
ジャンル 店舗名 営業内容 郵便番号 店舗所在地 電話 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 Bakery＆Tableラスカ熱海店 パン・カフェ 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海2F

0557-81-0300 9：00～21：30
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休
(ラスカ熱海の休館日に準ずる)

喫茶店 88tees CAFE(ヤヤカフェ) ハワイアンカフェ 413-0012
熱海市東海岸町6-51
メゾン紅葉1F

0557-48-6881 10：00～20：00 木曜日

喫茶店 MARUYA Terrace カフェ・バー 413-0013 熱海市銀座町7-8 1Ｆ 0557-82-0389 13：00～22：00 不定休

喫茶店 マリンスクエアカフェ カフェ 413-0014
熱海市渚町7-5
エムズ熱海ビル

0557-43-7898 11:00～21：00 不定休

喫茶店
Choud La mer
(ショー・ラ・メール)

皿盛デザート 413-0015
熱海市中央町14-3
富岡ビル102

0557-48-7797 13：00～20：00 水曜日・第2.3木曜日

喫茶店 食彩 飯事(ママゴト) 喫茶・軽食 413-0015 熱海市中央町18-16 2F 0557-82-7272 11：00～18：00 第1日曜日

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

喫茶店 喫茶 ぐりむ 喫茶 413-0019 熱海市咲見町7-27 0557-81-2695 9：00～18：00 日曜日

喫茶店 甘味処 福屋 和スイーツ・軽食 413-0021 熱海市清水町10-10-1A 0557-81-4777 10：00～19：00 水曜日

寿司 伊豆太郎 ラスカ熱海店 寿司・割烹 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海3F

0557-81-1855 11：00～21：30
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休
(ラスカ熱海の休館日に準ずる)

寿司 磯丸 平和通り店 寿司 413-0011 熱海市田原本町3-6 0557-83-4144 11：00～21：00 無休

寿司 磯丸 仲見世店 寿司 413-0011 熱海市田原本町7-1 0557-81-2915 11：00～20：00 木曜日

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 鮨割烹 廉 鮨・割烹 413-0013 熱海市銀座町3-4 0557-82-8807
11：00～14：00
18：00～22：00

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

寿司 熱海一寿司 寿司 413-0015
熱海市中央町2-2
新玉ビル1F

0557-86-4061
11：30～13：45 LO
17：00～20：45 LO

水曜日・第2.4木曜日

寿司 一二三寿司 寿司 413-0015 熱海市中央町7-1 0557-81-2941 16：30～22：00 不定休

寿司 うまい鮨勘 熱海店 寿司 413-0015
熱海市中央町1-2
青木ビル1F

0557-86-5252
11：30～21：00平日
11:00～21：00土.日.祝

無休

寿司 富其代亭 寿司・割烹 413-0015 熱海市中央町10-6 0557-81-4736 17：30～23：30 日曜日・月曜日

寿司 すし道楽 のんき 寿司・一品料理 413-0019 熱海市咲見町7-33 0557-82-5183
17：30～21：00
しゃりが無くなり次第終了

不定休

寿司 地魚料理・鮨 佐々木 鮨・割烹 413-0019
熱海市咲見町7-29
武富ビル1F

0557-86-1160 18：00～24：00 月曜日

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

クレッセント スナック(カラオケ) 413-0011
熱海市田原本町1-8
野村ビル1F

0557-81-1111 19：00～24：00 水曜日・日曜日

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

Ber やすい バー 413-0013
熱海市銀座町4-14
平澤ビル1F

0557-81-5061 20：00～1：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

クラブ POLARIS クラブ 413-0013 熱海市銀座町7-6 0557-83-7300 20：00～1：00 無休

スナック・
バー・クラブ

ザ・プレミアム スナック 413-0013
熱海市銀座町3-13
リバーサイドビル101

0557-84-1188 20：00～1：00 水曜日

スナック・
バー・クラブ

ハイボール酒場 山洋水産 ハイボール 413-0013 熱海市銀座町7-14 0557-81-1135 18：00～24：00 水曜日

スナック・
バー・クラブ

スナック奏蓮 スナック 413-0013
熱海市銀座町4-11
グリーンヒル102

0557-52-6755 21：00～ラスト 日曜日

スナック・
バー・クラブ

スナック Lynda スナック(カラオケ) 413-0013 熱海市銀座町8-18 090-9822-1911 18：00～23：00 日曜日

スナック・
バー・クラブ

さんかふぇ バー 413-0014 熱海市渚町18-7 090-7083-3636 17：00～1：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

パブ かさぶらんか スナック 413-0014
熱海市渚町13-5
つたやビル2F

0557-81-7985
19：00～24：00
予約制・貸切

不定休

スナック・
バー・クラブ

スナック けいちゃん スナック(軽食・つまみ系) 413-0014
熱海市渚町10-9
菊川会館

0557-83-3908 17：00～24：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

スナック 誠 スナック(カラオケ) 413-0014
熱海市渚町22-1
初川ビル1F102

090-2361-8364 20：00～2：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

ホワイトハウス スナック(カラオケ) 413-0014 熱海市渚町10-1 0557-83-2341 19：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

スナック イヴ スナック 413-0014
熱海市渚町19-16
メゾンド渚102

0557-52-6787 19：00～2：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

すなっく まみ スナック 413-0014 熱海市渚町18-7 0557-82-3391 19：00～1：30 不定休
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スナック・
バー・クラブ

スナック・シュン スナック 413-0014 熱海市渚町15-12 090-1569-4657 19：00～23：00 不定休

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

スナック・
バー・クラブ

すなっく スナック 413-0015
熱海市中央町9-3
藤間中央ビル1F

090-7083-3636
20：00～
クーポン利用期間17：00～

不定休

スナック・
バー・クラブ

酒肴房ばんふ スナック 413-0015
熱海市中央町6-1
花本ビル2F

090-7608-3736 20：00～1：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

酔いどれ亭 バー 413-0015
熱海市中央町6-1
花本ビル2F

0557-81-2544 18：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

PROJECT ｍ バー 413-0015 熱海市中央町6-3 0557-27-1214 20：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

フォンテーヌブロー スナック 413-0015
熱海市中央町15-4
セカンド富岡ビル1F

0557-85-2250 19：00～24：00 火曜日

スナック・
バー・クラブ

クラブ Ocean クラブ 413-0015 熱海市中央町10-9 0557-84-0855 20：00～1：00 木曜日

スナック・
バー・クラブ

穂津美 スナック・バー 413-0015 熱海市中央町9-3 0557-82-7772 20：00～1：00 日曜日．祝日

スナック・
バー・クラブ

スナック キュウティー スナック 413-0015
熱海市中央町10-2
中村ビル1F

0557-82-1040 20：00～24：00 日曜日

スナック・
バー・クラブ

GOLD RUSH ナイトクラブ 413-0015
熱海市中央町10-15
ニューオオマツビル2F

0557-52-3333 20：00～1：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

エンジェル スナック(カラオケ) 413-0015
熱海市中央町10-7
和田ビル1Ｆ

0557-81-5989 18：00～24：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

PROTEIN＆BAR Macho バー 413-0015
熱海市中央町10-7
和田ビル1F

0557-52-6132 21：00～5：00 月曜日

スナック・
バー・クラブ

スナック ベルテ スナック 413-0015 熱海市中央町5-13 0557-82-5400 18：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

Bar Negroni(ネグロー二) オーセンティックバー 413-0015
熱海市中央町16-8
石黒ハイツ1F

0557-81-1778 18：00～1：00 日曜日

スナック・
バー・クラブ

スナック ミュー スナック(つまみ) 413-0015
熱海市中央町11-26
セキホウ第一ビル202

0557-81-2590 20：30～1：30 日曜日

スナック・
バー・クラブ

Bar アトミックカフェ バー 413-0015 熱海市中央町5-9 0557-85-4759 20：00～3：00 木曜日

スナック・
バー・クラブ

フォロロマーロ スナック(カラオケ) 413-0015
熱海市中央町9-3
藤間ビル201

0557-82-2525 20：00～1：00 日曜日

スナック・
バー・クラブ

パブ 釜山(ブサン) スナック 413-0015
熱海市中央町11-20
青木ビル1F

0557-81-5881 19：00～1：00 無休

スナック・
バー・クラブ

スナック ゆき スナック 413-0015
熱海市中央町14-13
富岡ビル1F

0557-82-9339 20：00～2：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

LEO(レオ) スナック 413-0015 熱海市中央町12-21 0557-29-6633 21：00～2：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

スナック亜 スナック 413-0015 熱海市中央町6-4 0557-82-3451 20：00～1：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

いち秀 和食・カラオケ 413-0017
熱海市福道町3-24
神田ビル

0557-85-1130 19：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

夢CLUB Open Heart キャバクラ 413-0019
熱海市咲見町1-15
岩本ビルB1F

0557-82-4444 20：00～1：00 水曜日

スナック・
バー・クラブ

あと5分 クラブ・キャバクラ 413-0019 熱海市咲見町7-54 2F 0557-82-6675 19：30～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

アングル スナック(つまみ) 413-0019 熱海市咲見町1-21 0557-81-0881 19：00～24：00 不定休

スナック・
バー・クラブ

MOON スナック 413-0021 熱海市清水町4-7 0557-81-5855 19：00～24：00 日曜日

スナック・
バー・クラブ

うたと酒の駅 スナック(カラオケ・軽食) 413-0024
熱海市和田町13-2
コバコーポ2 1F

0557-81-3456 18：30～24：00 (予約受付有) 日曜日

スナック・
バー・クラブ

Muddy Cat(マディ キャット) バー 413-0024 熱海市和田町13-8 0557-52-4551 19：00～2：00 日曜日

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 熱海泉都タクシー株式会社 タクシー 413-0005 熱海市春日町10-5 0557-82-6725 9：00～18：00 無休

タクシー 熱海第一交通株式会社 タクシー 413-0022 熱海市昭和町20-5 0557-81-8285 0：00～24：00 無休

タクシー
サイトシーング伊豆有限会社
（カエルタクシー）

タクシー 413-0024 熱海市和田町20-35 0557-82-7059 8：00～20：00 無休

タクシー 伊豆第一交通株式会社 タクシー 413-0025 熱海市桜木町7-6 0557-82-2410 0：00～24：00 無休

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 キングタクシー株式会社 タクシー 413-0034 熱海市西山町36-13 0557-81-5951 5：30～1：00 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

中華 五味八珍 ラスカ熱海店 中華ファミリーレストラン 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海3F

0557-81-1313 11：00～21：30
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休
(ラスカ熱海の休館日に準ずる)
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中華 御富久路(オフクロ) ラーメン・餃子 413-0011
熱海市田原本町2-11
マリンライフ203

0557-85-6130 18：00～23：30 LO 火曜日

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 らーめんしゅん ラーメン(テイクアウト有) 413-0013 熱海市銀座町7-11 0557-83-1368
11：30～19：00
日曜日は16：00迄

月曜日

中華 羽つき餃子 濵よし
羽つき餃子・ラーメン
(テイクアウト)

413-0013 熱海市銀座町5-9 0557-81-0048
11：00～14：30
17：00～20：00

火曜日

中華 石川屋
中華・ラーメン
オムライス

413-0013 熱海市銀座町9-3 0557-81-3075 18：00～21：00 木曜日・第2.4水曜日

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 麵屋 うえ田 ラーメン 413-0014 熱海市渚町8-1 0557-81-0150 11：00～22：00 不定休

中華 ラーメン 千寿 ラーメン・餃子 413-0014 熱海市渚町20-15 0557-82-2346
11：30～15：00
22：30～3：00

不定休

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

中華 藤花茶寮 新広楼 中華料理 413-0015 熱海市中央町1-5 0557-82-0815
11：15～15：00
17：00～22：00

木曜日

中華 家系とんこつ あたみ田中家 ラーメン・チャーハン 413-0015
熱海市中央町1-5
水梅ビル1F

050-1540-5602 11：30～23：30 火曜日
第1.3月曜日は昼のみ営業

中華 拉麺 はまだや ラーメン 413-0015 熱海市中央町10-7 090-8735-5358
11：30～14：00平日
23：00～ラスト金・土

不定休

中華 バラエティ居酒屋yaya屋 居酒屋・ラーメン 413-0019 熱海市咲見町7-54 1F 0557-81-1570 17：00～22：00 不定休

中華 としまや
中華料理
東南アジア料理

413-0019 熱海市咲見町9-1 0557-81-4210
17：00～1：00
スープ無くなり次第終了

火曜日

中華 呑食家 橋三
(ドンショクヤ ハシゾウ)

ラーメン・居酒屋 413-0021
熱海市清水町4-3
松井ビル1F

0557-83-2033
090-4188-3469

20：00～2：00 不定休

中華 松福 長浜海岸店 ラーメン・チャーハン 413-0101 熱海市上多賀133-1 0557-68-0716 17：00～21：00 月曜日

中華 やまとや 中華・ラーメン(イカメンチ) 413-0102 熱海市下多賀726-1 0557-68-1919 11：00～20：00 水曜日

中華 新時 天煌(シントキ テンファン) 中華・ラーメン 413-0102 熱海市下多賀434-1 0557-68-0648 11：00～20：30休憩有 月曜日

中華 ラーメン 大地 ラーメン 413-0102 熱海市下多賀903-12 1F 090-6118-2575
11：30～14：00
17：30～22：00

火曜日

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 京好み 嵐山 お好み焼き 413-0014
熱海市渚町19-16
メゾンド渚101

0557-81-5799 17：00～24：00 月曜日・火曜日

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

鉄板焼 ステーキハウスはまだ 鉄板焼き 413-0015 熱海市中央町14-7 0557-81-5615
11：30～13：00 LO
17：00～19：30 LO

水曜日

鉄板焼 もんじゃ焼 お好み焼 やま もんじゃ焼・お好み焼 413-0022 熱海市昭和町3-20 0557-82-3099 19：00～23：00 不定休

ファミリーレストラン ジョナサン 熱海サンビーチ店 レストラン 413-0014 熱海市渚町2-5 0557-86-0027 7：00～23：30 無休

ファミリーレストラン ジョナサン 熱海店 レストラン 413-0018 熱海市上宿町18-10 0557-86-0517 7：00～23：30 無休

焼き鳥 やきとり鳥満 居酒屋 413-0014 熱海市渚町16-14 0557-81-8728 16：00～24：00 ほぼ年中無休

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

焼き鳥 八木鳥屋 焼き鳥 413-0102 熱海市下多賀1424-2 0557-68-1047 18：00～22：00 月曜日・水曜日

焼肉 喰い焼き処 我旬 焼肉 413-0011 熱海市田原本町3-6 0557-83-4141 16：30～21：30 水曜日

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

焼肉 牛タン いち江 牛タン 413-0015 熱海市中央町10-10 1F 0557-27-1086 18：00～24：00 火曜日

焼肉 やきにくやさん 熱海店 焼肉 413-0102 熱海市下多賀569-1 0557-68-4646 17：00～23：00 火曜日

焼肉 炭火焼 えにし 焼肉 413-0002
熱海市伊豆山579-37
浜会館3FA

0557-88-0150 18：00～21：30 不定休

焼肉 焼肉 南大門 焼き肉 413-0013 熱海市銀座町7-14 0557-82-1859 17：30～0：00 不定休

焼肉 えぞっ子 焼肉(ジンギスカン) 413-0014 熱海市渚町13-11 0557-82-5496 17：00～22：00 木曜日

焼肉 焼肉とんがらし 焼き肉 413-0101
熱海市下多賀9-8
シーサイドパレス南熱海201

0557-67-5880 11：30～21：30 月曜日

洋食 カフェ エフェメラ イタリアン 413-0001 熱海市泉109-22 0465-62-0004
11：30～14：00
17：30～20：30

火曜日

洋食 レストラン春陽亭 フランス料理 413-0002 熱海市伊豆山270-2 0557-80-0288 17：30～21：00 火曜日

洋食 洋食 みのる亭 レストラン(出前・仕出し) 413-0003
熱海市海光町7-17
サニーハイツ内

0557-86-6767
11：30～14：00　LO
17：00～19：30　LO

月曜日・祝日除く
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洋食 パスタ屋一丁目 ラスカ熱海店 パスタ専門店 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海3F

0557-81-2341 11：00～21：30
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休
(ラスカ熱海の休館日に準ずる)

洋食
デジキューBBQテラス
ラスカ熱海店

バーベキュー 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海4F屋上

0466-36-9634 10：00～21：00
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休(ラスカ熱海の休館日に準ずる)

期限限定4/3～10/17営業

洋食 レストラン フルヤ 洋食 413-0011 熱海市田原本町8-9 0557-82-4048 11：00～18：00 不定休

洋食 Blue nine café レストラン 413-0012 熱海市東海岸町4-11-201 0557-55-9180 10：00～21：00 LO 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 イタリアン テルマーレ イタリアン 413-0013 熱海市銀座町3-7 0557-83-2239
11：30～14：00　LO
17：30～20：30　LO

月曜日

洋食 宝亭 レストラン(カレー) 413-0013 熱海市銀座町5-10 0557-82-3111
11：00～14：30
17：00～19：00

木曜日

洋食 アリランホットドック熱海店 韓国料理（定食有） 413-0013 熱海市銀座町8-3 0557-81-4757 10：30～21：00 金曜日

洋食 イタリアンレストラン サンマリノ イタリア料理 413-0013 熱海市銀座町7-16 0557-81-7730
11：30～14：30
17：00～24：00

不定休

洋食 カフェ・ド・シュマン フレンチ 413-0013 熱海市銀座町1-22 0557-81-2079
11：30～14：00
17：30～19：30

水曜日

洋食 レストラン．クレール 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 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 魯風人 熱海店 タンシチュー・ビーフシチュー 413-0014 熱海市渚町20-6 0557-48-6663 17：00～21：00 不定休

洋食 ATAMI OLIVE CAFÉ カフェ.・バー（テイクアウト） 413-0014
熱海市渚町13-11
寿司忠ビル1F

0557-81-8681 12：00～22：30 月曜日

洋食 和韓国料理 おふく 韓国料理・魚料理 413-0014 熱海市渚町8-7 0557-81-5277 17：00～21：30 木曜日

洋食 marunowa(マルノワ)
カジュアル フレンチ
フレンチ おばんざい

413-0014 熱海市渚町15-1 0557-35-9988
16:00～24：00
LO21:00

不定休

洋食 ル・ソアレ 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 伊太利an イタリアン 413-0015 熱海市中央町7-6 0557-82-5419 17：00～23：00 水曜日

洋食
Osteria Tegola
(オステリア テゴラ)

イタリアン 413-0015
熱海市中央町10-13
板本ビル2F

0557-81-6888
11：30～13：30 最終入店
18：00～22：00 LO

日曜日・第1月曜日

洋食 テンポドーロ イタリアン 413-0017 熱海市福道町3-24 0557-52-6065 17：00～22：00 水曜日

洋食 洋食 とん一 洋食 413-0017 熱海市福道町7-11 0557-83-0704
11：00～14：00
17：00～19：30

火曜日・第3月曜日

洋食 Ｃafe Beluga ロシア料理 413-0019 熱海市咲見町9-7 090-2203-5244 11：00～20：00
水曜日・木曜日
月.火.水.木予約にてok

洋食 カフェ・ビストロ・ソレイアード フレンチ 413-0021
熱海市清水町4-16
SJビル2F

0557-85-5878 11：30～21：00 水曜日・第2・4火曜日

洋食 ローズマリー カフェ・レストラン 413-0022
熱海市昭和町22-22
小松ビル101

080-5161-9977 11：00～20：00 水曜日

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 リストランテヴィラ フクヒロ イタリア料理 413-0032 熱海市梅園町18-23 0557-78-0018
11：30～15：30　予約制

17：00～21：00　予約制
火・水・木

洋食 Le Proust MIURA フランス料理 413-0038 熱海市西熱海町1-19-43 0557-52-4029
11：30～13：30LO予約制

18：00～19：30LO予約制
水曜日・第1.3火曜日

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 「駒子レストラン」 薬膳料理 413-0002
熱海市伊豆山579
ジャンボー伊豆山1F

080-7230-5050
12：00～15：00　予約制

18：00～21：00　予約制
不定休

和食 居酒屋 甲 居酒屋 413-0002 熱海市伊豆山508-1 0557-80-3135 17：00～24：00 火曜日

和食 木村 そば店 和食・蕎麦 413-0002 熱海市伊豆山579 0557-80-2314
11：00～14：00
17：00～19：30

不定休

和食 さくら レストラン 413-0003
熱海市海光町1-5
熱海クリフサイド

090-4233-0745 18：00～20：30 水曜日・木曜日

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

和食 和食 駒 和食 413-0005 熱海市春日町17-18 0557-85-5111 17：00～21：30 日曜日

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 海鮮レストラン チップ レストラン 413-0011
熱海市田原本町9-1
第一ビル2F

0557-82-2982
10：00～20：30
17：00～要予約

木曜日
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和食 和風レストランたしろ レストラン 413-0011
熱海市田原本町9-1
第一ビルB1

0557-83-4650 11：00～20：00 日曜日

和食 伊豆中 ばんばん食堂 和食・割烹 413-0011
熱海市田原本町11-1
ラスカ熱海3F

0557-81-2880 11：00～21：30
(短縮等ラスカHPでご確認下さい)

無休
(ラスカ熱海の休館日に準ずる)

和食 どろめ 熱海駅前店 しらす・海鮮専門店 413-0011 熱海市田原本町3-17 0557-85-8800 11：00～19：00 無休

和食 お食事処 さくら 海鮮・定食 413-0011
熱海市田原本町9-1
第一ビル1F B102

0557-85-5910 11：00～20：30 水曜日・第2.4木曜日

和食 海のお食事処 でん助茶屋 海鮮御膳 413-0012 熱海市東海岸町14-66 0557-85-8000
11：30～15：00
17：30～20：30

無休

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3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 炭火焼 ホル満 居酒屋（ホルモン焼） 413-0013
熱海市銀座町9-12
AQUAビル1F

0557-81-8181 14：00～23：00 ほぼ年中無休

和食 うどん やまもと うどん・和食 413-0013 熱海市銀座町10-16 0557-81-2277
11：00～14：00
17：30～21：00

水曜日

和食 飲み食い処 山洋水産 和食・海鮮 413-0013 熱海市銀座町8-11 0557-81-1135
11：30～14：00
16：00～21：00

水曜日

和食 串焼旬菜 楽 串焼 413-0013 熱海市銀座町3-6 050-5488-5792 18：00～23：00 木曜日

和食 おばんざい こだま 和食 413-0013 熱海市銀座町5-1 0557-83-2694 17：00～21：00 日曜日・月曜日

和食 割烹居酒屋そのまま 割烹居酒屋 413-0013 熱海市銀座町3-5 0557-81-6561 17：00～23：00 水曜日・木曜日

和食 熱海銀座おさかな食堂 魚丼 413-0013 熱海市銀座町8-8 0557-82-3715 11：00～21：00 第3木曜日・その他

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 旬夏秋冬 和食 413-0014
熱海市渚町21-15
藤沢ビル1F

0557-85-3135
11：00～14：00
17：00～21：00

木曜日

和食 串特急熱海店 居酒屋 413-0014 熱海市渚町5-4 0557-86-5109 17：00～1：00 無休

和食 さくら レストラン 413-0014 熱海市渚町18-10 0557-83-0024 18：00～20：30 水曜日・木曜日

和食 季の食 妙
(トキノショク タエ)

居酒屋 413-0014 熱海市渚町15-2 0557-81-7802 17：30～21：00 水曜日

和食 あたみ食堂 和食(ひもの) 413-0014 熱海市渚町15-1 0557-52-6884 11：00～19：00 木曜日

和食 割烹 むらこし 和食・割烹 413-0014
熱海市渚町5-4
大館ビル1F

0557-83-6977 17：00～22：00 木曜日

和食 yoshi魚tei 和食 413-0014
熱海市渚町13-11
寿し忠ビル1F

0557-85-2007 11：00～20：00 LO19：30 月曜日・第3日曜日

和食 熱海渚町．おさかな丼屋・ビストロ 魚丼 413-0014
熱海市渚町5-1
大館ビル1F

0557-83-7055
11:00～18：00平日
11：00～20：00休日

第3金曜日・その他

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3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 くいしんぼう 居酒屋 413-0015 熱海市中央町4-10 0557-83-1957 18：00～24：00 不定休

和食 梅～や 和食 413-0015
熱海市中央町2-2
新玉ビル1F

090-3103-2932 11：00～19：00 水曜日・第2.4木曜日

和食 もちっこ茶家 初川 居酒屋 413-0015 熱海市中央町14-11 0557-83-7933 17：00～23：30 水曜日

和食 男の料理 居酒屋錦 居酒屋 413-0015 熱海市中央町5-2 0557-82-2491 17：00～23：00 木曜日

和食 伊八 居酒屋 413-0015 熱海市中央町3-10 0557-86-6922 18：00～23：00 日曜日

和食 おふくろの味 るい 居酒屋 413-0015 熱海市中央町4-5 0557-83-2955 18：00～24：00 不定休

和食 むさし乃 蕎麦 413-0015 熱海市中央町11-19 0557-81-3216 11：00～18：30 水曜日

和食 ひさ花 居酒屋(海鮮料理) 413-0015 熱海市中央町11-2 0557-85-3329 17：00～22：00 水曜日

和食 善作 蕎麦・寿司・海鮮・定食 413-0015 熱海市中央町18-10 0557-85-3260
11：30～15：00
17：30～21：00

不定休

和食 おばんざい 鶴亀(ツルキ) 和食 413-0015 熱海市中央町9-5
0557-81-5629
090-5626-6791

17：00～ 火曜日
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和食 味処 葵 和食 413-0015 熱海市中央町10-4 0557-81-9504 17：00～22：00 不定休

和食 熱海漁師めし どろめ 中央店 和食 413-0015 熱海市中央店12-8 0557-85-5270 11：00～22：00 火曜日

和食 まつい 和食・割烹 413-0015 熱海市中央町10-4 0557-81-0919 17：00～23：00 不定休

和食 ぶん太 居酒屋 413-0015
熱海市中央町10-2
中村ビル1F

0557-83-5510 18：00～24：00 不定休

和食 居酒屋 竹村 居酒屋(ラーメン) 413-0015
熱海市中央町16-5
根本ビル1F

0557-82-1888 20：00～5：00 月曜日

和食 鶏一 熱海本店 鶏唐揚 413-0015 熱海市中央町18-10 0557-27-2567 11：00～24：00 不定休

和食 茶懐石処 西紅亭 懐石料理 413-0016 熱海市水口町2-18-28 0557-81-9166
11：30～14：00
17：00～21：00

水曜日

和食 バルバルＡＴＡＭＩ 居酒屋 413-0019
熱海市咲見町7-48
咲見町ハイツ101

0557-48-6062 16：00～22：00 水曜日

和食 どろめ 咲見店 和食 413-0019
熱海市咲見町7-32
ユニオンビル1F

090-8420-5212 10：30～21：30 不定休

和食 柾家(マサヤ) 和食・割烹 413-0019 熱海市咲見町10-5 0557-83-7342 17：30～21：00 木曜日・第1水曜日

和食 なごみ 和食(創作割烹) 413-0019 熱海市咲見町4-36 0557-85-0123 11：00～21：00 水曜日

和食 うお咲 和食 413-0019
熱海市咲見町7-48
咲見町ハイツ102

0557-55-7639 11：00～21：00 木曜日

和食 龍華庭 ふくろう 創作和食 413-0019 熱海市咲見町7-34 0557-83-0040 17：30～21：00
月曜日・火曜日
水曜日・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

和食 和菜 蓬 和食 413-0021
熱海市清水町12-5
江原ビル1F

0557-82-4147 17：30～21：00 月曜日

和食 和食処 天匠(テンショウ) 和食・割烹 413-0021 熱海市清水町4-16 0557-82-3383 17：00～22：00 木曜日

和食 アンコール 居酒屋 413-0022 熱海市昭和町15-4 0557-81-1445 18：30～24：00 無休

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

和食 愛ちゃん 居酒屋 413-0023 熱海市和田浜南町2-20 0557-81-0557 18：30～22：00 不定休

和食 彦天 居酒屋 413-0024 熱海市和田町14-2 0557-86-1877 17：00～22：00 火曜日・水曜日

和食 うなぎ処 館 うなぎ・天ぷら・刺身 413-0101 熱海市上多賀959-4 0557-67-2725
11：30～14：00
17：30～19：00 LO

月曜日・火曜日
祝日除く

和食 味くらべ 和食・割烹 413-0102 熱海市下多賀491 0557-67-1065 11：00～20：00 木曜日

和食 新時の家 居酒屋 413-0102 熱海市下多賀433-13 0557-68-0800 19：00～24：00 月曜日

和食 伊豆料理 まきた 和食・割烹 413-0102 熱海市下多賀1374-43 0557-68-1237
11：30～14：00完全予約一組限定

17：00～21：00完全予約一組限定
不定休

和食 笑ぎょ 和食(地魚料理) 413-0103 熱海市網代55-8 0557-68-0663 17：00～20：00(変更有) 水曜日(最終週火.水連休)

和食 味里 和食・海鮮 413-0103 熱海市網代627-208 0557-67-4000
11：00～15：00
17：00～22：00 LO

火曜日

和食 和ダイニング あじあじ 和食・割烹 413-0103 熱海市網代279-31 0557-68-1204
12：00～14：00
18：00～20：30

火曜日


