ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称

施設所在地

熱海櫂雲

熱海市網代627-1298

魚菜宿大鯛

熱海市網代627-641

Ａｇｉ・Ｌｏｄｇｅ

熱海市網代627-740

海彩テラス熱海

熱海市網代627-935

竹林庵

熱海市網代字網代山627-363

みずの

あじろ磯舟ホテル

熱海市網代字網代山627番地506

ＩＳＨＩＮＯＹＡ 熱海

熱海市熱海1739-35

熱海森の温泉ホテル

熱海市熱海1890番地の16号

ホテルニューアカオ

熱海市熱海1993-250

夢寿庵

熱海市熱海1993-351

THE

熱海市熱海1993-237

HIRAMATSU HOTELS＆RESORTS 熱海

山龢

熱海市網代591-103

大江戸温泉物語

熱海市伊豆山190-1

ホテルニューさがみや

熱海市伊豆山601番地

東急ハーヴェストクラブ熱海伊豆山＆VIALA

熱海市伊豆山824-5

ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド

熱海市伊豆山1048-4

熱海倶楽部迎賓館

熱海市伊豆山1171

ゆとりろ熱海

熱海市伊豆山1173-534

ニューウェルシティ湯河原

熱海市泉107番地

古民家さくらや

熱海市泉189-1

川堰苑

熱海市泉266

御宿

伊
豆

熱海伊豆山ホテル水葉亭

いすゞホテル
瑞鷹

熱海市泉226-70

ゆがわら大野屋旅館

熱海市泉231-54

ペンション プリンス

熱海市泉412-91

伊藤忠健保熱海伊豆山荘

熱海市泉412‐245

ハートピア熱海

熱海市伊豆山717番地18

シーサイドいずたが

熱海市上多賀12外

ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

熱海市海光町7-79

報道健保熱海荘

熱海市海光町7-64

熱海共済会館

ＫＫＲホテル熱海

熱海市春日町7-39

ホテル弥生

熱海市春日町8-24

guesthouse ennova

熱海市春日町15-40ボーダーレスビル3F

熱海来宮の湯

熱海市上宿町19-5

松月

ペンションアフターデイズ

熱海市上多賀48

UMITO

熱海市上多賀1027-79外

VOYAGE

ATAMI

iHouse あたみんち

熱海市上多賀字藤広地1065番地973

ニューフジヤホテル

熱海市銀座町1番16号

guest house MARUYA

熱海市銀座町7-8 1F

ロマンス座カド

熱海市銀座町8-11

新かどや

熱海市小嵐町14番8号

レクトーレ熱海小嵐

熱海市小嵐町15-9

料理旅館 熱海

熱海市小嵐町1番16号

小嵐亭

熱海ＴＥＮＳＵＩ

熱海市小嵐町2-3

海風テラスあたみ

熱海市小嵐町4-12

旅館

熱海市小嵐町5-2

かみむら
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
四季倶楽部シオン熱海

熱海市小嵐町9-17

熱海温泉ホテル

熱海市咲見町4-6

夢いろは

リラックスリゾートホテル

熱海市咲見町6-41

グランビュー熱海

熱海市咲見町8-9

ファンシービジネスホテル

熱海市咲見町10番10号

旅館瑞宝荘

熱海市咲見町10-8

東京トラック事業健康保険組合保養所あじろ

熱海市下多賀25-1

離れ

海いろ別邸

熱海市下多賀37-8

海のはな

熱海市下多賀37-9

杜の湯

時間を旅する宿
南風荘

熱海市下多賀123の1

網代観光ホテル

熱海市下多賀134

伊豆の里こなや

熱海市下多賀171

ホテル大和

熱海市下多賀441-1

磯料理・海辺の湯の宿 平鶴

熱海市下多賀493番地

サンユー建設株式会社 伊豆網代温泉

伊
豆

施設所在地

松風苑 熱海市下多賀660番地

熱海紅楼

熱海市下多賀708-16

ペンション紙風船

熱海市下多賀1117-6

潮騒の宿ふじま

熱海市下多賀1470-5

ニューとみよし

熱海市下多賀字長浜1472-1

みやこ荘

熱海市下多賀1480

温泉宿

熱海市下多賀1481-1

やどかり

旅館いざわ荘

熱海市下多賀1484

長濱苑

熱海市下多賀1484-19

IZU-ATAMI Ocean-View House

熱海市下多賀1702番899

ＡＴＡＭＩ オーシャン・リトリート

熱海市下多賀1702-913 あじろ南熱海が丘Ｈ18

立花旅館

熱海市昭和町5番13号

熱海金城館

熱海市昭和町10-33

昭和倶楽部

熱海市昭和町17-31

熱海聚楽ホテル

熱海市田原本町2-19

伊東園ホテル

熱海館

熱海市田原本町4番16号

山木旅館

熱海市中央町14-9

料理旅館 渚館

熱海市渚町11-11

LiVEMAX RESORT 熱海Ocean

熱海市渚町22番8号

玉の湯ホテル

熱海市渚町26番11号

ほり多

熱海市西山町5-13

法悦

熱海市西山町10-9

旅館

芳泉閣

熱海市西山町16番6号

四季倶楽部熱海青青荘

熱海市西山町18-6

グランドエクシブ初島クラブ

熱海市初島800

大観荘

熱海市林ヶ丘町7番1号

熱海風雅

熱海市梅園町16-8

古屋旅館

熱海市東海岸5-24

湯宿みかんの木

熱海市東海岸町1-11

ホテル貫一

熱海市東海岸町1-2

ホテルミクラス

熱海市東海岸町3-19
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
ホテルかつら

熱海市東海岸町3-23

さくらや旅館

熱海市東海岸町9-11

熱海シーサイドスパ＆リゾート

熱海市東海岸町6-53

三平荘

熱海市水口町1-7

かんぽの宿熱海本館

熱海市水口町2丁目12番3号

ロイヤル化粧品株式会社

伊
豆

施設所在地

熱海ニュー美松

熱海市水口町2-16-66

和み

熱海市水口町2-18-11

一休庵

熱海市水口町2-20-17

ふふ熱海

熱海市水口町11-48

おお川旅館

熱海市水口町11番32号

山の上ホテル

熱海市紅葉ガ丘町7-6

四季倶楽部熱海望洋館

熱海市桃山町8-27

レクトーレ熱海桃山

熱海市桃山町11-44

ザ グラン リゾート エレガンテ熱海

熱海市桃山町12-13

ホテル サンミ倶楽部

熱海市和田浜南町5番8号

みのやホテル

熱海市和田浜南町7-12

秀花園

熱海市和田浜南町7-13

湯の花膳

ウオミサキホテル

熱海市和田浜南町7-2

熱海後楽園ホテル

熱海市和田浜南町10番1号

あたみ石亭

熱海市和田町6-17

ピノキオ

伊豆市上白岩1720-18

神代の湯

伊豆市梅木367-15

湯治場21 大見山荘

伊豆市梅木70-6

ホテルオリーブの木

伊豆市瓜生野322-1

株式会社時之栖

伊豆市瓜生野字長畑410-1

百笑の湯

山あいの宿 うえだ

伊豆市上船原466番地1

船原館

伊豆市上船原字野尻518-1

BLUE EDEN

伊豆市小土肥1492-5

磯の香

伊豆市小土肥227-1

頬杖の刻

伊豆市小土肥309-1

割烹旅館 しもむら

伊豆市上白岩1298

東府やResort＆Spa-Izu

伊豆市吉奈98番地

ふたりとわに

伊豆市小下田1341-4

縁

瑠璃花

伊豆市小下田2339-1

オーシャンビューリゾート岬

伊豆市小下田3135-1

ペンション マリンメイツ

伊豆市下小田3150-4

ホテルワイナリーヒル

伊豆市下白岩1434

修善寺フォーレスト

伊豆市下白岩1451-9

瑞の里

伊豆市修善寺1146-6

○久旅館

宙 SORA 渡月荘 金龍

伊豆市修善寺3455

温泉宿

伊豆市修善寺3463-17

水ぐち

湯めぐりの宿
ねの湯

修善寺温泉

桂川

伊豆市修善寺860

対山荘

伊豆市修善寺883

Hostel Knot

伊豆市修善寺985-1

金福荘

伊豆市修善寺997-2
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
民宿

伊
豆

施設所在地

福井

伊豆市修善寺1049

ブリーズベイ修善寺ホテル

伊豆市修善寺3431

湯回廊

伊豆市修善寺874-1

菊屋

UFUFU VILLAGE

伊豆市月ヶ瀬425-1

月ヶ瀬温泉 雲風々

伊豆市月ヶ瀬499-1

大江戸温泉物語土肥マリンホテル

伊豆市土肥2791-4

碧き凪ぎの明治館

伊豆市土肥2849-3

たたみの宿 湯の花亭

伊豆市土肥2849番地の5

牧水荘

伊豆市土肥289番地の2

土肥館

新海花亭いずみ

伊豆市土肥2914-6

土肥温泉ホテルみなみ荘

伊豆市土肥336-1

潮騒

伊豆市土肥347

粋松亭

伊豆市土肥415-4

土肥ふじやホテル

伊豆市土肥478-1

和の匠

伊豆市土肥748

花暖簾

温泉民宿 ふくむろ

伊豆市土肥825

旅館松屋

伊豆市土肥2668-3

坂聖・玉樟園

伊豆市土肥284-2

無雙庵枇杷

伊豆市土肥259-1

民宿旅館わくだや

伊豆市土肥2789

昭和館

伊豆市土肥306-1

旅館

伊豆市土肥392

野田宗

田中屋

伊豆市土肥字松原2649-17

富士陽光ホテル

伊豆市冷川大幡野1524-1890

嵯峨沢館

伊豆市門野原400-1

やぎさわ荘

伊豆市八木沢1363-1

富岳群青

伊豆市八木沢2461-1

伊東園ホテル土肥

伊豆市八木沢3864

おもひで野じんで

伊豆市八木沢405

白壁

伊豆市湯ヶ島1594

ＡＲＣＡＮＡ

ＩＺＵ

伊豆市湯ヶ島1662-1

おちあいろう

伊豆市湯ヶ島1887-1

あせび野

伊豆市湯ヶ島1931-+1

LiVEMAX RESORT 天城湯ヶ島

伊豆市湯ヶ島2821-4

たつた

伊豆市湯ヶ島347番地

湯本館

伊豆市湯ケ島1656-1

天城ベニ屋

伊豆市湯ケ島1882-6

いろりの宿三吉

伊豆市湯ケ島1972-1

伊豆長岡温泉国際旅館 萬来

伊豆の国市字尾之上71外

大仁研修センター

伊豆の国市浮橋1601-1

富士屋旅館

伊豆の国市大仁485-1

みかどや旅館

伊豆の国市大仁440

旅館一二三荘

伊豆の国市大仁503

姫の湯荘

伊豆の国市古奈1138

おおとり荘

伊豆の国市古奈1144
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
弘法の湯

伊豆の国市古奈1179

ゑびすや旅館

伊豆の国市古奈1186

ホテルサンバレー富士見

伊豆の国市古奈185-1

伊古奈荘

伊豆の国市古奈243-3

楽山やすだ

伊豆の国市古奈28

コナステイ伊豆長岡

伊豆の国市古奈307

株式会社 古奈ホテル

伊豆の国市古奈31

ホテル

伊豆の国市古奈351-2

アクアサンタ

有限会社 あづまや旅館

伊豆の国市古奈39外

富嶽はなぶさ

伊豆の国市古奈407

香湯楼井川

伊豆の国市古奈43-2

(有)松城館

伊豆の国市古奈55

頼朝の湯 本陣

伊豆の国市古奈6

伊豆長岡保養所

伊
豆

施設所在地

千歳荘

伊豆の国市古奈82

伊豆長岡温泉京急ホテル

伊豆の国市古奈169-1

すみよし館

伊豆の国市古奈字古奈前1149-1

伊豆Ricca

伊豆の国市立花3丁目120

IZU VILLAGE HESO HOTEL

伊豆の国市田京195-2

リゾート倶楽部スターヒルズ

伊豆の国市田中山1734-1

一句石

伊豆の国市中1360-1

いづみ荘

伊豆の国市長岡1045-1

福狸亭小川家

伊豆の国市長岡1054-3

さかなやアネックスホテル茜

伊豆の国市長岡123

かめや恵庵

伊豆の国市長岡1308-5外

桂の泉

伊豆の国市長岡1348-10

石のや

伊豆長岡

ニュー八景園

伊豆の国市長岡192

別館

伊豆の国市長岡206-5

ニュー八景園

伊豆の国市長岡211

サンバレーアネックス

伊豆の国市長岡351-1

伊豆長岡ホテル天坊

伊豆の国市長岡431-1

湯めぐりの宿吉春

伊豆の国市長岡989-10

小松屋

伊豆の国市長岡1056－1

八の坊

伊豆長岡金城館

伊豆の国市長岡1035-1

あやめの宿

伊豆の国市長岡1040-1外

弘法の湯 長岡店

伊豆の国市長岡1110

ホテルサンバレー伊豆長岡

伊豆の国市長岡659-6外

ホテルサンバレー和楽

伊豆の国市長岡字天王洞995-3

モビリティーパーク

伊豆の国市長者原1445-481

貸別荘シエスタ

伊豆の国市奈古谷2205-471

伊豆畑毛温泉

大仙家

伊豆の国市奈古谷655

COCOTIER

伊豆の国市韮山多田982-117

大仁ホテル

伊豆の国市吉田1178

三養荘

伊豆の国市墹之上270

赤沢温泉ホテル

伊東市赤沢163-1

赤沢合宿所

伊東市赤沢167-11
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認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
ルネッサ赤沢

伊東市赤沢190-5

ペンション マーフィ

伊東市赤沢258-87

オシャンビューヴィラジェイズ

伊東市新井510-26

グランベール

伊東市池614-144

ＭＥＲＣＩ ０８２３

伊東市池614-151

ペンションマーガレット

伊東市池614-179

森のしずく

伊東市池614-246

貸別荘

伊東市池631-51

ブーケ

レ・セゾン

伊東市池635-129

ビタミンハウス伊豆高原

伊東市池615-101

アースルーフ

伊東市池615-87

ピーコック・ヒル

伊東市池686-22

小さな湯の宿

伊東市池893-140

みたにや

ペット&スパホテル伊豆高原

伊東市池893-102

プチホテル クラリス

伊東市池893-42

伊豆高原ペンション・ノエル

伊東市池字中野615-76外

オーベルジュ

伊東市池字中野624-7

ミヨー

ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭

伊東市猪戸2-3-1

民宿海風荘

伊東市宇佐美1803-13

和風ペンション

伊
豆

施設所在地

りんうっど

伊東市宇佐美3243-39

金目鯛の宿 こころね

伊東市宇佐美3713-16

民宿ふかべ

伊東市宇佐美416の1

UMI HOTEL ANNEX

伊東市宇佐美1746-2

ホテルふたり木もれ陽

伊東市宇佐美3594-809

波音テラス

伊東市宇佐美3713-23

Smart House Riverside

伊東市宇佐美407-1

ハトヤホテル

伊東市岡1391

ゲストハウス倭荘

伊東市岡1391-52

青山やまと

伊東市岡203

ホテル

Refresh

Care Spa

伊東市岡349

マストランプ

伊東市岡370

花季

伊東市岡75-32

Ｈｏｌｉｄａｙ

Ｈｏｕｓｅ

森の隠れ家

伊東市荻539-52

ホテル緑風園

伊東市音無町3-1

ぷちほてる 風のぼん

伊東市川奈1367-22

伊東遊季亭川奈別邸

伊東市川奈1385-1

川奈ホテル

伊東市川奈1459

ペンション日下部

伊東市川奈1237-4

ペンション アドマーニ

伊東市川奈1237-8

ヒルズ川奈

伊東市川奈370-4

優鶴

伊東市鎌田1075－63

淘心庵

米屋

伊東市鎌田字園林280-1

山望館

伊東市銀座元町5-8

伊東園ホテル松川館

伊東市寿町1-1

伊東ホテルニュー岡部

伊東市桜木町2-1-1
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

伊
豆

施設名称

施設所在地

梅屋旅館

伊東市猪戸1-6-5

ペンション一碧湖

伊東市十足610-197外

オーベルジュ・ルタン

伊東市十足614-187

陽気館

伊東市末広町2-24

ホテルラヴィエ川良

伊東市竹の内1-1-3

きた岡

伊東市竹の内1-2-39

ホテル暖香園

伊東市竹の内1-3-6

ホテルハーヴェスト伊東

伊東市竹の内1-5-14

ホテルリーデント伊東

伊東市中央町13-39

HINASAKU

伊東市富戸1105-15

花生の郷

伊東市富戸1209-46

サテンドール

伊東市富戸1317-2588

アクアペンションマリンブルー伊豆高原

伊東市富戸908-110

ドリームジャーニー優雅

伊東市八幡野1249-125

品川荘

伊東市広野1-3-17

伊東小涌園

伊東市広野2丁目2番5号

伊東倶楽部

伊東市瓶山1-1-23

Aqua Pension Marin Villa

伊東市富戸1023-7

伊豆高原の小さなオーベルジュ アルシオン

伊東市富戸1038-68

お宿

伊東市富戸1094-12外

癒楽里

蔵の宿ひなた

伊東市富戸1095-216

ラブリー・ワンズ

伊東市富戸1095-97

リバティヒル

伊東市富戸1102－50

ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾎﾃﾙ 欧羅巴館 ガラスの城

伊東市富戸1104-81

一本のえんぴつ

伊東市富戸1145-16

プチホテル陽だまりの丘

伊東市富戸1145-53

旅亭懐石 曽我

伊東市富戸1169-20

カントリーインギャレー

伊東市富戸1169-27外

ぶるうまあぶる

伊東市富戸1315-85外

グランピング伊豆シャボテンヴィレッジ

伊東市富戸1317-13

パーソナルペンション遊タイム

伊東市富戸1317-2249

パルテール

伊東市富戸1317-3335

ペンションさんぽみち

伊東市富戸1317-3949

プチホテル渚苑

伊東市富戸1317-5667

プチホテル伊豆シャボテンヴィレッジ

伊東市富戸1317-590

シェンロン（チャイニーズオーベルジュ仙頭飯店） 伊東市富戸1317-5719

Tyler's Flat
天然温泉の宿
ホテル

伊東市富戸1317-3655
かきの木

伊東市富戸266-3

南回帰線

伊東市富戸842-118

ペンション サニーサラダ

伊東市富戸908-36

玉響の風

伊東市富戸965

ウブドの森

伊東市富戸1007-21

クイール

伊東市富戸1045-1

シャトー・レ・フルー

伊東市富戸1095-378

プチホテル Coco Ange

伊東市富戸1099-15
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称

施設所在地

プチホテル花いかだ

伊東市富戸1102-64

ペンション ロックアイランド

伊東市富戸1104-62

rakuyadoはなはな

伊東市富戸1104-63

ペンションホライゾン

伊東市富戸1131－82

自然家.Haco

伊東市富戸1160-11

おやど

伊東市富戸1169-62

華瑞季

高原の宿 夢海月

伊東市富戸1317-1255

ゲストハウス海空

伊東市富戸1317-1259

スマートステイ大室山3合目

伊東市富戸1317-411

B&Bゲストハウス 輪の宿

伊東市富戸1317-5700

ヴィラージュ伊豆高原

伊東市富戸1317-8

ピースフルムーン by Gravity

伊東市富戸842-173

テラス城ヶ崎

伊東市富戸字四辻920-48

ラグジュアリーログ煖炉

伊東市富戸字先原1317-1111

プチホテル介山

伊東市富戸字先原下1095-225

LiVEMAX

RESORT

伊東川奈

伊東市富戸字三野原1301

有限会社 城ヶ崎川上ペンション

伊東市富戸字丁場785-3

コテージホテル大いなる海

伊東市富戸字水口1103-42外

海とエステと美肌風呂の宿

天使のイルカ！

伊東園ホテル

伊
豆

伊東市富戸字水口1104-61
伊東市松川町1番12号

ホテル伊東ガーデン

伊東市松原655

山岸園

伊東市松原657-4

ホテルよしの

伊東市松原745-5

あゆの風

伊東市松原794-1

ルネッサ城ヶ崎

伊東市八幡野1030-16

ダイビングリゾートオーパ

伊東市八幡野1031-11

star field

伊東市八幡野1031-23

マリンブルー別邸

伊東市八幡野1033-123

さらの木

伊東市八幡野1039-100外

ペンション伊豆高原

伊東市八幡野1069-34

にこまめち

伊東市八幡野1081-27

レジーナリゾート伊豆無鄰

伊東市八幡野1086-88

はんなり伊豆高原

伊東市八幡野1113-15

ペンションモルゲン

伊東市八幡野1125-42

CARO FORESTA 伊豆高原Cuore

伊東市八幡野1131-60

日の出屋旅館

伊東市八幡野1189-19

カントリーイン

ピーウィット

伊東市八幡野1231-25

アクアガーデン ラグドール

伊東市八幡野1235-15

プチホテル フロマージュ

伊東市八幡野1236-12

セント

伊東市八幡野1243-75

ペンション・ポテリ

伊東市八幡野1247-16

舞

伊東市八幡野1247-8

プチ・ラパン

伊東市八幡野1249-33

オレンジベリー

伊東市八幡野1250-23

青い風ガーデン

伊東市八幡野1250-34
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
UMITO the salon IZU

伊東市八幡野1253-25

ペンションウェーブ・イン

伊東市八幡野1276-66

ペンション とうてんぽーる

伊東市八幡野1305-10

ペンテル無限館

伊東市八幡野1324-33

ペンションノーヴァ

伊東市八幡野1357-40

キャプテンズキャビン

伊東市八幡野1588-130外

LiVEMAX RESORT 城ヶ崎海岸

伊東市八幡野1736-5

料理の宿 伊豆のうみ

伊東市八幡野1741-204

赤沢迎賓館

伊東市八幡野1754-114-3

愛犬と泊まる宿

ななつぼし

伊東市八幡野1759-231

プチホテル ベルエポック

伊東市八幡野1759-651

民宿

伊東市八幡野757

豆東園

海が庭

伊
豆

施設所在地

みなとや

伊東市八幡野829

ころぽっくる

伊東市八幡野字株尻1283-91

伊豆高原 凛区

伊東市八幡野字峠1759-658

伊豆高原・城ヶ崎温泉 花吹雪

伊東市八幡野1041

月宿

伊東市八幡野1236-28

楽

かざみどり

伊東市八幡野1276-19

ファスティングホテル海の杜

伊東市八幡野1030－31

ペンション花月荘

伊東市八幡野１０８６－４８

We Home Villa 城ヶ崎温泉

伊東市八幡野1086-66

大田区立伊豆高原学園

伊東市八幡野1154-3

ゲストハウス風曜日

伊東市八幡野1253-145

伊豆高原ホテル五つ星

伊東市八幡野1269-1

海のごちそうWATANABE

伊東市八幡野1276－26

八幡野温泉郷

伊東市八幡野1326-5

杜の湯 きらの里

マリンゾロリゾート

伊東市八幡野1352-72

Ｓｙｕｈａｒｉ(シュハリ)

伊東市八幡野1355-17

木もれ日

伊東市八幡野1588-441

大室の杜 玉翠

伊東市八幡野字立土1357-10

SEVEN SEAS HOTEL ITO

伊東市湯川2-3-10

自家源泉くつろぎの宿

伊東市湯川295

伊東温泉 久遠－ＫＵＯＮ－

かめや楽寛

伊東市湯川2丁目4-12

ホテル伊藤パウエル

伊東市湯川4-2-15

サンハトヤ

伊東市湯川572-12

ビーチコミューン

シンプルース

伊東市湯川662-251

うさぎの時計

伊東市湯川662-100

サザンクロスリゾート

伊東市吉田1006

アップルシード

伊東市吉田843-69

グリーンディッシュ

伊東市吉田911-8

ペンション マリンヒルズ

伊東市吉田976-36外

伊豆高原温泉ホテル 森の泉

伊東市吉田901-75

凪の庄

伊東市吉田976-1

アンダの森

伊東市吉田字西片瀬836-2

Smart Stay伊東301

伊東市和田2-2-50
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

伊
豆

施設名称

施設所在地

スマートステイ伊東201

伊東市和田2-2-50 Smart Stay伊東2階201号室

Smart Stay伊東302

伊東市和田2-2-50 Smart Stay伊東3階302号室

河津温泉郷 海遊亭

賀茂郡河津町浜64-1-1

熱川温泉 粋光

賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

花海月

賀茂郡河津町谷津807-66

青木の坂

賀茂郡河津町梨本342-1

天城荘

賀茂郡河津町梨本359

七滝温泉ホテル

賀茂郡河津町梨本372

かわづビジネスホテル

賀茂郡河津町浜160-3

太洋荘

賀茂郡河津町見高112

今井荘

賀茂郡河津町見高127

桐のかほり 咲楽

賀茂郡河津町見高182-35

かね吉一燈庵

賀茂郡河津町見高123-5

伊豆今井浜東急ホテル

賀茂郡河津町見高35-1

むつみ庵

賀茂郡河津町見高777-7

相沢荘

賀茂郡河津町見高465

花の風

賀茂郡河津町見高97-73

ペンション ビーチサイド100

賀茂郡河津町見髙97-74

ヴィラ今井浜

賀茂郡河津町見高字長野志妻2312-51

ホテル

賀茂郡河津町峰1169-13

四季の蔵

かわづの里

賀茂郡河津町峰520-1

リバティーリゾート アミドローラ

賀茂郡河津町谷津171

石田屋旅館

賀茂郡河津町谷津226

旅師の宿 やかた

賀茂郡河津町谷津326

Gallery Court Ofa Atu

賀茂郡河津町谷津223-7

鉱石ミネラル嵐の湯 湯治の館

賀茂郡河津町谷津398-1

福田家

賀茂郡河津町湯ケ野236

ファミリーアンドリゾート川ばた

賀茂郡河津町川津筏場188

ペンション グランポルテ

賀茂郡河津町川津筏場625-4

銀泉

賀茂郡河津町浜182-2

Tiny Base Sea(トレーラーハウス1)

賀茂郡河津町浜390-1

菖蒲沢

賀茂郡河津町浜407-41

木の家

Tiny Base THE ROCK(トレーラーハウス2）

賀茂郡河津町浜410-146

Tiny Base The River

賀茂郡河津町浜74-2

河津浜

木の家

賀茂郡河津町浜75-2

懐-KAI-

賀茂郡河津町峰字菩提寺372番地

漁火の宿 大和丸

賀茂郡西伊豆町宇久須202-97

宇久須

賀茂郡西伊豆町宇久須671-1

伊豆一

西伊豆クリスタルビューホテル

賀茂郡西伊豆町宇久須2102-1

まきば

賀茂郡西伊豆町宇久須245-1

旅館たか屋

賀茂郡西伊豆町田子1506-1

まるい

賀茂郡西伊豆町仁科1812-1

真由子

賀茂郡西伊豆町仁科1935-2

ペンション たーこいずぶるー

賀茂郡西伊豆町仁科1946-2

シーサイド堂ヶ島

賀茂郡西伊豆町仁科2121-3
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

伊
豆

施設名称

施設所在地

大屋荘

賀茂郡西伊豆町仁科2186-1

五輪館

賀茂郡西伊豆町仁科2203-3

堂ヶ島ホテル天遊

賀茂郡西伊豆町仁科2962

堂ヶ島ニュー銀水

賀茂郡西伊豆町仁科字鍔沢上2977-1

保海荘

賀茂郡西伊豆町仁科字沢田1969-1

三洋荘

賀茂郡西伊豆町仁科1935-3

il-azzurri(イル・アズーリ)

賀茂郡西伊豆町仁科2145

小春荘

賀茂郡西伊豆町仁科1934-3

ちから

賀茂郡西伊豆町仁科1949-2

繭二梁

賀茂郡西伊豆町仁科2035-1

旅乃宿 ふかい

賀茂郡西伊豆町仁科2819-1

仔犬のワルツ

賀茂郡西伊豆町仁科2860-5

堂ヶ島温泉ホテル

賀茂郡西伊豆町仁科2960

堂ヶ島ランドホピア

賀茂郡西伊豆町仁科3029-72

御宿

賀茂郡西伊豆町仁科490

武蔵

ペンション サーフライダー

賀茂郡西伊豆町仁科521-185

由㐂松

賀茂郡西伊豆町仁科793-2

磯善まえだ苑

賀茂郡東伊豆町稲取1008-1-4

稲取赤尾ホテル

賀茂郡東伊豆町稲取1050

心湯の宿 Sazana

賀茂郡東伊豆町稲取1594-1

稲取東海ホテル湯苑

賀茂郡東伊豆町稲取1599-1

磯の宿

賀茂郡東伊豆町稲取1604-1

石花海

稲取銀水荘

賀茂郡東伊豆町稲取1624-1外多数

伊豆に隠れ宿水生の庄

賀茂郡東伊豆町稲取3066-5

旅館喜久多

賀茂郡東伊豆町稲取1568番地の1外

ホテル

賀茂郡東伊豆町稲取1017

浜の湯

伊東園ホテル稲取

賀茂郡東伊豆町稲取1021-24

いなとり荘

賀茂郡東伊豆町稲取1531外

SPA・RESORT 竜宮の使い

賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

はまべ荘

賀茂郡東伊豆町稲取宇田町373

いさり火

賀茂郡東伊豆町大川31-4

踊子の園

賀茂郡東伊豆町大川1039-39

片瀬館ひいな

賀茂郡東伊豆町片瀬6-1

福松荘

賀茂郡東伊豆町片瀬53-1

民宿

はまゆう

賀茂郡東伊豆町片瀬577-14

大観荘

賀茂郡東伊豆町白田204

民宿かねみ荘

賀茂郡東伊豆町白田56-3

福の湯

賀茂郡東伊豆町白田1733-63

長さんの工房

賀茂郡東伊豆町白田1458-208

北川温泉ホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本1127-14

望水

賀茂郡東伊豆町奈良本1126-6

伊豆熱川あじさいスパリゾート

賀茂郡東伊豆町奈良本1246-73

熱川プリンスホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本1248-3

ウィークリーインカンタベリー

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-71

伊東園ホテル熱川

賀茂郡東伊豆町奈良本1267-2
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
ザ・スイート 伊豆ホテルリゾート＆スパ

賀茂郡東伊豆町奈良本1457-34

ペンション クノッソス

賀茂郡東伊豆町奈良本1496-18

奈良偲の里 玉翠

賀茂郡東伊豆町奈良本39-1

国民宿舎伊豆熱川荘

賀茂郡東伊豆町奈良本969-1

玉翠館

賀茂郡東伊豆町奈良本971-1

ホテル志なよし

賀茂郡東伊豆町奈良本983-1

潮風

賀茂郡東伊豆町奈良本1237-23

ふたりの湯宿

湯花満開

賀茂郡東伊豆町奈良本987番地の1

星ホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本1205-116

熱川ハイツ

賀茂郡東伊豆町奈良本1240-14

ゲストハウス

伊
豆

施設所在地

つくし館

賀茂郡東伊豆町奈良本字熱川981-1、981-5

エルブルズ

賀茂郡東伊豆町白田1458-21外

宮田荘

賀茂郡東伊豆町白田188-1

コート・ロシューズ

賀茂郡松崎町岩地258-1

青風園

賀茂郡松崎町岩地416

まつざき海浜荘

賀茂郡松崎町江奈207-2-1

伊豆まつざき荘

賀茂郡松崎町江奈210-1

伊東園ホテル松崎

賀茂郡松崎町江奈211-5

西伊豆松崎伊東園ホテル

賀茂郡松崎町江奈211-5

網元の宿 しょうふう亭

賀茂郡松崎町雲見1649-2

民宿番上屋

賀茂郡松崎町雲見326

吉右衛門

賀茂郡松崎町雲見357

いなばや旅館

賀茂郡松崎町雲見420

長右ェ門

賀茂郡松崎町雲見465

又五郎

賀茂郡松崎町雲見467

大漁

賀茂郡松崎町雲見323

美沢屋

賀茂郡松崎町雲見367

仙造屋

賀茂郡松崎町雲見365

温泉民宿宮の久保荘別館浜道楽

賀茂郡松崎町雲見385-1

源泉旅館 山芳園

賀茂郡松崎町桜田569-1外

炉ばた館

賀茂郡松崎町道部58-2

御宿

賀茂郡松崎町宮内284

しんしま

ヴィラ扇

賀茂郡松崎町宮内

しいの木やま

賀茂郡南伊豆町伊浜2222-2

石花海別邸 かぎや

賀茂郡南伊豆町加納508

横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園

賀茂郡南伊豆町子浦1437

Guest House Daja

賀茂郡南伊豆町子浦1626

石廊館

賀茂郡南伊豆町下賀茂204-2

ホテル河内屋

賀茂郡南伊豆町下賀茂436-1

みなみの家

賀茂郡南伊豆町中木43

らいずや

賀茂郡南伊豆町湊1034-1外

紺屋荘

賀茂郡南伊豆町湊1182外

宿 ○文

賀茂郡南伊豆町湊1561

下田ダイバーズ

賀茂郡南伊豆町湊233-1

大阪屋

賀茂郡南伊豆町湊565
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
和みの宿 弓ヶ浜いち番館

賀茂郡南伊豆町湊745外

Sea Side Pension 波音

賀茂郡南伊豆町湊873-12外

季一遊

賀茂郡南伊豆町湊字川口902-1

ひがし

賀茂郡南伊豆町湊612他

ペンション弓ヶ浜

賀茂郡南伊豆町湊896-13

民宿旅館臼井荘

賀茂郡南伊豆町湊973-5

民宿森屋

賀茂郡南伊豆町湊732

龍宮

賀茂郡南伊豆町石廊崎409

ブルーイングリーン

賀茂郡南伊豆町小浦字大浜1367-3

ゲストハウスりん

賀茂郡南伊豆町手石432-1

小さなリゾートハウス

賀茂郡南伊豆町伊浜2131-4

坂下

賀茂郡南伊豆町下流19

とみや

賀茂郡南伊豆町妻良830

下田海浜ホテル

下田市3丁目26-7

ホテルウラガ

下田市3丁目3-10

下田東急ホテル

下田市5丁目12-1

ホテル

東
部

施設所在地

クリフサイド

下田市柿崎1126-5

PENSION Little Wave

下田市柿崎1128-7

下田聚楽ホテル

下田市柿崎21-5

黒船ホテル

下田市柿崎3-8

ホテル山田屋

下田市柿崎40-61

風待ち御宿 来夢や

下田市柿崎4-18

ならいの風

下田市柿崎700

ムーン・リバージュ

下田市柿崎807

旅館

下田市柿崎字大原633

下田ビューホテル

清流荘

下田市河内２－２

バイザシー

下田市吉佐美2248-2

アメリカンハウスコージー

下田市吉佐美1903-1

寿荘

下田市吉佐美字浜條1778

伊豆下田 見晴亭

下田市三丁目17-49

ＡＩＵＥＯ

下田市白浜1019-4

民宿

下田市白浜1232-1

みどり荘

Sea Shell

下田市白浜1755

アイランドビレッジ

下田市白浜2584-27

ホテル伊豆急

下田市白浜2732番地の7

旅館

福助

下田市白浜2745-2

Casa della nonna

下田市白浜2754-40

ペンション

下田市白浜981-6

エクシード・プレイヤーズ・クラブ

和風ペンションとよしま
ビーチサイド

下田市白浜字泉1837-1

ココモ

下田市田牛332

LiVEMAX RESORT 伊豆下田

下田市田牛711-3

お宿

下田市立野41-1

星めぐり

野の花亭こむらさき

下田市西本郷1-5-30

コミュニティスペース羽衣

下田市二丁目2-6

ホテル

下田市東本郷1丁目1番5号

マルセイユ
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

伊
豆

東
部

施設名称

施設所在地

下田セントラルホテル

下田市湯ヶ野字向伊田252番地

クアホテル石橋旅館

下田市蓮台寺185-1

大地の彩 花月亭

下田市蓮台寺273-2

お宿

下田市横川1047-3

森のおくりもの

下田ベイクロシオ

下田市柿崎4-1

和風ペンション

下田市吉佐美281-2

タムレ

下田大和館

下田市吉佐美字多々戸2046外

ペンション 多々戸浜

下田市吉佐美字多々戸42-1

ビジネスホテルとん亭

下田市東本郷1-4-3、3-5F

潮騒

下田市白浜1255

民宿

南風

下田市白浜1416-1

下田プリンスホテル

下田市白浜1547-1

ペンションタートルハウス

下田市白浜1738、1739-1

勝五郎

下田市白浜２１８９-１

民宿鳴海

下田市白浜２２１６

温泉民宿 芦原

下田市白浜2228-1

海の見える小さなホテル アリエッタ

下田市白浜2513-19

ペンション桜家

下田市白浜2584-20

ノスタルジア

下田市白浜871

ヴィラ白浜

下田市白浜字尾龍2416-10外

伊東園ホテルはな岬

下田市武ガ浜6-12

かんなみスプリングスカントリークラブ・ホテル函南

田方郡函南町桑原1300-146

Resorthouse Bamboo

田方郡函南町畑毛698-556

南箱根タントンハウス

田方郡函南町畑毛698-498

沼津リバーサイドホテル

沼津市上土町100番1

安田屋旅館

沼津市内浦三津19

ファームガーデンホテル

沼津市内浦三津318-1

伊豆三津浜国際旅館しおさい

沼津市内浦長浜4-1

浜の家

沼津市内浦三津42-3

とさわや旅館

沼津市内浦三津88-15

松濤館

沼津市内浦三津7番地

弘昭丸

沼津市内浦重寺24

三交イン沼津駅前

沼津市大手町5丁目3番22号

ダイワロイネットホテルぬまづ

沼津市大手町1-1-4

沼津グランドホテル

沼津市大手町3丁目6番12

国家公務員共済組合連合会 沼津保養所はまゆう

沼津市志下192

一休庵

沼津市志下386-15

ビーチハウス沼津

沼津市下香貫柿原2822-3

静鉄ホテルプレジオ沼津

沼津市高島町11-2

ココチホテル沼津

沼津市高島町1-12外

(株)東横イン富士山沼津駅北口Ⅱ

沼津市高島町13-3

HOTEL MIWA

沼津市高島町7-2

Ｔａｇｏｒｅ

沼津市戸田321-17

雲と風と

沼津市戸田3878-72

西伊豆今宵

沼津市戸田3878-86
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
磯割烹の宿 山市

沼津市戸田523-1

民宿

沼津市戸田1177

つるさん

富士城

沼津市戸田1452

峯松

沼津市戸田３７６－１７

浜又

沼津市戸田493

いおり

沼津市戸田850-4

さくら

沼津市戸田1590-3

ホテル

ときわや

沼津市戸田289-1

美浜レステル

沼津市戸田362-5

旅館みはま

沼津市戸田3703-60

海のホテル いさば

沼津市戸田3878-20

山田園

沼津市戸田字中上1644

オーシャンビュー

東
部

施設所在地

フジミ

沼津市西浦江梨993

有限会社 はまゆう荘

沼津市西浦江梨986-1

すいほう園

沼津市本字千本郷林1907-8

一休庵沼津港(みなとオアシス沼津)

沼津市本字千本1905-2-10

マリーナベイ沼津

沼津市馬込19-1

沼津インターグランドホテル

沼津市岡一色526-1

三代目あだち

沼津市口野243-4

ホテルジャストワン富士小山

駿東郡小山町竹之下333-2

ホテルエルムリージェンシー

駿東郡清水町堂庭262-1

富士エースゴルフ倶楽部第一ロッジ

駿東郡長泉町東野字八分平696-12

ウィンダムガーデン長泉

駿東郡長泉町東野字八分平646-2

ホテルルートイン長泉沼津インター第２

駿東郡長泉町南一色34-5

ホテルルートイン長泉沼津インター第１

駿東郡長泉町下長窪1157-1

桃沢野外活動センター

駿東郡長泉町元長窪895-108

時之栖スポーツセンター

裾野市下和田420-12

ホテルクーネルイン

裾野市御宿1105-1

ヴィラ・ハミングバード

裾野市須山2255-2995

ペンションふんわりこん

裾野市須山2255-3810

Lily's Garden

裾野市須山字藤原2255-793

ペンション ぶなの木

裾野市須山字藤原2255-3812

裾野レジャーランド

裾野市茶畑1769

裾野セントラルホテル寿々木

裾野市平松388-1

南海薬草館

御殿場市竈2013-25

ビジネスホテル

かねくら本館

御殿場市竃字長田18

ホテルルートイン御殿場駅南

御殿場市川島田628-16

ビジネスホテル千楽

御殿場市川島田710-9

ブルーベリーロッジ

御殿場市神山719

時之栖別館

御殿場市神山473-1

御殿場高原ホテル

御殿場市神山719

山羊の丘コテージ

御殿場市神山719

時之栖ブータンハウス合宿所

御殿場市神山719

マンテンゲストハウス

御殿場市新橋1988-17

ＴＨＥ

御殿場市新橋1988-24

ＧＯＴＥＭＢＡＫＡＮ
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称
ビジネスホテルだいまつ

御殿場市萩原44-7

ホテルルートイン新御殿場インター

御殿場市萩原71-1

マースガーデンウッド御殿場

御殿場市東田中1089

くれたけイン御殿場インター

御殿場市東田中1243－6

HOTEL Square

御殿場市東田中1908-2

藤乃煌

御殿場市東田中3373-25

富士御殿場

レストイン時之栖

御殿場市深沢字前野原1801-1

レンブラントプレミアム富士御殿場

御殿場市深沢2571

乙女森林公園第2キャンプ場

御殿場市深沢字永尾2696-2

梅の屋旅館

御殿場市大坂370-1

東山ロッヂ

御殿場市東山905

ふじみ旅館

富士市荒田島町3番20号

旅館

入船

富士市今泉1丁目7番7号

FUJISPARK HOTEL

富士市大淵325番地の5

ビジネスホテル

東
部

施設所在地

アムス

富士市川成島782-9

富士パークホテル

富士市伝法2515番地の1

ホテル

富士市中島352

中島

ホテルニューセントラル

富士市永田町2丁目24番地の2

ホテルルートイン富士中央公園東

富士市永田町2丁目81番1号

くれたけイン富士山

富士市永田町1丁目124番1

HOTEL NISHIMURA

富士市永田町1丁目149

有限会社 ふるいや旅館

富士市平垣町6番1号

ホテルグランド富士

富士市平垣本町8番1号

富士グリーンホテル高橋

富士市本町5-1

ホテルルートイン新富士駅南

富士市宮島602-1

新富士駅の宿きの屋

富士市宮島501-1

旅館美波

富士市御幸町7-8

東横INN富士駅南口

富士市柳島310-1

ホテル玉や

富士市横割5-1-1

ビジネスホテル光年

富士市横割4丁目8番24号

HOTEL LiVEMAX BUDGET 富士駅前

富士市横割本町2番21号

Smart Hotel TSURUYA

富士市吉原4-5-12

ホテル24(NISHI)IN富士山

富士市吉原3-13-1

ビジネス旅館魚静

富士市吉原5丁目4-20

日月倶楽部

富士宮市猪之頭字向平2271番1

ふじロッジ

富士宮市内野1624-122

芝川苑

富士宮市内房919-1

富士宮ホテル

時之栖

富士宮市馬見塚422-5

小川荘

富士宮市大宮町10-1

キャビンハウスヤド富士宮店

富士宮市大宮町11-18

かめや旅館 ～富士山一望展望風呂の宿～

富士宮市大宮町23番6号

西の家

富士宮市上井出1774

民宿旅館 中京

富士宮市下条309-2

富士宮富士急ホテル

富士宮市中央町15-18

くれたけインプレミアム富士宮駅前

富士宮市中央町15番14号
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称

施設所在地

たちばな
時之栖

富士宮市野中1085-4

東
部

中
部

富嶽温泉

花の湯

富士宮市ひばりヶ丘805

ほし山

富士宮市星山84-2

富士山ゲストハウス掬水

富士宮市元城町22-3

ニュー富士

富士宮市人穴142-62

スタイルキャビンあさぎり

富士宮市根原449-11

富士教育訓練センター

富士宮市根原字宝山492-8

HOTEL MASSIMO MISHIMA

三島市一番町12番21号

富士山三島東急ホテル

三島市一番町17-1

ドーミーイン三島

三島市大宮町3-18-33

湯郷三島温泉

三島市徳倉1195

みしまプラザホテル

三島市本町14-31

大西屋旅館

静岡市葵区井川780-1

泉屋旅館

静岡市葵区梅ヶ島5258-10

清香旅館

静岡市葵区梅ヶ島5258-12

大野木荘

静岡市葵区梅ヶ島4269番地の10

民宿

静岡市葵区梅ヶ島5258-2

力休

ホテルアソシア静岡

静岡市葵区黒金町56番地

ホテル

静岡市葵区紺屋町11番地の1

ガーデンスクエア静岡

ガーデンホテル静岡

静岡市葵区紺屋町3番地の15

民宿

静岡市葵区口坂本454-2

元泉館

ビル泊静岡／政豊ビル

静岡市葵区呉服町二丁目7番地の5

静岡タウンホテル

静岡市葵区呉服町二丁目8-8

中島屋グランドホテル

静岡市葵区紺屋町3-10

くれたけインプレミアム静岡駅前

静岡市葵区栄町1番地の15

静岡北ワシントンホテルプラザ

静岡市葵区七間町11番地の1

ヒトヤ堂

静岡市葵区七間町16番地の8

アパホテル＜静岡駅北＞

静岡市葵区昭和町4番地の5

ビジネスホテル駿府

静岡市葵区鷹匠一丁目5番10号

ホテル

静岡市葵区鷹匠二丁目23-6

ドルフ静岡

ホテルセレステ静岡鷹匠

静岡市葵区鷹匠二丁目4番5号

マイホテル竜宮

静岡市葵区伝馬町10-5

ホテルアーバント静岡

静岡市葵区伝馬町12-5

ホテルシティオ静岡

静岡市葵区伝馬町１番地の２

スマイルホテル静岡

静岡市葵区伝馬町23番地の５

三交イン静岡北口

静岡市葵区常磐町一丁目6番地の3

ホテルオーレ

イン

静岡市葵区常磐町二丁目1番地の１

せせらぎの宿

紅竹

静岡市葵区富沢1444-10

ホテルオーク静岡

静岡市葵区人宿町二丁目２番地の５

民宿

静岡市葵区日向718番地

三右ヱ門

静鉄ホテルプレジオ 静岡駅北

静岡市葵区御幸町11番地の6

油山苑

静岡市葵区油山2215-2

油山温泉 元湯館

静岡市葵区油山2325-4

静岡ユーアイホテル

静岡市葵区両替町二丁目7-13

嵯娥

静岡市清水区秋吉町1-4
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

施設名称

施設所在地

興津温泉

静岡市清水区興津中町1432

クア・アンド・ホテル駿河健康ランド

静岡市清水区興津東町1234

岡屋旅館

静岡市清水区興津本町6番地

かしお

静岡市清水区柏尾204-2

八幡センター

静岡市清水区河内81番地の3

ハトヤ旅館

静岡市清水区草薙1丁目9-3

ベイホテル入船館

静岡市清水区袖師町1477番地の1

三園旅館

静岡市清水区二の丸町6-31

東横INN静岡清水駅前

静岡市清水区本郷町1番27号

ホテルマイステイズ清水

静岡市清水区真砂町1番23号

ホテル

静岡市清水区真砂町3番11号

シーグランデ

ホテルクエスト清水

静岡市清水区真砂町3番27号

清水シティホテル

静岡市清水区真砂町2番2号

民宿

静岡市清水区三保2414-3

竹下ナギサヤ

潮
旅館

静岡市清水区三保2718-6

中
部

潮騒

静岡市清水区三保松原町40番地

見晴旅館

静岡市清水区由比今宿996-1

割烹旅館 西山

静岡市清水区由比町屋原608番地

ＲＯＭＥＹ

静岡市駿河区石部27-11

花月旅館

静岡市駿河区稲川１丁目５番２号

ホテル盛松館

静岡市駿河区稲川一丁目1-16

三喜旅館

静岡市駿河区稲川一丁目5番28号

ハイセットホテル静岡インター

静岡市駿河区中村町322番地の1

石橋旅館

静岡市駿河区根古屋405番地

リバティーリゾート久能山

静岡市駿河区古宿294番地

natural hot spring&hotel 松之湯

静岡市駿河区曲金五丁目5番1号

静鉄ホテルプレジオ静岡駅南

静岡市駿河区南町13番21号

ホテルグランヒルズ静岡

静岡市駿河区南町18番1号

HOTEL CAPSULE INN SHIZUOKA

静岡市駿河区南町2番24号

ホテルプリヴェ静岡

静岡市駿河区南町8番地の5

coffee and stay MOMOYA

静岡市駿河区用宗3-1-13

有限会社 柳家旅館

静岡市駿河区用宗5丁目19-4

古民家

静岡市駿河区用宗五丁目14番7号

柳家

日本色／青藍

静岡市駿河区用宗四丁目20番21号

サイホテル

静岡市駿河区森下町1番40号

ホテル

静岡市駿河区森下町1-7

ニューシズオカ

旅館若松
静岡ホテル時之栖

静岡市駿河区丸子3375-1
別館

静岡市駿河区曲金6-1-46

静岡ホテル 時之栖

静岡市駿河区曲金6-1-54

静岡第一ホテル

静岡市駿河区泉町1-21

サンパレスホテル

静岡市駿河区南町11-29

素空庵

静岡市清水区蒲原堰沢372番地の2

旅館福住

静岡市清水区江尻町6-1

ぬくもり園ゆるり

静岡市清水区小河内2758番地

ゲストハウステッセン

静岡市清水区入江三丁目8番16号
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

中
部

施設名称

施設所在地

日本平ホテル

静岡市清水区馬走1500番地の2

ホテル

静岡市清水区八坂東一丁目20番20号

ルートイン清水インター

羽衣ホテル

静岡市清水区三保1282番地の1

スカイペンションどうだん

島田市千葉835-411

ホテルルートイン島田駅前

島田市本通5-1-13

ホテル１－２－３島田

島田市本通1丁目4628-2

三布袋

島田市本通三丁目5番の5

ホテルラクーネ島田

島田市幸町-10

ホテルルートイン藤枝駅北

藤枝市青木1-10-16

玉本屋

藤枝市岡部町玉取1437-3外

潮生館

藤枝市志太600番地2の2

ホテルスーパー泊

藤枝市田沼一丁目24番3号

藤枝シティーホテル

藤枝市藤枝4-1-6

ホテルオーレ

藤枝市前島1丁目3番1号

ホテルnanvan焼津

焼津市越後島360-3

庭の宿

帆や

焼津市城之腰119-1

くれたけイン焼津駅前

焼津市駅北1丁目2-2

鮪の御宿石上

焼津市小浜1047

土筆旅館

焼津市栄町1丁目11-10

ホテルシーラックパル

焼津市栄町2丁目6-17

ビジネスホテル

焼津市中島452-1

大井川

焼津グランドホテル

焼津市浜当目1489

ホテルアンビア松風閣

焼津市浜当目1541番地

民宿柳亭

焼津市浜当目2丁目19－25

焼津船員保険保養所

焼津市本町1-6-3

ホテルルートイン焼津インター

焼津市八楠1-27-7

西焼津セントラルホテル

焼津市柳新屋858外

文一

牧之原市大江658-22-1

カタショー・ワンラボ

牧之原市片浜1216-1

PAGURUS Nature&Camp 鹿島

牧之原市勝俣3354-1

ペンション リリカル

牧之原市相良218-1

ペンションむぎわらぼうし

牧之原市相良263-3

磯の宿

牧之原市相良263-74

田沼

民宿東海

牧之原市静波1699-2-150

Higher Ground Camping

牧之原市静波2220-59

静波リゾートスウィングビーチ 東急ハーヴェストクラブ静波海岸

牧之原市静波2228-43

オーシャンビューはまゆう

牧之原市静波2228-48

旅館

牧之原市静波3114-1

はちぼし

ペンション セイラーズ

牧之原市静波2220-76

ビジネスホテル

牧之原市須々木2698-31

おじろ

HAZ Cottage

牧之原市波津1223-6

ゆる宿 Voketto

榛原郡川根本町青部703

湯屋

榛原郡川根本町千頭350

飛龍の宿

翠紅苑

榛原郡川根本町千頭279外

晴耕雨読

榛原郡川根本町千頭375外
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

中
部

西
部

施設名称

施設所在地

山本屋

榛原郡川根本町東藤川702-1

もりのコテージ

榛原郡川根本町奥泉815-2

スマイルホテル静岡吉田インター

榛原郡吉田町神戸1005

ホテルルートイン御前崎

御前崎市池新田2525-1

くれたけイン御前崎

御前崎市池新田7644

有限会社 八光

御前崎市御前崎122-22

八潮

御前崎市御前崎1578

ペンション クロワッサン

御前崎市御前崎8-19

民宿

御前崎市御前崎1631-2外

かけ家

はまえんどう・しもむら

御前崎市御前崎411

おやどなかにし

御前崎市御前崎8-1

The Green Room INN

御前崎市白羽7787

静岡カントリー浜岡コースクラブハウス

御前崎市門屋字高松2070-639

きらく旅館

菊川市下平川1330

ホテルルートイン菊川インター

菊川市加茂5638-1

くれたけイン菊川インター

菊川市加茂1989-1外

きらく旅館

菊川市下平川1330

静岡県農業研修会館

菊川市吉沢664の5

滝本館

掛川市上西郷5174-1

くれたけイン・掛川

掛川市駅前10-2

掛川ターミナルホテル

掛川市駅前1-8

旅ノ舎

掛川市大野1708

掛川グランドホテル

掛川市亀の甲1-3-1

かけがわステーションホテル

掛川市亀の甲1-5-2

パレスホテル掛川

掛川市亀ノ甲2-8-5

株式会社 橋場屋旅館

掛川市菊浜100-3

真砂館

掛川市倉真5421

HOTEL LiVEMAX 掛川駅前

掛川市中央1-5-2

ドーミーインEXPRESS掛川

掛川市仁藤町3-12外

スマイルホテル掛川

掛川市南1-11-13

ホテルルートイン掛川インター

掛川市矢崎町3-24

バジェットイン掛川

掛川市矢崎町4-1

八百甚

掛川市横須賀113

ビジネスホテルコスモイン

袋井市愛野南1-1-6

ホテル観世

袋井市三門町2-10

葛城北の丸

袋井市宇刈2505-2

くれたけインプレミアム袋井駅前

袋井市高尾1129番1号

くれたけインいわた

磐田市中泉3300-7

IWATAステーションホテル

磐田市中泉603-1

ホテルルートイン磐田インター

磐田市見付1845-1

国民宿舎 奥浜名湖

浜松市北区細江町気賀1023番地の1

松島館

浜松市北区三ヶ日町大崎1883番地

セブンヒルズホテル

浜松市北区三ヶ日町大崎1980

東急ハーヴェストクラブ浜名湖

浜松市北区三ヶ日町大崎322番地の1

アクアペンションクッチェッタ

浜松市北区三ヶ日町大崎78-1
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

西
部

施設名称

施設所在地

トヤママリン

浜松市北区三ヶ日町下尾奈2241の1

浜名湖レークサイドプラザ

浜松市北区三ヶ日町下尾奈200

リステル浜名湖

浜松市北区三ヶ日町下尾奈2252-9

KIARAリゾート＆スパ浜名湖

浜松市北区三ケ日町下尾奈366番地の1

割烹旅館 琴水

浜松市北区三ヶ日町都筑595番地の1

北の庭

浜松市中区旭町7番地の1

THE

KURETAKESO

ダイワロイネットホテル浜松

浜松市中区旭町9番地の1

ホテルクラウンパレス浜松

浜松市中区板屋町110番地の17

ホテルアセントプラザ浜松

浜松市中区板屋町2番地の109

くれたけインアクト浜松

浜松市中区板屋町690

東横イン浜松駅北口

浜松市中区板屋町

オークラアクトシティホテル浜松

浜松市中区板屋町111-2

アパホテル＜浜松駅南＞

浜松市中区海老塚二丁目3番1号

LiVEMAX RESORT BUDGET 浜松駅前

浜松市中区鍛冶町1番地の2

かじまちの湯

浜松市中区鍛冶町100-1ザザシティ中央館３F

SPA SOLANI

ホテル明治屋

浜松市中区佐藤1-1-30

ホテルソリッソ浜松

浜松市中区砂山町322番地の7

ホテルサウスガーデン浜松

浜松市中区砂山町325-30

浜松ステーションホテル

浜松市中区砂山町325番地の28

くれたけイン浜松駅南口

浜松市中区砂山町327番地の11

浜松ホテル

浜松市中区砂山町362-25

ホテル

浜松市中区砂山町353番地の1

アセント浜松

コンフォートホテル浜松

浜松市中区砂山町353-5

くれたけイン

浜松市中区高丘北一丁目1番10号

浜松西インター

くれたけインセントラル浜松

浜松市中区田町224番地の25

ヴィラくれたけ

浜松市中区東伊場一丁目1番26号

ホテルコンコルド浜松

浜松市中区元城町109番地の18

ホテルルートイン

浜松市中区中央三丁目10番28号

浜松駅東

THE HAMANAKO(ザ 浜名湖)

浜松市西区雄踏町山崎4396-1

かんざんじ堀江の庄 西館

浜松市西区舘山寺町2061番地の5

山水館欣龍

浜松市西区舘山寺町2227番地

ホテル山喜

浜松市西区舘山寺町2240番地

旅館ふじや

浜松市西区舘山寺町2268番地

浜名湖グランドホテルさざなみ館

浜松市西区舘山寺町260番地の1

舘山寺サゴーロイヤルホテル

浜松市西区舘山寺町3302番地

ホテル鞠水亭

浜松市西区舘山寺町398番地

星野リゾート界

遠州

浜松市西区舘山寺町399番地の1

ホテルウェルシーズン浜名湖

浜松市西区舘山寺町1942番地の1

ニューいずみ館

浜松市西区舘山寺町2257-1

時わすれ開華亭

浜松市西区舘山寺町412番地

KAReN HaMaNaKo かんざんじ荘

浜松市西区呉松町1768-1

ホテルルートイン浜松西インター

浜松市西区湖東町6015番地の1

やどや

浜松市西区舞阪町弁天島2669番地の139

あみ住

HAMANAKO BENTEN RESORT THE OCEAN

浜松市西区舞阪町弁天島3285番地の88

民宿

浜松市西区舞阪町弁天島3742-1

いのうえ
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ふじのくに安全・安心認証（宿泊施設）制度

認証施設一覧
（令和３年10月18日現在）

地域

西
部

施設名称

施設所在地

たなべ荘

浜松市西区舞阪町舞阪4003番地の1

朝陽館

浜松市浜北区貴布弥106-1

はまきたプラザホテル

浜松市浜北区貴布祢458番地の1

ホテルルートイン浜松ディーラー通り

浜松市東区篠ケ瀬町1220番地の1

中村館

浜松市天竜区水窪町奥領家3362-2外

船明荘

浜松市天竜区船明175番地の1

浪花

湖西市新居町新居3288-18

あら磯

湖西市新居町新居3288-99

NAKAHARAYA HOSTEL & CAFE

湖西市鷲津5347

民宿すし善

湖西市大知波1253-1

ペロはまなこ

湖西市新所5957-6

ホテルルートイン浜名湖

湖西市古見1049-1

浜名湖オーベルジュ キャトルセゾン

湖西市横山317-93

喜良久ビル くれたけイン浜名湖

湖西市鷲津5140

ホテルnanvan

湖西市鷲津5189

浜名湖
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