
№ 施設名 所在地 電話番号 ＵＲＬ

1 ホテルアソシア静岡 静岡市葵区黒金町56 054-254-4141 https://www.associa.com/sth/access/

2 静岡タウンホテル 静岡市葵区呉服町2-8-8 054-251-3755 https://shizuokatownhotel.com/

3 静岡ユーアイホテル 静岡市葵区両替町2-7-13 054-251-2555 http://www.shizuoka-ui-hotel.com/

4 ビル泊 静岡市葵区紺屋町1-5 協友ビル地下1F 054-292-6800 http://birupaku.jp

5 中島屋グランドホテル 静岡市葵区紺屋町3-10 054-253-1151 http://www.sn-hotels.com

6 ホテルガーデンスクエア静岡 静岡市葵区紺屋町11-1 054-252-6500 https://www.gardensquare.co.jp/

7 くれたけインプレミアム静岡駅前 静岡市葵区栄町1-15 054-252-1111 http://www.kuretake-inn.com/szok/

8 三交イン静岡北口 静岡市葵区常磐町1-6-3 054-251-3535 https://www.sanco-inn.co.jp/shizuoka/

9 静岡北ワシントンホテルプラザ 静岡市葵区七間町11-1 054-221-0111 http://washington.jp/shizuoka/

10 ホテルオーク静岡 静岡市葵区人宿町2-2-5 054-204-0321 https://hotel-oak.com

11 ホテルシティオ静岡 静岡市葵区伝馬町1-2 054-253-1105 https://www.hotelcitio.com/

12 マイホテル竜宮 静岡市葵区伝馬町10-5 054-251-1315 https://myhotelryugu.com/

13 ホテルアーバント静岡 静岡市葵区伝馬町12-5 054-273-1717 http://www.abant.co.jp

14 スマイルホテル静岡 静岡市葵区伝馬町23-5 054-252-8366 https://smile-hotels.com/hotels/show/shizuoka

15 静鉄ホテルプレジオ静岡駅北 静岡市葵区御幸町11-6 054-252-2040 https://www.hotel-prezio.co.jp/ekikita/

16 ビジネスホテル駿府 静岡市葵区鷹匠1-5-10 054-272-5510 http://www.hotelsunp.com/

17 白菊旅館 静岡市葵区鷹匠1-9-4 054-252-2645 http://takajo-shiragiku.com/

18 ホテルドルフ静岡 静岡市葵区鷹匠2-23-6 054-251-5000 http://www.dorf.co.jp/

19 ロイヤルメイフラワー静岡 静岡市葵区末広町103-1 054-271-1171

20 せせらぎの宿　紅竹 静岡市葵区富沢220-1 054-295-3116 https://seseraginoyado-kuretake.jp/
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21 手打ちそば民宿三右ヱ門 静岡市葵区日向718 054-291-2515

22 農家民宿　マルモ農園 静岡市葵区諸子沢594 054-291-2021 http://marumo-farm.jp/

23 リゾートホテル鈴桃 静岡市葵区足久保奥組1188 054-296-4531 http://resort-rindou.jp

24 油山温泉　油山苑 静岡市葵区油山2215-2 054-294-0157 https://yuyamaen.com

25 油山温泉　元湯館 静岡市葵区油山2325-4 054-294-0155 https://www.motoyukan.com

26 こんや銘酒館 静岡市葵区梅ケ島4219-5 054-269-2260 https://konya-meisyukan.com/

27 山の宿・P・くさぎ里 静岡市葵区梅ケ島4797-1 054-269-2263 http://kusagiri.com/

28 湯の島館 静岡市葵区梅ケ島5258-7 054-269-2032 http://yunoshimakan.com/

29 清香旅館 静岡市葵区梅ケ島5258-12 054-269-2048 https://seikou-umegashima.jp

30 民宿　力休 静岡市葵区梅ケ島5258-2 054-269-2317 http://rikyuu.com/

31 旅館　いちかわ 静岡市葵区梅ケ島5258-9 054-269-2157 http://yunoyado.net/

32 梅ヶ島温泉ホテル　梅薫楼 静岡市葵区梅ケ島5258-4 054-269-2331 http://www.baikunro.co.jp

33 梅ヶ島コンヤ温泉　大野木荘 静岡市葵区梅ケ島4269-10 054-269-2224 https://o-nogi.jp

34 民宿　志むら 静岡市葵区梅ケ島3197-2 054-269-2212 http://yunoyado-shimura.net/

35 いにしえの温泉宿　泉屋旅館 静岡市葵区梅ケ島5258-10 054-269-2030 https://izumiyaryokan.blogspot.com/

36 旅館　さつき苑 静岡市葵区梅ケ島5255-9 054-269-2010 http://www.umegasima.com/

37 旅館　よしとみ荘 静岡市葵区梅ケ島5287 054-269-2202 http://yositomi.net

38 大西屋旅館 静岡市葵区井川780-1 054-260-2009
Facebook「大西屋旅館　Onishiya」

Instagram「delicisso_onishiya」

39 民宿ふるさと 静岡市葵区田代678 054-260-2858 http://www2.odn.ne.jp/~cfk15620
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40 南アルプス赤石温泉　白樺荘 静岡市葵区田代1110-5 054-260-2021

41 一棟貸しの宿　日本色 静岡市駿河区用宗2丁目26-8 シーサイドハイツ1F 054-257-5111 http://nihoniro.jp

42 ホテル盛松館 静岡市駿河区稲川1-1-16 054-282-1261 http://www.seishokan.jp/

43 花月旅館 静岡市駿河区稲川1-5-2 054-281-0034

44 HOTEL CAPSULE INN SHIZUOKA 静岡市駿河区南町2-24 054-284-5551 https://capsuleinn-shizuoka.jp/

45 サンパレスホテル 静岡市駿河区南町11-29 054-282-2277 http://www.sunpalace-h.jp/

46 静岡ホテルプレジオ静岡駅南 静岡市駿河区南町13-21 054-202-5000 http://www.hotel-prezio.co.jp/ekinan/

47 ホテルセンチュリー静岡 静岡市駿河区南町18-1 054-284-0111 https://www.centuryshizuoka.co.jp

48 サイホテル 静岡市駿河区森下町1-40 054-281-4981

49 静岡第一ホテル 静岡市駿河区泉町1-21 054-281-2131 http://www.shizuoka-daiichi.co.jp/index.html

50 東横INN　静岡駅南口 静岡市駿河区泉町3-24 054-654-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00290/

51 ハイセットホテル静岡インター 静岡市駿河区中村町322-1 054-283-3321 https://high-set-hotel.com

52 時之栖　松之湯 静岡市駿河区曲金5丁目5-1 054-287-1126 http://www.tokinosumika.com/matsunoyu/

53 静岡ホテル時之栖 静岡市駿河区曲金6丁目1-54 054-285-0001 http://www.tokinosumika.com/stokinosumika/

54 静岡ホテル時之栖　別館 静岡市駿河区曲金6丁目1-46 054-285-0001 http://www.tokinosumika.com/stokinosumika/

55 とろろ汁・お宿　若松 静岡市駿河区丸子3375-1 054-259-1366

56 清水シティホテル 静岡市清水区真砂町2-2 054-366-2266 http://www.shimizu-city-hotel.com

57 ホテルクエスト清水 静岡市清水区真砂町3-27 054-366-7101 https://hotelquest.co.jp/

58 東横INN　静岡清水駅前 静岡市清水区本郷町1-27 054-361-1045 https://www.toyoko-inn.com

59 ゲストハウス　テッセン 静岡市清水区入江3丁目8-16 080-3389-3301 https://tessen-guesthouse.com/
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60 三園旅館 静岡市清水区二の丸町6-31 054-364-2525 https://misonoryokan.jp/

61 日本平ホテル 静岡市清水区馬走1500-2 054-335-1131 https://www.ndhl.jp

62 ベイホテル入船館 静岡市清水区袖師町1477-1 054-361-3000 http://www.irifunekan.com

63 ホテルルートイン清水インター 静岡市清水区八坂東1-20-20 050-5847-7401 https://www.route-inn.co.jp/

64 旅館　日本閣 静岡市清水区船越南町267-1 054-353-2628 http://www.nihonkaku.com/

65 旅館　福住 静岡市清水区江尻町6-1 054-366-0661 http://yado-fukuzumi.com/

66 キヨナミホテル 静岡市清水区江尻東3-1-14 054-364-0274 http://kiyonami-hotel.jp/

67 羽衣ホテル 静岡市清水区三保1282-1 054-334-1234 https://hagoromo-hotel.co.jp/

68 三保園ホテル 静岡市清水区三保2108 054-334-0111 http://www.mihoen.jp

69 民宿　潮 静岡市清水区三保2718-6 054-334-8561 http://www.ushio-miho.jp/

70 旅館　伯梁 静岡市清水区三保2993-5 054-334-0105 http://s-hakuryo.com/

71 岡屋旅館 静岡市清水区興津本町6 054-369-0018 http://okaya18.net/

72 興津温泉 静岡市清水区興津中町1432 054-369-0542 http://www4.tokai.or.jp/okitsuonsen/

73 旅館　松寿 静岡市清水区興津中町1219 054-369-0655 https://syoujyu.jimdofree.com/

74 クア・アンド・ホテル　駿河健康ランド 静岡市清水区興津東町1234 054-369-6111 https://www.kur-hotel.co.jp/

75 農家民宿　ぬくもり園ゆるり 静岡市清水区小河内2758 054-393-2326 https://nukumorien.i-ra.jp

76 割烹旅館　西山 静岡市清水区由比町屋原608 054-375-3055 http://www.sakuraebi.jp/

77 BACKPACKERS HOSTEL 燕之宿 静岡市清水区蒲原3丁目19-27 054-340-5240

78 素空庵（そくうあん） 静岡市清水区蒲原堰沢372-2 090-8335-8721 https://www.soku-an.com/
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