
THE RYOKAN TOKYO
㉙

MAP湯河原町宮上742

0465-63-3498
日本の旅館…が楽しい！

わくわく楽しい日本文化が楽しめます。      
必要なサービスをお客様自身でカスタ
マイズできるのでコスパが抜群！     
施設内は、レストラン・バーが併設されて
いて宿泊しなくても利用可能 ！  コスプレ
ルームもあり楽しく異文化交流もできる！

イチオシpoint！

当日予約
OK

素泊まり
OK

23時
まで受付

コインランドリー、シャワールーム、食堂等目的
に合わせた使い方ができる。源泉かけ流し温泉。

大滝ホテル
Yugawara 
 hot springs 

㉘MAP

0465-62-7111
湯河原町宮上750-1

イチオシpoint！

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン

1人 7,236円～
            

当日予約
OK

㉗MAP

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン

平日 8,790円(税込)
            0465-62-6353

湯河原町鍛冶屋771
イチオシpoint！
山と緑の中、輝く
海を見降ろしのん
びり優雅に朝食！

当日予約
OK

素泊まり
OK

19時
まで受付

20時
まで受付

美味しいハワイのコ
ナ珈琲とアメリカン
ブレックファースト

Ootaki  Hotel

ゆっくりして頂くた
めチェックアウトを
10時半まで延長！

350m地下から汲み
上げた高温良質の源
泉をたっぷり堪能！

YUGAWARA

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 3,770円～（税込・入湯税別途）
（平日ドミトリーおひとり様）
朝食は、おにぎり、手作り湯葉豆
腐、石焼混ぜごはんの3種類から。

マンダリン ハウス
Mandarin House

ベリーズファクトリー

photo 飛田  貴宣
イラスト イラストレーター サトコ
英文      SmileSmith
協力      湯河原の歩き方
印刷      タケダ印刷 

（ツイン）
（税込）

制作
発行



17:00～22:00 定休月曜

自家製の塩と高速チタンバーナーで焼く焼き
鳥の専門店。鳥は水郷赤鶏を使用。
特に白レバー、ハツ、つくね、鳥助オリジナル
のタタキはテッパン！釜めし900円～も大人気
で食事も楽しめる。
This yakitori bar specializes in red chicken 
grills. The chicken sashimi is worth a try. 
Avg. budget ￥3,000

湯河原町宮上292-8 3台

11:30～20:00 定休月曜

地元で愛され続けて42年。自慢のメニューはた
くさんある中でもサンマーメンとチャーハン！横
浜で本場サンマーメンを学んだオーナーが作る
本物の味。野菜た～っぷり旨みたっぷりの餡は
最後まで熱々美味！

湯河原町宮上453 

定休火曜

closed Mon

closed Tues

closed Mon

お勧めの逸品！
このチャーハンのため
に遠方から食べに来る！
という一皿700円.角切り
チャーシューと玉子、ネ
ギの絶妙ハーモニー！

11:00 ～ 14:30
17:00 ～ 21:00

親子２代がカウンターで握り、女将が接客する
人柄が自慢のあったかいお鮨屋さん。分厚い
ネタでボリューム満点！朝一番で仕入れた美味
しいネタが揃う。写真右の地魚にぎり（2000円）
は獲れたて旬のおすすめ地魚が味わえます。
穴子丼もお勧め！
Serves freshly caught fish from the local 
market. The jizakana-nigiri is recommended. 
Avg. budget￥2,500

お勧めの逸品！
並ちらし（お吸い物付）
1300円（税込）朝一番で仕
入れた美味しいネタで
ボリュームも満点！
大将の魚の絵も必見！

湯河原町宮上254-35 4台

お勧めの逸品！
鶏好きにはたまらない
鳥助のたたき600円。
自家製のポン酢との相
性抜群！手作り豆腐も外
せない逸品！

光 玉KOUGYOKU

℡ 0465-63-5744
MAP

①

18:00～24:00
closed Sun 

月曜祝日時は日曜営業翌休
定休日曜

湯河原の歴史ある温泉旅館に囲まれた小さ
なダイニングバー。ゆで上げパスタに種類豊
富な手作りピザ、熱々グラタンなど大人の雰
囲気で味わえます。オーナー自慢のイタリア
産ワインと共に楽しんで…。
This dining bar offers a Western menu, 
including handmade pizza with various 
toppings.   Avg. budget ￥3,000

湯河原町宮上535 3台

チャーリーズ
Dinning Bar Charly’s

℡0465-63-3056
MAP

④
鮨 秀 SUSHIHIDE

℡ 0465-63-1838
MAP

②

鳥 助TORISUKE

℡0465-62-4729
MAP

③ 席数9・予算1000円

席数19・予算2500円

席数35・予算3000円

席数18・予算3000円

お勧めの逸品！
写真上 茄子とバジルの
トマトソーススパゲティ
1130円（税込）。写真右は
13種類の中で人気の定
番ミックスピザ。

A Chinese restaurant popular for sanma-men, 
a ramen in thick soy sauce-based soup. 
Avg. budget ￥1,000

3台



11:30～14:00(L.O.)
18:00～20:30(L.O.) 定休水曜

地の素材を活かし”湯河原の旬をとじ込めた一
皿一皿”にこだわるフレンチのお店。
窓いっぱいに広がる竹林を眺めながら、素材と
技法と美味しいソースを味わてください。ディナ
ーコースは5500円（税別）～。ランチコースは
3500円（税別）～。予約がおすすめ！
Surrounded by a bamboo grove, a modern 
French restaurant with a hint of Japanese 
cuisine.  Avg. budget ￥6,000

湯河原町宮上744-49 12台

11:00～16:00
18:00～20:00 定休火曜

オムライス３兄弟、パスタ３姉妹に鉄板焼きチ
ャーハンが人気のお店。
写真右の鉄板焼きチャーハンはテーブルで玉子
がちょうど食べごろに仕上がるお楽しみ付き！ 
1000円。
A casual restaurant specializing in omu-rice, 
flavored fried rice wrapped in omelet. 
Avg. budget  

湯河原町宮上504 

定休火曜

closed Tues

closed Tues

closed Wed

7台

11:00 ～ 14:00(L.O.)
17:30 ～ 20:30(L.O.)

湯河原の夜景と街並みを一望しながら落ち着い
てゆったり食事を楽しみたいならここ！
店主自慢のアンティークコレクションも楽しめま
す。写真右は牛肉のカルパッチョ1050円（税込）。
季節にあったメニューを味わう楽しみをぜひ！
An excellent view overlooks the town. The 
diced beef steak with flavored rice is popu-
lar.  Avg.budget ￥2,000

最終週火・水

席数18・平均予算1300円
岩本屋

0465-62-2171℡
MAP喫茶

IWAMOTOYA

⑤

エフェメラ
cafe EPHEMERA

℡ 0465-62-0004
MAP

⑥

お勧めの逸品！
３兄弟の１番人気！次男
シーフードオムライス。海
老ピラフにトマトクリー
ムの相性抜群！自慢の昔
コレクションも必見→。

カフェ
席数26・平均予算2000円

熱海市泉109-22 11台お勧めの逸品！
サイコロステーキガー
リックライスはブイヨン
で炊き上げたライスにカ
リッと香ばしいステーキ
をオン。熱々を召上がれ！

エルルカンビス
℡ 0465-62-3633

HERLEQUIN×BIS
MAP

⑦ 席数36・平均予算6000円

お勧めの逸品！
コース全て終えて珈琲・
紅茶に必ず添えられる
伊東シェフオリジナル
「ブラジルプリン」。濃厚
な贅沢をぜひ味わって！

 BAR THE KING
0465-62-3600℡

MAP

⑧

19:30～24:00

closed Wed ＆ Sun 

定休水曜・日曜

大人の夜を過ごしたいならここ！オーナーが自ら
買い付けたアンティークが揃う店内は落ち着い
たロンドンのパブ。カクテルはすべて絞りたてフ
レッシュフルーツというこだわり。写真はアイリッ
シュコーヒー1500円（税込）”樽生ギネス”も飲め
ます！
A British-style pub. Uses freshly-squeezed 
fruit juice for all cocktails. 

お勧めの逸品！
写真上のアイリッシュ
コーヒーは80年前のアル
コールランプで作る香り
高いカクテル。ノンアル
コールカクテルもフレッ
シュフルーツ使用！

湯河原町土肥3-9-24

カウンター8、ガーデン16席・予算3000円

￥1,300

Avg. budget ￥3,000



11:30～13:30(L.O.)
18:00～21:00(L.O.) 定休水曜

Offers Japanese dishes with the seasons’ 
best ingredients and a remarkable sake 
collec�on.  Avg. budget  ￥5,000

湯河原町宮上232-4 4台

18:00～24:00
15:00～23:00 定休火曜

湯河原駅正面の階段を下りて徒歩2分！楽しく飲
んで美味しく満腹に食べた～いと思ったらここ！
写真のエビマヨにサラダはこれで一人前！ハー
フサイズからオーダーできます！OPEN～20時ま
での間はアルコール類は１００円引
An izakaya bar, close to Yugawara sta�on. 
The fried half-chicken is a local favorite. 
Avg. budget  ￥3,000

湯河原町土肥1-11-8 

定休水曜

closed Tuesclosed Wed

11:00 ～ 13:30(L.O.)
17:30 ～ 21:30(L.O.)

湯河原で唯一、七輪で焼く炭火焼き肉店。あえて
産地銘柄にはこだわらず、その時一番良い品質の
和牛・国産牛を中心に仕入れるのがこだわり！有
名店で長年修行した経験を元にオリジナリティあ
ふれる韓国料理も充実。美味しい手作りタレで！

This charcoal grill yakiniku restaurant offers 
the best meat available from the market. 
Avg. budget  ￥4,000

平日・土
          日

席数31・平均予算3000円
居酒屋 開  く
0465-43-7707℡

MAP
HIRAKU

⑨

ASHIDAYA
℡ 0465-62-2320

MAP

⑩

炭火焼肉

席数28・平均予算4000円

湯河原町土肥4-8-14 20台

一二一
℡ 0465-57-1045

ICHI NI ICHI
MAP

⑪ 席数18・平均予算5000円

0465-63-6363℡
MAP

⑫

11:30～13:45(L.O.)
18:00～21:00(L.O.)

closed Mon

定休月曜

湯河原町土肥1-5-15

席数22・平均予算7000円

お勧めの逸品！
大人気 ”鳥半身揚げ ”
1100円（税込）はパリッと
ジューシーで大満足の一
皿。焼酎・カクテルの種類
も豊富でノンアルコール
ワインもあり！

お勧めの逸品！
ランチに食べられる日替
わり定食も人気！
写真はハンバーグ定食
ドリンク付１１００円（税
別）。

ランチ水・木休

ゆがわら

お勧めの逸品！
絶品お寿司もあります!
※要予約
コースもご要望により
対応しますのでお電話
にてご相談ください。
コース5,000円～。

割烹  し ら こ
SHIRAKO

臨時休業あり

ミシュランガイド1つ星（2015年時点）に輝く和食
の名店。その時々で最も美味しい産地を厳選。鮮
魚は漁港から即便で仕入れ鮮度抜群！お米、野
菜は契約農家から。こだわりの食材を四季折々
の味で堪能できます。コース5000円～。予約がお
勧め！

3台

季節の一番おいしい食材を一番おいしい産
地から取り寄せ素材を活かした料理に…。
お酒に合う旬を感じる和食ならではの季節を
味わってください。
もちろん、おいしい日本酒もその時季のもの
を取り揃えています。

お勧めの逸品！
「季節のおすすめ」
fbページとHP「しらこ」で
check！写真は松茸ご飯。
2人前～で3500円。
HP「今月のおすすめ」に
旬の美味しい情報あり。

One starred by the Michelin Guidebook, this 
Japanese restaurant serves the choicest fish. 
Avg. budget  ￥7,000

closed Wed (D) / 
Wed & Thurs (L)



11:30～14:00
17:00～21:00(L.O.) 定休木曜

A teppanyaki　(Japanese-style steak) 
restaurant. Sirloin aged beef steak is its 
specialty.   Avg. budget  ￥4,000

湯河原町中央2-2-3 3台

16:00～25:00 定休火・第3水曜

湯河原で長年愛され続けている「マリン馬」の
オーナーシェフがOPENしたビストロ。厳選した
美味しいステーキが自慢。仕入れた肉質で塩の
振り方まで変えているこだわりが光る。酒類も種
類が豊富。写真はポークステーキ1200円（税込）。
Serves Western dishes, including beef and 
pork steaks. It has wide selection of alcohol. 
Avg. budgeta  ￥5,000

湯河原町土肥2-9-1

定休月曜
closed Mon

closed Thurs

1968年創業。愛され続けている湯河原の老舗名
店。ピザ、パスタ、ステーキなどの洋食を中心に、
世界のビールが常時70本以上、ワインやさまざま
なアルコールが堪能できます。人気のピッツアは
ＳＭＬがあり18種類あるトッピングでお好みに！
This Western cuisine restaurant offers over 
70 kinds of beer from all over the world. 
Avg. budget  ￥3,000

COW BELL
0465-63-0141℡

MAP

⑬

マリン馬
℡ 0465-62-5279

MAP

⑭

Pizza＆Beer MARINBA

席数28・平均予算3000円

湯河原町土肥1-15-6 有

亜 伊 由
℡ 0465-63-2105

Steakhouse AIYU 
MAP

⑮ 席数30・平均予算4000円

0465-20-8556 ℡
MAP

⑯

11:30～14:30(L.O.)
17:30～20:30(L.O.)

closed Wed

定休水曜

A Mediterranean cuisine restaurant with 
freshly caught local fish and vegetables.

真鶴町真鶴1027 

席数28・平均予算2800円
honohono
Restaurant

第2第4火曜

真鶴漁港の目の前に2016年7月OPEN！
漁師さん直送の地魚・真鶴の農園野菜…自然豊
かな真鶴半島の恵みをフルに活かした品々。
ワインの品揃えも豊富。ソムリエのスタッフにお
すすめを相談してみては？

4台

鉄板を使い目の前で焼かれるエイジングビー
フや和牛はもう待ちきれません！写真下のA5
ランク黒毛和牛セットは…なんと…１００g
３５００円！!熟成牛と黒毛和牛の柔らか
ジューシーなステーキをぜひ味わって！

Bistro
席数24・平均予算5000円

お勧めの逸品！
和牛サイコロステーキ
200g3000円（税込）
エビやタコのアヒージョ
もぜひ。入口のボードで
お勧めをチェック！

3台

17:00～25:30(L.O.)
17:00～  11:30(L.O.)

closed Tues＆ 3rd Wed

お勧めの逸品！
シーザーサラダ1050円
（税抜）。サラダの種類も
多く、桃とモッツアレラや
魚介、スモークサーモン
等わいわい皆でシェア！

火～土
日

お勧めの逸品！
honohono名物新鮮魚介
のブイヤベース1680円。
たっぷりの魚介を堪能し
たら、残したスープでリ
ゾットにするのも◎！
(＋300円)

お勧めの逸品！
熟成牛のロースステー
キセット100g1000円
～。（写真上）お米は玄
米を自家精米し玉子も
こだわりの赤玉子を使
用！

Avg. budget  ￥2,800



※宿プラン料金は入湯税150円別になっています。



③

ホテル東横 ㉕
MAP熱海市泉226-70

0465-62-4141
YUGAWARA  RYOKAN  TOYOKO

百景満天の湯めぐり宿
自家源泉を持つ自慢のお風呂は、山の緑
に包まれながらのんびり浸る「百景の湯」、
景色を楽しむ深さ110㎝の立ち湯「満天の
湯」、ロマンチックな貸切露天「天翔の湯」
が楽しめるお風呂好きにおすすめの宿。

朝食は和定食と、大好評の新鮮野菜
た～っぷりサラダバー付きで！

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン（会場食）
平日 12,960円～（税込）
             （平日2名1室利用時おひとり様）

イチオシpoint！
ライブキッチン（会場食）での朝食サラダバーは
料理長自慢の柑橘胡椒ドレッシングが絶品！

当日予約
OK

素泊まり
OK

20時
まで受付 川堰苑いすゞ

YUGAWARAONSEN KAWASEGIEN ISUZU HOTEL

㉓
MAP熱海市泉266

0465-62-511117時
まで受付

当日予約
OK

素泊まり
OK

イチオシpoint！

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 10,800円～（税込）
            （大人4名様ご利用時おひとり様）

料亭のおもてなしが味わえる宿
4名以上で申し込むと夕朝食とも館内の
料亭「嵯峨乃亭」で優雅な会食ができま
す。調理場から湯気の上がる出来立てが
運ばれてくる醍醐味…そんな旅先の贅沢
が叶う宿です。

旬の会席、季節の素材をあしらったおもてなしの
宿。豪華で優雅なおもてなし朝食が味わえます。

古きよき温泉情緒が味わえる宿

YUGAWARA  OHNOYA  RYOKAN 

ゆがわら大野屋旅館 ㉔
MAP熱海市泉231

0465-62-611117時
まで受付

当日予約
OK

箱根連山を間近に望む露天風呂が楽し
める。源泉の温度はなんと8４℃。
良質な温泉を贅沢にかけ流しにした6つ
の湯めぐりが楽しめます。翌朝は緑豊か
な景色とともにお部屋でゆっくり朝食…。

イチオシpoint！
不動滝付近にある湯河原でも有数の高温・高泉質
な自家源泉が自慢の宿です。

ニューウエルシティー湯河原
NEW WELCITY YUGAWARA 

㉖
MAP熱海市泉107

0465-63-3721当日予約
OK

18時
まで受付

美肌の湯！日帰り施設大充実！
万葉の時代より愛されてきた名湯「いずみ
の湯」。無色・透明・無臭の美肌の湯です。
朝食は施設内レストランでバイキング。朝7
時～9時まで。部屋タイプは和室、洋室（TW
・S）などより選べます。

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 11,382円～（税込）
       （大人2名様ご利用時おひとり様）

イチオシpoint！

湯河原駅発 10:30 11時～17時の時間帯は毎時
15分発（13時～16時台は毎時45分発を増発）

無料シャトルバス

※画像はイメージ

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 14,040円～（税込）
     （平日2名1室利用時おひとり様）

チェックイン18時～21時まで。
特典が付くので公式HPから予約を！

由緒ある温泉でゆっくり！翌朝豊富なバイキ
ング料理を堪能！

※繁忙期を除く

朝食の卵は、だし巻玉子か温泉卵が
お好みで選べます。

客室一例



温泉旅館 水 月 ⑰
MAP湯河原町土肥2-9-24

0465-63-2525
RYOKAN  SUIGETSU

駅からすぐ！源泉かけ流し宿
 駅からたった5分ですぐに源泉かけ流しの
温泉大満喫！温泉好きにはたまりません。
海へ10分、コンビニも近い…ビジネスもレ
ジャーも利便度抜群！サークル、ゼミ、合宿、
会社の旅行など貸切大歓迎。玄関入るとす
ぐの昭和レトロコレクションは必見！ 

旅館グリーン荘
RYOKAN  GREENSOU

⑳MAP

0465-62-3584
湯河原町宮上234 イチオシpoint！

イチオシpoint！
温泉はかけ流しで
一晩中入浴OK!
check in最終22時。

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 6,480円(税込)
            

当日予約
OK

素泊まり
OK

21時
まで受付

当日予約
OK

素泊まり
OK

加水・加温は一切していません！100％天然温泉
が自慢の宿です！

旅館   天 作
RYOKAN  TENSAKU

⑱
MAP湯河原町宮上763

0465-62-3147
当日予約
OK

素泊まり
OK

21時
まで受付

温泉情緒と自然に囲まれた隠れ宿
泉質と食事が自慢のこじんまり落ち着いた
おもてなしの宿。お風呂に入るとお肌ツル
ツルがすぐに実感できます！食事はゆった
り部屋食で。チェックインから翌朝9時半ま
で時間を気にせず大浴場に入れる。
日帰り入浴は640円と嬉しい価格！

イチオシpoint！
湯河原の自然に囲まれのんびりゆったり朝食を…。

ホテル あ か ね
HOTEL  AKANE

⑲MAP

ペンション は な
PENSION HANA

㉒MAP
旅館 な わ 井
RYOKAN  NAWAI

㉑MAP

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 8,400円～（税込）
            0465-63-2255

湯河原町宮下705
イチオシpoint！
高台にあり湯河原
随一の眺望自慢！
海を見ながら入浴。

当日予約
OK

素泊まり
OK

0465-62-3422
湯河原町吉浜649-1

イチオシpoint！
相模湾の絶景と…
湯河原では数少な
い波音が聴こえる宿

当日予約
OK

22:30
まで受付

素泊まり
OK

0465-62-3118
湯河原町宮上148

イチオシpoint！
かけ流しのお風呂
が貸切りでゆった
り堪能できます！

当日予約
OK

素泊まり
OK

20時
まで受付

21時
まで受付

20時
まで受付

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
2名1室 5,800円～（税込）
            

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 6,000円～（税込）
            

地元水産会社加工
の絶品アジの開きを
熱々で !

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 8,500円～（税込）

※2食付は当日16時まで受け付け。
※時期により値段が変わります。

おすすめプラン
朝食付き宿泊プラン
平日 7,560円～（税込）
（平日2名1室利用時おひとり様）

お客様が席にお着き
になってから玉子を焼
きます。熱々をどうぞ

朝食はお部屋での
んびり、お召し上が
りください。

朝食はお部屋でゆったり！

コンビニ徒歩1分！宿周辺に飲食店多数！

※2食付は当日16時まで受け付け。

朝食はお部屋で鯵
の干物を。朝風呂は
10時までOK！


