント伊豆高原」姉妹館

姉妹館。下田にも姉妹館あり

伊豆高原所在の「Ｗａｎｓ’Ｒｅｓｏｒｔ 城ケ崎海岸」姉妹館



　　その他の宿泊施設　⓶ 　　(ゴルフ場の優待券をお届けしてあります。)

Ｔ Ｅ Ｌ 〒 住　所 備　考

東伊豆町 稲　取 　エンゼルリゾート伊豆稲取 0557-95-3489 413-0411

熱　川 　ヒルトップ熱川 0557-23-1010 413-0302 外国運輸金融健康保険組合

熱　川 　エリゼ熱川 0557-23-5114 413-0302

熱　川 　シーアイヴィラ熱川 413-0302

熱　川 　熱川京王マンション 0557-23-3556 413-0302

熱　川 　伊豆ヘルスケアマンション 0557-23-0666 413-0302

大　川 　ザ・グランリゾートエレガンテ伊豆 0557-22-0022 413-0301

河津町 峰(温泉) 　河津さくらの里しぶや 0558-32-1019 413-0511 渋谷区保養施設

下　田 吉佐美 　ホテルジャパン下田 0558-23-1111 415-0028

伊東市 富　戸 　ザ・グラン伊豆高原 0557-51-1710 413-0231

東大室 　ソレイユ伊豆 0557-51-5611 413-0231 富士電機企業年金基金保養所

伊豆高原 　サンダンスリゾート伊豆高原　ＡＮＮＥＸ 0557-55-2300 413-0231

伊豆高原 　富士通ヴィラ伊豆高原 0557-51-3100 413-0231 富士通健康保険組合保養所

伊豆高原 　サン･アンド ･サン荘 伊豆高原 0557-55-2001 413-0234 日立物流グループ保養所

伊豆高原 　伊豆 さくら山荘 0557-54-5656 413-0232 神奈川県情報サービス産業健康保険組合保養所

南大室台 　東急バケーションズ伊豆高原 0557-55-3109 413-0234 東急系列

竹の内 　東急ハーベストクラブ伊東 0557-32-0109 414-0027 東急系列

所　在 施　設　名

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1374-1

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3010-71

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1213-95

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1248-1

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1265-11

静岡県伊東市竹の内1-5-14

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1405

静岡県賀茂郡東伊豆町大川145-1

静岡県賀茂郡河津町峰498-1

静岡県下田市吉佐美2131

静岡県伊東市富戸1317-14

静岡県伊東市富戸1007-36

静岡県伊東市富戸字街道下1029-57

静岡県伊東市富戸1029-56

静岡県伊東市池893-76

静岡県伊東市八幡野1264-60

静岡県伊東市池字中野614-91


