
ジャンル 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 営業時間 定休日

喫茶店 カフェ プランタン 喫茶 413-0011 熱海市田原本町6-5 0557-81-3721 9：30～19：30 火曜日

喫茶店 柿乃木 喫茶・洋食 413-0018 熱海市上宿町1-25 0557-81-7070 11：00～24：00 不定休

寿司 寿し忠 寿司・海鮮丼 413-0013 熱海市銀座町7-11 0557-82-3222
11：00～14：30　　　　　17：
00～20：00

水曜日

寿司 三松鮨 寿司 413-0013 熱海市銀座町4-6 0557-81-3022 12：00～21：00休憩有 木曜日

寿司 淡島ずし 寿司 413-0014 熱海市渚町3-3 0557-81-4323 11：30～22：00 水曜日

スナック・
バー・クラブ

Café＆Bar Bon カフェ.・バー 413-0001 熱海市泉35 0465-63-1839 19：00～24：00 水曜日

スナック・
バー・クラブ

BAR Dr. Smuggler(ドク
タースマグラー)

ショットバー 413-0013 熱海市銀座町2-12 0557-83-2468 18：00～1：00 無休

スナック・
バー・クラブ

Jazz ClubA ジャズ生演奏 413-0013
熱海市銀座町5-4
柿右衛門ビル2F

0557-81-7785 18：00～22：00 月.火.水.木.日

スナック・
バー・クラブ

バージャム（JAM） バー 413-0013
熱海市銀座町3-1
URANOマンション1F

090-3446-9827 20：00～1：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

クラブメルヘン「アラス
カ」

クラブ 413-0013 熱海市銀座町4-5 0557-85-0003 19：00～24：00 12/31～1/2

スナック・
バー・クラブ

クラブメルヘン「ザ ウェ
イブス」

クラブ 413-0013 熱海市銀座町3-4 Ｂ1 0557-85-7700 19：00～24：00 12/31～1/2

スナック・
バー・クラブ

スナックMOMO スナック 413-0013 熱海市銀座町7-1 0557-83-6869 20：00～4：00 無休

スナック・
バー・クラブ

サンズベイ スナック・キャバクラ 413-0015
熱海市中央町10-7和田ビル
2Ｆ

0557-83-3853 20：30～ラスト 日曜日

スナック・
バー・クラブ

パシャアゲイン クラブ・キャバクラ 413-0015 熱海市中央町10-15 0557-84-0039 20：30～ラスト 日曜日

スナック・
バー・クラブ

和み場ar侑 スナック 413-0015
熱海市中央町6-1花本ビル
2F

0557-82-0025 20：00～1：00 日曜日．祝日

スナック・
バー・クラブ

ラピスラズリ キャバクラ 413-0015 熱海市中央町6-1 0557-82-5401 20：00～1：00 無休

スナック・
バー・クラブ

ジャケット キャバクラ 413-0015 熱海市中央町7-12 0557-35-9111 20：00～1：00 無休

スナック・
バー・クラブ

ミスティ スナック 413-0015 熱海市中央町10-21 0557-83-4469 19：00～1：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

バー修 バー 413-0015
熱海市中央町15-4
セカンド富岡ビル1F

0557-82-3670 19：30～1：00 不定休

その他 EBISU-YA 駅前店 缶詰バー．お土産販売 413-0011 熱海市田原本町5-13 0557-85-3150 10:00～22：00 木曜日

タクシー 小形タクシー タクシー 413-0029 熱海市小嵐町1-4 0557-82-6578 0：00～24：00 無休

タクシー
伊豆箱根交通（株）熱海
営業所

タクシー 413-0039 熱海市相の原町1-22 0557-81-0261 6：30～21：30 無休
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中華 福ヤ　熱海店 ラーメン（豚骨） 413-0013
熱海市銀座町10-16
アルカサバ熱海銀座ビル1F

0557-84-0001 20：00～2：00 不定休

中華 幸華 中華・ラーメン 413-0014 熱海市渚町12-11 0557-81-3901
11：30～14：30　　　　　17：
30～19：00

火曜日

中華 中華飯店大一楼 中華料理・ラーメン 413-0015 熱海市中央町4-2 0557-81-3767
11：45～15：00　　　　　17：
00～20：00

水曜日

鉄板焼 鉄板焼 西麻布またはり 鉄板焼(海鮮・黒毛和牛) 413-0014
熱海市渚町13-2
住吉屋ビル1F

0557-81-0011 17：00～22：00 木曜日

鉄板焼 鉄板焼 えびす屋 鉄板焼・お好焼・もんじゃ焼 413-0015 熱海市中央町12-5 0557-85-4158
17：00～1：00
(土)17:00～3：30

木曜日

焼き鳥 やきとり万楽 焼き鳥他 413-0015 熱海市中央町7-3 0557-81-6496 17：00～23：30 日曜日

焼肉 焼肉レストラン秘苑 韓国焼肉 413-0013 熱海市銀座町8-18 0557-83-5558 17：30～23：00 木曜日

焼肉 炭火焼肉瓢箪屋 焼肉 413-0013 熱海市銀座町4-9 0557-81-2852 17：00～23：00 水曜日

焼肉 焼肉レストラン 南海苑 焼肉 413-0014 熱海市渚町12-7 0557-83-2972 17：00～21：00 月曜日

焼肉 Yakiniku＆CraftBeer 田 焼肉 413-0015
熱海市中央町1-5
水梅ビル1F

0557-85-3245
11：30～14：30
17：00～22：00

水曜日

焼肉 炭火焼肉 壽(ＳＵＭＩ) 焼肉 413-0015 熱海市中央町6-11 0557-81-2987 17：00～2：00 無休

洋食
海鮮イタリアン オイス
ターバーかぎや

イタリアン 413-0013 熱海市銀座町8-15 0557-81-3919
11：00～15：30　　　　　18：
00～22：00

木曜日

洋食 レストラン．クレール 洋食・フレンチ 413-0014 熱海市渚町1-1 0557-81-8467
11：30～14:00
17：00～20：00

月曜日

洋食 レストラン スコット 洋食 413-0014 熱海市渚町10-13 0557-81-9493
12：00～14：00　　　　　17：
00～20：00

木曜日

洋食
イタリアンレストラン
MON

洋食・イタリアン 413-0014 熱海市渚町7-15 0557-81-2212
11：30～14：00　　　　　17：
00～20：30

月曜日
祝日が月曜日の場合火曜日休

洋食
Café＆Restaurant
Nagisa

洋食 413-0014 熱海市渚町10-5 0557-81-4771 11：30～21：00 火曜日

洋食 ル・ソアレ 洋食・イタリアン 413-0015 熱海市中央町9-9 0557-81-9235
12：00～14：00         17:00
～21：00

日曜日

洋食 サブロッソ 洋食 413-0027 熱海市紅葉が丘24-5 0557-82-7580 10:00～20：00 木曜日

洋食 ノンノン イタリアン 413-0101
熱海市上多賀764-25
野田マンション1F

0557-67-0565
11：30～14：30　　　17：30
～22：00

水曜日

和食 日本料理 熱海凛 和食・割烹 413-0005
熱海市春日町9-1
ザ.クレストタワー熱海1階

0557-48-6606
11:00:～15：00　　　　　17：
00～21：00

水曜日

和食 和食レストラン 熱海碧 和食・割烹 413-0005
熱海市春日町9-1
ザ.クレストタワー熱海1階

0557-48-6609
11:00:～15：00　　　　　17：
00～21：00

水曜日

和食 魚民 熱海駅前店 居酒屋 413-0005
熱海市春日町2-5
松坂ビル1Ｆ.2Ｆ

0557-81-0288 月～木17:00～2：00.金土祝前日17：00～3：00.日
祝17：00～24：00 不定休
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和食 味くら 居酒屋(釜めし・串) 413-0011 熱海市田原本町8-5 0557-83-7321 17：30～21：30 無休

和食 食事処ふくや 豚しゃぶ・丼・定食 413-0011 熱海市田原本町1-5 0557-81-2662
11：30～14：30　　　　１７：
３０～22：00

月曜日

和食 笑笑 熱海駅前店 居酒屋 413-0011
熱海市田原本町8-6
ハローズ熱海ビル2Ｆ

0557-83-0588 12：00～24：00 不定休

和食 祇園 和食・割烹 413-0011 熱海市田原本町5-5 0557-81-6304 11：30～19：30 不定休

和食 仲見世 いわい 和食・割烹 413-0011 熱海市田原本町6-13 0557-81-3443
11：30～14：00　　　　　17：
30～20：30

水曜日

和食 ごっつお屋まーる 居酒屋（和食創作） 413-0013 熱海市銀座町9－12 0557-85-0911
11：00～15：00　　　　17：
00～22：00

火曜日

和食 花かがり 居酒屋(魚料理・馬刺し) 413-0013 熱海市銀座町3-5 0557-83-2951 17：30～22：30 月曜日

和食 海幸楽膳釜つる 和食・割烹 413-0013 熱海市銀座町10-11 0557-85-1755
11：30～14：30
17：30～21：00

水曜日・第三木曜日

和食 そば処利久庵 そば・うどん・丼 413-0013 熱海市銀座町10-21 0557-86-1058 11：00～20：00休憩有 水曜日

和食 お肴野郎 清介 居酒屋 413-0013
熱海市銀座町8-9對木ビル
1F

0557-55-7762 11：30～15：00　17:00～22：30　　　平日
21：30閉店 不定休

和食 まさる 海鮮・揚物 413-0014 熱海市渚町13-5 0557-81-8897 11：30～21：00休憩有 木曜日．日曜日

和食 ひょうたん 寿司・そば・丼 413-0014 熱海市渚町16-4 0557-81-3194 10：45～20：00
火曜日
(電話にて確認)

和食 おやじの蔵 居酒屋 413-0014 熱海市渚町7-1 0557-85-6330 17：30～22：30 木曜日

和食 活魚 魚料理みつはし 和食・割烹 413-0015 熱海市中央町14-3富岡ビル 0557-82-3284 17：30～21：30 不定休

和食 てんぷら鶴吉 天ぷら 413-0015 熱海市中央町11-1 0557-86-2338
11：30～14：30
17：30～21：00

木曜日・第三水曜日

和食 和食処 喜八 海鮮・揚物 413-0015 熱海市中央町3-14 0557-82-9388
11：30～14：00　　　　17：
00～21：00

不定休

和食 キッチン樹樹 和食他 413-0015
熱海市中央町18-1
京美堂ビル101

0557-29-6699 11：30～21：00 月曜日

和食 居酒屋 とと庵 居酒屋 413-0015 熱海市中央町7-9 0557-81-8545 17：00～23：00 不定休

和食 赤とんぼ 居酒屋・活魚・中華 413-0015 熱海市中央町11-25 0557-82-3350 18：00～24：00 木曜日

和食 食事処 うおなお亭 和食・割烹 413-0021 熱海市清水町14-8 0557-83-2993 17：00～21：00 水曜日

和食 魚ごころ 季魚喜人 和食・割烹 413-0021
熱海市清水町1-5
NSビル3F

0557-82-0234
11：00～14：00　　　　17：
00～21：30

水曜日

和食 ちゅうしんの蔵 居酒屋 413-0021 熱海市清水町4-16 0557-81-8188 17：30～23：00 日曜日



ジャンル 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 営業時間 定休日

　　　　　「１７時からクーポン券」取扱い店 2021年1月22日15:00現在　計67件

和食 貴美の浜焼き 海鮮料理・浜焼き 413-0023 熱海市和田浜南町9-24 0557-82-7505 10：30～19：30 無休


