
ジャンル分け色・・・

店名 取扱品目 住所 ＴＥＬ

1 レストラン春陽亭 洋食 泉270-2 0557-80-0288

2 BON カフェ 泉35 0465-63-1839

3 レストラン瀬音 和食 泉107 0465-63-3721

4 憩い処 和食 泉107 0465-63-3721

5 lunch itta 和食 泉99-1 090-9305-8183

6 居酒屋　甲 和食 伊豆山508-1 0557-80-3135

7 ハートピア熱海 旅館・ホテル 伊豆山717-18 0557-80-4050

8
グリルフレンチ

コート・エ・シエル
洋食

伊豆山824-5

東急ハーヴェストクラブ
0557-80-0109

9
ブッフェレストラン

オリーヴァ
洋食

伊豆山824-6

東急ハーヴェストクラブ
0557-80-0109

10 日本料理　㐂らく 和食
伊豆山824-5

東急ハーヴェストクラブ
0557-80-0109

11 食堂　うえの 海鮮 初島217 080-5126-1043

12 大西 和食 初島200 0557-67-1495

13 みやした 和食 初島199 0557-67-1466

14 鈴木丸 和食 初島198 0557-67-3191

15 山本 和食 初島164 0557-67-1490

16 なかの 和食 初島159 0557-67-1480

17 中石亭 和食 初島196 0557-67-1498

18 さかや 和食 初島165 0557-67-1473

19 田中屋 和食 初島167 0557-67-1438

20 浜の家 和食 初島211 0557-67-1479

21 めがね丸 和食 初島191 0557-67-1465

22 大屋 和食 初島176 0557-67-1446

23 坂下 和食 初島175 0557-67-2182

24 白扇 和食 初島188 0557-67-1486

25 力丸 和食 初島183 0557-67-1492

26 橋本屋 和食 初島186 0557-67-1494

27 木村屋 和食 初島184 0557-67-1476

28 すみ 和食 初島185 0557-67-1471

　　　　　　　　　GO TO Eat　ふじのくに静岡県　赤富士クーポン　取扱いリスト

湯河原町に隣接

初島エリア

                            本リストは「ふじのくに静岡県GOTOEatキャンペーンサイト」を参考にリスト化しています。

　　　飲食店では赤富士クーポンのGO TO Eatプレミアム付食事券がご利用いただけます。

　　　　　　　　　　　店舗の都合により定休日・営業時間等に変更があるお店がある場合がありますので、ご注意ください。

和海鮮・寿司 鉄板焼系 カフェ・喫茶・スイーツ中華系 焼肉 居ファストフード・ファミレス

リスト作成日：令和2年10月22日13:00現在 195件 随時更新されますのでこちらのQRコードでも熱海市内の掲載店を確認できます。

居酒屋・バー



29 あずまや 和食　 初島179 0557-67-1450

30 日本料理　熱海　凛 和食
春日町9-1

ザ・クレストタワー熱海1階
0557-48-6606

31 和食レストラン　熱海　碧 和食
春日町9-1

ザ・クレストタワー熱海2階
0557-48-6609

32
カフェバー&ゲストハウス

ennova
バー 春日町15-40ボーダレスビル 0557-29-6730

33
KKRホテル熱海

レストランランコントル
和中 春日町7-39 0557-85-2000

34 二條新町そばの坊 そば
桃山町26-2

MOA美術館内茶の庭
0557-84-2777

35 茶室「一白庵」 喫茶 桃山町26-2MOA美術館内 0557-84-2567

36 和食処「花の茶屋」 和食 桃山町26-2MOA美術館内 0557-84-2835

37 喫茶「the café」 喫茶 桃山町26-2MOA美術館内 0557-84-2567

38

パティスリー

「La patisserie du musee par

Toshi Yoroizuka」

スイーツ 桃山町26-2MOA美術館内 0557-86-2230

39 食事処ふくや しゃぶしゃぶ 田原本町1-5 0557-81-2662

40 手打ちそば飯山 そば 田原本町1-11 0557-82-4573

41 仲見世いわい 和食 田原本町6-13 0557-81-3443

42
伊豆中ばんばん食堂

ラスカ熱海店
和食 田原本町11-1 0557-81-2880

43 伊豆太郎　ラスカ熱海店 寿司 田原本町11-1ラスカ熱海3階 0557-81-1855

44 味くら 串焼き 田原本町8-5アカオビルB1F 0557-83-7321

45 カフェアジール カフェ 田原本町8-5アカオビル2F 0557-83-3412

46 喰い焼き処　我旬 焼肉 田原本町3-6 0557-83-4141

47 おまぜ 丼 田原本町3-15加納ビル1F 0557-85-1570

48 五味八珍 中華 田原本町11-1ラスカ熱海3F 0557-81-1313

49 熱海プリン スイーツ 田原本町3-14 0557-81-0720

50
いちごBonBonBERRY

 ATAMIHOUSE
スイーツ 田原本町3-16 0557-55-9550

51 囲炉茶屋 和食 田原本町2-6 0557-81-6433

52 藍花 カフェ 田原本町7-6 0557-83-5566

53 CAFÉ　KICHI カフェ 田原本町5-9 0557-86-0282

54 KICHI+ カフェ 田原本町6-11 0557-82-8833

55 間瀬CAFÉ カフェ 田原本町11-1ラスカ熱海2階 0557-81-2626

56 温泉つけ麺維新 ラーメン 田原本町9-1第一ビルB1F107 0557-82-3666

57 燕京 中華 田原本町5-9 0557-81-6534

熱海駅エリア



58 ゑびす屋駅前店 缶詰バー 田原本町5-13 0557-85-3150

59 どろめ熱海駅前店 和食 田原本町3-17 0557-85-8855

60 Bar　Vacation バー 田原本町7-14 1階 0557-55-7678

61 温泉つけ麺維新　熱海本店 ラーメン 田原本町9-1第一ビルB1F 0557-82-3666

62 レストラン　フルヤ 洋食 田原本町8-9 0557-82-4048

63 手打ちそば泉八 そば 田原本町3-8 0557-81-5911

64 熱海まぐろや 海鮮 田原本町9-1第一ビルB1F 0557-83-1880

65 だるま 和食 田原本町7-5 0557-81-3321

66 和食処　こばやし 和食 田原本町3-8 0557-81-1686

67 熱海Haco-café カフェ 田原本町3-4-5一ノ瀬ビル 0557-81-7015

68 海鮮レストランチップ 海鮮 田原本町9-1第一ビル2F 0557-82-2982

69 海鮮みやま 海鮮 田原本町8-12 0557-52-3200

70
Ｐasta-Ｙa一丁目

ラスカ熱海店
パスタ 田原本町11-1ラスカ熱海3F

71 Merienda スイーツ 田原本町3-22 090-2612-2875

72
ベックスコーヒーショップ

ラスカ熱海
カフェ 田原本町11-1ラスカ熱海1階 080-3426-8878

73 御食事処　祇園 和食 田原本町5-5 0557-81-6304

74 お食事処　さくら 和食 田原本町9-1第一ビルB1F 0557-85-5910

75 Bakery&Tableラスカ熱海店 カフェ 田原本町9-1第一ビル2F 0557-81-0300

76 喫茶　ミルク 喫茶 田原本町4-7 0557-83-5700

77 食事処　海蔵 和食 田原本町3-11友高ビル2F 0557-81-6651

78 カフェプランタン カフェ 田原本町6-5プランタンビル2F 0557-81-3721

79 blue nine café カフェ 東海岸町4-11　2F 0557-55-9180

80 リゾーピア熱海 旅館・ホテル 東海岸町13-93 0557-83-5959

81 ホテルサンミ倶楽部　別館 和食 東海岸町14-66 0557-85-8000

82
常盤木羊羹店併設

カフェ茶房陣
カフェ 銀座町9-13 0557-81-8633

83 海幸楽膳釜つる 和食 銀座町10-11 0557-85-1755

84 QUARTO コーヒー 銀座町10-19 0557-81-2585

85 お肴野郎清介 和食 銀座町8-9對木ビル1F 0557-55-7762

86 熱海プリン2nd スイーツ 銀座町沢口ビル1階 0557-85-1112

87 MARUYA　Terrace バー 銀座町7-8 0557-82-0389

88 寿し忠 寿司 銀座町7-11 0557-82-3222

89 味里熱海店 和食 銀座町7-12 0557-82-8220

サンビーチエリア

銀座商店街エリア



90 福ヤ熱海店 ラーメン
銀座町10-16

アルカサバ熱海銀座ビル1階
0557-82-0555

91 焼肉レストラン秘苑 焼肉 銀座町8-18 0557-83-5558

92 食楽キッチン熱海銀座店 和食 銀座町5-8 0557-85-5750

93 アリランホットドッグ熱海店 韓国 銀座町8-3 0557-81-4757

94 宝亭 洋食 銀座町5-10 0557-82-3111

95 石川屋 中華 銀座町9-3 0557-81-3075

96 カフェ ドゥ シュマン フレンチ 銀座町1-22 0557-81-2079

97 ごっつお屋まーる 居酒屋 銀座町9-12 0557-85-0911

98 炭火焼肉　瓢箪屋 焼肉 銀座町4-9 0557-81-2852

99 らーめんしゅん ラーメン 銀座町7-11 0557-83-1368

100 濱よし ラーメン 銀座町5-9 0557-81-0048

101 そば処 更科 和食 銀座町4-1 0557-81-5239

102 鉄板焼　西麻布またはり 鉄板焼 渚町13-2住吉屋ビル1F 0557-81-0011

103 淡島ずし 寿司 渚町3-3 0557-81-4323

104 千壽ラーメン ラーメン 渚町20-15 0557-82-2346

105 サンレモカフェ カフェ 渚町2020-36 0557-52-6657

106 麺匠　うえ田 ラーメン 渚町8-1 0557-81-0150

107 串特急　熱海店 居酒屋 渚町5-4 0557-86-5109

108 カフェ&レストラン　ナギサ カフェ 渚町10-5 0557-81-8001

109 焼肉レストラン南海苑 焼肉 渚町12-7 0557-83-2972

110 幸華 中華 渚町12-11 0557-81-3901

111 イタリアンレストランMON イタリアン 渚町7-15 0557-81-2212

112 食堂まさる 丼 渚町13-5 0557-81-8897

113 ひょうたん 和食 渚町16-4 0557-81-3194

114 ATAMIOLIVECAFE カフェ 渚町13-11寿司忠ビル1F 0557-81-8681

115 おやじの蔵 居酒屋 渚町7-1 0557-85-6330

116 レストランクレール 洋食 渚町1-1 0557-81-8467

117 魯風人　熱海店 洋食 渚町20-6 0557-48-6663

118 テール・エ・メール イタリアン
渚町19-11

サンポートマンション1F
0557-82-7665

119 ジョナサン熱海サンビーチ店 ファミレス 渚町2-5 0557-86-0027

120 デニーズ熱海店 ファミレス 渚町25-15 0557-85-5501

121 Yakiniku&CraftBeer　田 焼肉 中央町1-5水梅ビル1F 0557-85-3245

122 キッチン樹樹 洋食 中央町18-1京美堂ビル101 0557-29-6699

123 てんぷら鶴吉 てんぷら 中央町11-1 0557-86-2338

124 牛タン　いち江 牛タン 中央町10-10平鶴ビル1階 0557-27-1086

熱海市中心部エリア

渚エリア（国道135号線沿い）



125 藤花茶寮　新広楼 中華 中央町1-5 0557-82-0815

126 炭火焼肉　壽 焼肉 中央町6-10古谷ビル1階 0557-81-2987

127 鉄板焼　ゑびす屋 お好み焼き 中央町12-5 0557-85-4158

128 有限会社ソアレ イタリアン 中央町9-9 0557-81-9235

129 居酒屋竹村 居酒屋 中央町16-5根本ビル1F 080-7441-1173

130
熱海漁師めし

どろめ　中央町店
和食 中央町12-8 0557-85-5270

131 LA SCARPETTA イタリアン 中央町8-5栗原ビル101 0557-83-3909

132 食事処　くいしんぼう 居酒屋 中央町4-10 0557-83-1957

133 りゅうぎや カフェ 中央町3-1 090-6364-0808

134 富其代亭 寿司 中央町10-6 0557-81-4736

135 寿し孝 寿司 中央町17-9 0557-83-1868

136 ジャズ喫茶ゆしま 喫茶 中央町5-9 0557-81-4704

137 大一楼 中華 中央町4-2 0557-81-3767

138 うまい鮨勘熱海支店 寿司 中央町1-2 0557-86-5252

139 Bar Negroni バー 中央町16-8石黒ハイツ1階 0557-81-1778

140 はまだや ラーメン 中央町10-7沢口ビル 090-8735-5358

141 あたみ田中屋 ラーメン 中央町1-5水梅ビル1F 050-1540-5602

142 居酒屋　伊八 居酒屋 中央町3-10 0557-86-6922

143 善作 和食 中央町18-10 0557-85-3260

144 ショーラメール スイーツ 中央町14-3富岡ビル102 0557-48-7797

145 茶懐石処　西紅亭 和食 水口町2-18-28 0557-81-9166

146 トラットリア テンポドーロ イタリアン 福道町3-24来宮神田ビル 0557-52-6065

147 ジョナサン熱海店 ファミレス 上宿町18-10 0557-86-0517

148 バルバルATAMI 居酒屋 咲見町7-48咲見町ハイツ101 0557-48-6062

149 リラックスリゾートホテル 旅館・ホテル 咲見町6-41 0557-84-0555

150 やや屋 ラーメン 咲見町7-54 0557-81-1570

151 柾屋 和食 咲見町10-5キャピタル熱海1F 0557-83-7342

152 Imbiss熱海 ソーセージ 咲見町12-13渡辺ビル1階 0557-83-7873

153 お魚のすり身の店　山田屋 かまぼこ 咲見町10-1 0557-82-3170

154 ひらり 和食 咲見町12-6 090-6192-2600

155 バサラ バー 咲見町12-11 0557-81-4888

156 どろめ咲見町店 和食 咲見町7-32ユニオンビル1階 090-8420-5212

157 Ｓushi道楽のんき 寿司 咲見町7-33 0557-82-5183

158 REFS 飲食料品販売 咲見町7-29 0557-48-6365

来宮駅エリア

咲見町商店街エリア



159 魚ごころ　季魚喜人 和食 清水町1-5NSビル3階 0557-82-7070

160 ちゅうしんの蔵 居酒屋 清水町4-16 SJビル1F 0557-81-8188

161 食楽キッチン熱海本店 和食 清水町4-8 0557-81-5751

162 和菜　蓬 和食 清水町12-5江原ビル1F 0557-82-4147

163 和食処 天匠 和食 清水町4-16 0557-82-3383

164
カフェ・ビストロ・

ソレイアード
フレンチ 清水町4-16SJビル 0557-85-5878

165 食事処 うおなお亭 和食 清水町14-8 2階 0557-83-2993

166 もんじゃ焼お好み焼　やま お好み焼き 昭和町3-20 0557-82-3099

167 貴美の浜焼き 海鮮 和田浜南町9-24 0557-82-7505

168 HARBOR’S W 洋食 和田浜南町10-1アクアスクエア 0557-81-4688

169 熱海城レストラン 喫茶　 熱海1993 0557-81-6206

170

171 西熱海ゴルフコース ゴルフ場 熱海1800 0557-84-1111

172 茶寮 報鼓 喫茶 西山町43-1 0557-52-3280

173 五色の杜 喫茶 西山町43-1 0557-52-3280

174 ガーデンカフェリプル カフェ 西山町22-23 0557-28-0009

175 café kinowa　季の環 カフェ 西山町42-11 0557-82-8511

176 ドライブイン熱海プリン食堂 カフェ 上多賀10-1 0557-67-5533

177 フォレストカフェ カフェ 上多賀1066-1 0557-67-3939

178 そば処 多賀屋 そば 上多賀798 0557-68-1012　　

179 三加和 カフェ 上多賀125-1 0557-67-0181

180
イタリアンレストラン

ミッレフィオーレ
イタリアン

上多賀1027-8

アカオハーブ&ローズガーデン

内

0557-82-8200

181 SANREMO SOLARE カフェ 下多賀541-24 0557-55-7178

182 漁師家大次郎丸 海鮮
下多賀434-1

ニュータバラビル1F
0557-67-5963

183 磯料理・海辺の湯の宿　平鶴 旅館・ホテル 下多賀493 0557-67-2221

184 妙楽湯 日帰り湯 下多賀1118-8 0557-67-5526

185 焼肉 とんがらし 焼肉
下多賀9-8

シーサイドパレス南熱海201
0557-67-5880

186 モスバーガー熱海下多賀店 ハンバーガー 下多賀1377 0557-67-7778

187 すき家135号熱海 牛丼 下多賀572-2 0120-498-007

来宮神社エリア

錦ヶ浦～長浜海水浴場～熱海マリーナ～網代エリア（国道135号線）

熱海市中心部エリア（バス通り）

西熱海エリア

熱海港エリア

熱海城エリア



188 やきにくやさん熱海店 焼肉 下多賀569-1タノクラビル 0557-68-4646

189 味くらべ 和食 下多賀491 0557-67-1065

190 ガスト網代店 ファミレス 下多賀字風越556 0557-87-1001

191 海上釣り堀 太公望 海鮮 網代100-7 0557-67-8030

192 漁師食堂 川忠 海鮮 網代627-204 0557-67-1669

193 味里 和食 網代627-208 0557-67-4000

194 あじろ食堂 和食 網代字網代山627-506 0557-67-1515

195 浜料理ふじてつ 和食 網代627-508 0557-67-1147

196 シーガル イタリアン 網代627-507 0557-67-1182


