
検索マップ⇒

※ 宿泊施設は省略
№ 区 分 施 設 名 電話（0465-） 住  所
1 居酒屋 魚民 湯河原駅前店 63-6288 湯河原町土肥1-4-11
2 居酒屋 さかなや道場 湯河原店 60-0270 湯河原町土肥1-4-12
3 衣料品 ベア 63-3930 湯河原町土肥2-1-1
4 飲食 カフェレストラン宮上倶楽部 46-6310 湯河原町宮上750-1
5 飲食 炉端焼き 東里 63-5766 湯河原町宮上732-32
6 飲食 喫茶 岩本屋 62-2171 湯河原町宮上504-1
7 飲食 富士屋旅館内 割烹料理 瓢六亭 46-6091 湯河原町宮上557
8 飲食 RESTAURANT 圓 62-0068 静岡県熱海市泉7
9 飲食 Café & Bar Bon 63-1839 静岡県熱海市泉35
10 飲食 いろは 62-3937 湯河原町宮上453
11 飲食 食堂 やまき 62-2852 湯河原町宮上454
12 飲食 鮨秀 63-1838 湯河原町宮上454-35
13 飲食 ﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝ calanques 42-9360 湯河原町宮上374-1
14 飲食 中華 かしょう 62-5015 湯河原町宮上222
15 飲食 ワインバー よるのあじと 57-1045 湯河原町宮上23-4
16 飲食 魚料理 うおたつ 62-3113 湯河原町宮上73-1
17 飲食 沖水産 炭火焼小屋 63-9526 湯河原町土肥5-12-4
18 飲食 lunch itta 62-4493 静岡県熱海市泉99-1
19 飲食 ティースタンド サ行 080-4919-3829 湯河原町土肥1-16-6
20 飲食 バーレストラン マリン馬 62-5279 湯河原町土肥1-15-6
21 飲食 ウエスト 本店 63-1860 湯河原町宮下29-3
22 飲食 らーめんの一番亭 湯河原店 62-4339 湯河原町宮下29
23 飲食 ウエスト 駅前ロータリー店 63-6238 湯河原町宮下670
24 飲食 一福庵 62-3105 湯河原町土肥1-3-7
25 飲食 デニーズ 湯河原店 63-8101 湯河原町土肥1-4-14
26 飲食 アメリカンクラブハウス 62-8300 湯河原町土肥1-10-3
27 飲食 Café & Salon OAZO 20-4757 湯河原町土肥1-8-6
28 飲食 BISTROT Nemo. 46-9535 湯河原町土肥4-2-16
29 飲食 中華料理 紅龍坊 62-8260 湯河原町土肥3-8-10
30 飲食 BAR THE KING 62-3600 湯河原町土肥3-9-24
31 飲食 お食事 はま源 63-4622 湯河原町門川231-1
32 飲食 焼肉 京城苑 湯河原店 62-8091 湯河原町土肥2-7-9
33 飲食 しあわせ中華そば食堂にこり 60-3788 湯河原町土肥2-3-16
34 飲食 ステーキハウス 亜伊由 63-2105 湯河原町中央2-2-3
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35 飲食 和食 恵比寿茶屋 60-3773 湯河原町中央16-1627-15
36 飲食 ココス 湯河原店 60-0161 湯河原町中央1-1617-54
37 飲食 かに･鰻料理 京家 43-8108 湯河原町中央1-1617-13
38 飲食 伊豆の回転寿司 花まる銀彩 60-3870 湯河原町中央1-1572-62
39 飲食 西洋料理箱 魯風人(ﾛﾌﾄ) 湯河原店 62-6217 湯河原町吉浜1089
40 運送 ヤマト運輸 湯河原センター 0570-200-000 湯河原町土肥4-10-2
41 お茶販売 みよし園 茶店 62-2746 湯河原町宮上452-1
42 お茶販売 茶舗名取園 62-7324 湯河原町中央2-6-2
43 お茶販売 茶千 62-8901 湯河原町中央2-18-18
44 家具 KIWAMI SOFA SHOP 湯河原 46-8578 湯河原町宮上357-3
45 家電 ノジマ 湯河原店 64-1688 湯河原町中央1-1617-54
46 家電 ヤマダデンキテックランド 60-3800 湯河原町吉浜1576-47
47 ｷｯﾁﾝｶｰ カフェ ラシク 080-1229-1307 湯河原町吉浜1120-1
48 靴 ナイトー靴店 62-2256 湯河原町宮下29
49 芸妓 湯河原芸妓屋組合 62-4111 湯河原町宮上458
50 化粧品 cosmetic KATORI 62-9660 湯河原町宮下32-5
51 化粧品 ケンコートライ 63-6843 湯河原町中央2-15-8
52 呉服 KIMONO SUZUKI 62-3559 湯河原町宮上459-27
53 米 杉山米店 62-4446 湯河原町宮上83-5
54 コンビニ コミュニティストア むろさだ 62-2016 湯河原町宮上469
55 コンビニ ローソン 湯河原宮上店 63-8058 湯河原町宮上367-1
56 コンビニ セブンイレブン 湯河原宮上店 63-3388 湯河原町宮上78-1
57 コンビニ ファミリーマート 湯河原土肥五丁目 60-2221 湯河原町土肥5-8-17
58 コンビニ セブンイレブン 土肥５丁目店 62-2711 湯河原町土肥5-19-6
59 コンビニ ローソン 湯河原町土肥店 60-3552 湯河原町土肥5-2-37
60 コンビニ NewDays 60-3588 湯河原町宮下670
61 コンビニ ローソン 湯河原城堀店 60-2850 湯河原町城堀210-1
62 コンビニ セブンイレブン 湯河原城堀店 62-1919 湯河原町城堀62-4
63 コンビニ セブンイレブン 湯河原ｻﾝｻﾝ通り店 62-3322 湯河原町土肥4-3-5
64 コンビニ ローソン 湯河原中央一丁目店 63-4413 湯河原町中央1-25-4
65 コンビニ セブンイレブン 湯河原鍛冶屋店 63-3453 湯河原町鍛冶屋394-3
66 出張撮影 フォトオフィス ルミエ 080-6638-4900 湯河原町宮上244
67 酒類 灘屋（なだや） 63-2011 湯河原町宮上475-7
68 酒類 マインマート 湯河原駅前店 62-3665 湯河原町土肥1-9-16
69 酒類 八亀商店 62-3747 湯河原町土肥1-4-8
70 酒類 Cave de plaisir 63-7744 湯河原町土肥4-2-19
71 書店 好文の木 46-6055 湯河原町土肥5-18-29
72 紳士服 コナカ 湯河原店 60-0650 湯河原町中央1-1617-54
73 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ Aコープ ゆがわら店 63-3751 湯河原町土肥5-7-1



74 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ マックスバリュ 湯河原店 63-6166 湯河原町中央1-21-1
75 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ファインズ 63-5105 湯河原町中央5-11-5
76 生花 カワシマ生花店 64-1313 湯河原町宮上288-1
77 精肉 青木精肉店 62-3501 湯河原町宮上247-16
78 鮮魚 蒲寅 62-2876 湯河原町宮上366-8
79 鮮魚 魚辰 62-2221 湯河原町宮上51-2
80 鮮魚 ほまれ 62-2976 湯河原町土肥5-12-2
81 鮮魚 魚増商店 62-3011 湯河原町中央5-1600
82 鮮魚・飲食 松井魚店 62-3025 湯河原町宮下43-7
83 せんべい 塩瀬総本店 62-2712 湯河原町宮上452
84 せんべい ㈲亜細亜（雷神堂） 60-2022 湯河原町門川497-29
85 体験 do陶芸館 60-3205 湯河原町宮上42
86 体験 オレンジラインパターゴルフ場 63-7710 湯河原町宮下757
87 体験 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛｼｮｯﾌﾟ SEA HEAT 55-8329 湯河原町土肥2-14-13
88 体験 香水作り ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽﾉｰﾄ 63-6789 湯河原町門川42-23
89 体験 型染工房たかだ 62-8020 湯河原町吉浜1902-36
90 体験 体験陶芸ごえんず 87-5939 湯河原町吉浜1847-40
91 体験 だいびんぐしょっぷ海家 68-2900 真鶴町岩953
92 タクシー 伊豆箱根タクシー 62-2545 湯河原町宮上366-1
93 タクシー 湯河原タクシー 62-3718 湯河原町宮上11
94 タクシー 真鶴タクシー 64-0221 湯河原町福浦302-18
95 漬物 中村漬物店 62-3844 湯河原町中央1-1638-1
96 豆腐 十二庵 43-7750 湯河原町宮上42-17
97 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ｸﾘｴｲﾄｴｽﾃﾞｨｰ 湯河原宮上店 60-3105 湯河原町土肥6-10-2
98 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ウエルシア 湯河原店 60-1889 湯河原町宮土肥5-8-2
99 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ｸﾘｴｲﾄｴｽﾃﾞｨｰ 湯河原土肥店 60-3320 湯河原町土肥3-5-10
100 ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱ ｸﾘｴｲﾄｴｽﾃﾞｨｰ ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ湯河原店 60-0050 湯河原町中央1-1617-54
101 日用品 ケージーアウトレットショップ 60-0070 湯河原町中央1-10-12
102 燃料 湯河原燃料企業組合（Shell石油） 63-4131 湯河原町宮上348
103 燃料 エナジーデポ中条（コスモ石油） 62-2077 湯河原町土肥6-8-7
104 燃料 セルフ湯河原SS（出光石油） 63-2677 湯河原町中央1-18-1
105 バス 箱根登山バス 62-2776 湯河原町城堀12-1
106 バス 伊豆箱根バス 62-2555 湯河原町宮下661
107 パン フォーシーズン ベーカリー 60-3140 湯河原町土肥1-9-24
108 パン ブレッド＆サーカス 62-6789 湯河原町土肥4-2-16
109 日帰り温泉 こごめの湯 63-6944 湯河原町宮上562-6
110 美術館 町立湯河原美術館 63-7788 湯河原町宮上623-1
111 美術館 人間国宝美術館 62-2112 湯河原町中央3-16-1
112 美術館 MOA美術館 0557-84-2511 静岡県熱海市桃山町26-2



113 ひもの 干物専門店 魚判 62-2223 湯河原町宮上458
114 ひもの 丸福 湯河原店 63-6737 湯河原町土肥1-1-18
115 ひもの 八角 64-0008 湯河原町土肥1-1-2
116 百貨店 小田原百貨店 63-2251 湯河原町土肥1-9-2
117 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ エスポット 湯河原店 60-3211 湯河原町吉浜1576-47
118 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ ハンディホームセンター 湯河原店 63-3651 湯河原町中央3-3-1
119 マッサージ 足つぼ・もみほぐし ゆらら 46-6568 湯河原町宮上459-12
120 みかん 柑橘問屋 石澤商店 63-3212 湯河原町土肥2-16-4
121 土産 町立湯河原美術館ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ 63-7788 湯河原町宮上623-1
122 土産 まるや名産店 62-2439 静岡県熱海市泉23
123 土産 湯河原温泉観光協会 売店 64-1234 湯河原町宮上466-5
124 土産 一福堂 62-3105 湯河原町土肥1-3-7
125 薬局 トキワ薬局 宮上店 63-8103 湯河原町宮上50-7
126 薬局 トキワ薬局 本店 62-3672 湯河原町中央1-25-13
127 洋菓子 湯河原菓子工場ランブル 46-6283 湯河原町土肥5-2-19
128 洋菓子 タルトの店 ペシュ 63-4161 湯河原町門川497 橋本ビル
129 洋菓子 住吉屋 63-3900 湯河原町門川497
130 洋菓子 ちぼり湯河原スイーツファクトリー 63-0404 湯河原町土肥1-15-4
131 洋菓子 モンクール 62-8707 湯河原町土肥4-2-5
132 リサイクル リサイクルの店やまと 62-1101 湯河原町土肥6-11-2
133 リサイクル ぶんらく商店 46-6054 湯河原町土肥5-18-26
134 レジャー パッキーボウル 63-0002 湯河原町宮上357-1
135 レジャー 釣り船 天恵丸 050-3740-7541 湯河原町福浦451-1
136 レジャー 湯河原カンツリー倶楽部 62-2551 湯河原町吉浜2020
137 レンタカー 100円レンタカー 63-4131 湯河原町宮上348
138 和菓子 小梅堂 62-3325 湯河原町宮上483
139 和菓子 ゑふや 本店 63-3301 湯河原町宮上459
140 和菓子 どら焼き 和果 63-3663 湯河原町土肥1-16-3-104
141 和菓子 和菓子村上 湯河原店 62-0995 湯河原町宮下679
142 和菓子 かみむら製菓 63-3131 湯河原町土肥2-11-7
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