
■定休日／日曜日
■営業時間／9：00～17：00

カフェ

力フェしぃまも

０５５-９４８-２６７０TEL

ゆったりとしたお時間をお過ごしくだ
さい。

１

■定休日／火曜日
■営業時間／11：30～18：00

カフェ

ＰＯＫО

０５５-９４８-３０７０TEL

軽食メニュー各種あり。昼飲みも可！

２

■定休日／水・木曜日
■営業時間／11：00～14：00
　14：00～18：00（カフェタイム）18：00～21：00（ディナー）

カフェ

リストランテ ボッカデラベルタ

０５５-９４７-２００１TEL

伊豆の土地から採れる野菜を使い、駿河湾・相模湾で
捕れる新鮮な魚介を使い安心・安全にこだわってます。

３

■定休日／日・月曜日
■営業時間／11：00～17：00

カフェ

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲｕ 掌～たなごころ～

０５５-９４４-６３７７TEL

伊豆の旬な野菜やフルーツをふんだんに使っ
たフードやスイーツなどラインナップも豊富。

４

■定休日／日曜日
■営業時間／9：00～16：00

カフェ

セピア

０５５-９４８-３５３６TEL

おひとり様でも気軽に入れる、ホッと
できる場所です。

５

■定休日／水・日曜日
■営業時間／12：00～18：00

カフェ

ミルラ

０５５-９４７-１７０７TEL

コーヒーとお人形のカフェ。オーナー自ら作
り上げた人形を店内に可愛く展示しています。

６

■定休日／不定休  ※要予約
■営業時間／11：30～14：30　17：30～21：00

食事処

旬菜 源氏山

０５５-９４８-１３２２TEL

美しい日本庭園を眺めながら、ランチでは野菜中心
のヘルシービュッフェが、お召し上がりいただけます。

７

■定休日／月曜日
■営業時間／11：30～14：00　17：30～20：00

食事処

古奈青山

０５５-９４７-３１００TEL

駿河湾の新鮮素材を生かした創作中国料理。庭園を眺
めながら、料理長こだわりの美食をお楽しみください。

10

■定休日／月曜日
■営業時間／11：00～14：30　17：30～22：30　11：00～21：00（日・祝）

食事処

ＰОＭＯＤＯＲＯ

０５５-９４７-４１８１TEL

1999年創業の20年以上イタリアン一筋のお店です。常
連客には各界の著名人も多く店内にはサインがたくさん。

11

■定休日／水曜日
■営業時間／11：30～13：30　17：00～21：00

食事処

お食事処 松柏

０５５-９４８-１３２１TEL

各種定食1,300円～ボリュームたっぷり。天ぷ
ら＋刺身が付いた松柏定食は二度おいしい逸品。

８

■定休日／日曜日
■営業時間／17：00～21：00　11：00～14：00（木・金・土）

食事処

陣太鼓

０５５-９４８-４４０５TEL

伊豆の国市では珍しい伊豆名物モクズガニのかに汁うど
んと焼き鳥が美味しいお店。木金土は手打ちそばランチ。

９

■定休日／月曜日
■営業時間／11：30～14：00　17：00～21：00

食事処

食彩 あら川

０５５-９４７-１２９１TEL

地元食材をいかしたランチや会席料理、華
やかなしつらえ、お料理をご用意いたします。

12

■定休日／月曜日
■営業時間／11：30～14：30　17：30～20：30

食事処

ＮＥＷ雅生

０５５-９４８-５１００TEL

メインのとんかつをはじめ、丼もの、単品もの、平日
ランチも多数あり。多彩なメニューでボリューム満点。

13

■定休日／水曜日・第１.３木曜日
■営業時間／11：30～13：30　17：30～22：30

食事処

旬彩遊膳 た奈か

０５５-９４７-４５５５TEL

地魚は駿河湾でその日にとれたものを店主自ら市場で仕
入れ、その日に調理いたします。レディースランチが人気。

14

■定休日／水曜日
■営業時間／11：00～14：00  16：30～20：00（Lo閉店20分前）

食事処

うなぎ だいちゃん

０５５-９４７-２９５５TEL

鰻の味は自信を持ってお勧めします。大きな海老フ
ライも人気がありボリューム満点。地元密着の鰻屋。

15

■定休日／なし
■営業時間／11：00～15：00（Lo14：00）

食事処

TRATTORIA  IZU  PARADISO

０５５-９４８-１５２５TEL

伊豆の食材を活かした季節ごとの料理やピザ窯で焼く本格
ピザなどこだわりのイタリア料理をお楽しみいただけます。

16

■定休日／火曜日
■営業時間／8：30～19：00（Lo18：30）

食事処

ねむの木

０５５-９４７-２２７２TEL

ランチメニューが豊富な喫茶店。看板メニューはボリ
ューム満点のオムライス！サイズには自信があります。

17

■定休日／水曜日
■営業時間／17：00～23：00

食事処

焼肉 楽や

０５５-９４７-０５２５TEL

当店では厳選したこだわりの和牛が召し上がれます。
食べてほしい逸品は厚切りのロースをワサビと岩塩で！

20

■定休日／月曜～金曜日
■営業時間／8：00～15：00

食事処

食事処 つくし

０５０-３５６９-０４１３TEL

定番ラーメンの「昔ながらのチャーシュ
ー」をイメージして作っています。

21

■定休日／月曜日
■営業時間／19：00～26：00

食事処

麺めん亭

０５５-９４８-６８８４TEL

地元の方に人気のメニューは長崎ちゃんぽん＆皿うど
ん！麺は本場長崎から仕入れています。お酒も各種あり。

18

■定休日／水曜日
■営業時間／17：00～23：00

食事処

焼肉 幟

０５５-９４７-０７６４TEL

静岡県東部でも珍しい近江牛が楽しめます。本場韓
国料理のサイドメニューも充実。一番人気はタン塩！

19

■定休日／日曜日
■営業時間／18：00～23：00

居酒屋

伊酒屋ｅｎ伊豆長岡

０５５-９４８-４５４４TEL

日本料理とイタリアンの経歴を持つシェフが一品一品
持ち得る技の全てを込めて提供する一味違った”伊酒屋”

22

■定休日／月曜日・第３日曜日
■営業時間／17：30～24：00

居酒屋

雅々丸 

０５５-９４８-０３２１TEL

肉質の良い厚みのあるとんかつは、ひと口噛めば肉のう
ま味と脂の甘みが広がります。一品料理やお酒も各種あり。

23

■定休日／火曜日
■営業時間／17：30～24：00

居酒屋

鳥栄

０５５-９４７-０２０４TEL

鳥栄は三代続く鳥料理専門店です。新鮮で味わい
のある鶏肉を提供できるように心がけております。

24

■定休日／火曜日
■営業時間／18：00～24：30

居酒屋

炭の蔵

０５５-９４８-６７８８TEL

落ち着いた雰囲気。美味しいお料理を
食べながら、お洒落なカクテルをどうぞ。

26

■定休日／日曜日・第３月曜日
■営業時間／17：00～24：00

居酒屋

美味酒房 ろさん

０５５-９４７-２４８４TEL

沼津魚市場より仕入れた新鮮魚介類を備長炭で
焼く炭焼き、毎日変わる大皿盛家庭料理をどうぞ。

29

■定休日／月曜日
■営業時間／11：00～13：30　17：00～22：30

居酒屋

食い処飲み処 むろ井

０５５-９４８-９３９９TEL

ランチは日替わりのお母さんランチがオススメ。夜は刺
身から串物、創作料理などのメニューが豊富な居酒屋。

30

■定休日／不定休
■営業時間／18：00～26：00　21：00～28：00（金・土）

居酒屋

深夜食堂

０５５-９４８-９７７０TEL

透き通っていてコクのあるスープが決
め手の醤油ラーメンが絶品。

27

■定休日／水曜日
■営業時間／18：00～24：00

居酒屋

てっぱん古奈

０５５-９４４-６１３９TEL

リーズナブルで美味しい鳥料理や鉄板焼き
を堪能。気軽に入れる鉄板創作串料理店。

28

■定休日／不定休
■営業時間／17：00～22：00

居酒屋

タイ料理 えみ

０９０-９２２４-０１７１TEL

本場タイのトムヤンクンやタイの卵焼き
など。

31

■定休日／水曜日
■営業時間／16：00～26：00

居酒屋

居酒屋 たかお

０５５-９４８-１１４７TEL

昔ながらのアットホームな居酒屋。おひ
とり様でもお気軽にお立ち寄りください。

32

■定休日／年中無休
■営業時間／16：00～24：00

居酒屋

串特急伊豆長岡店

０５５-９４６-０８５５TEL

人気の焼き鳥をはじめ鳥料理や串料理、自慢
のオリジナルメニューがいっぱいの居酒屋。

33

■定休日／不定休
■営業時間／17：00～22：00（ランチは予約対応）

居酒屋

創作割烹 おおた

０５５-９４７-１１１５TEL

新鮮地魚や季節を先取りした旬の野菜を使ったお料理
を厳選した酒と共にどうぞ。イチオシは海老しんじょ。

34

■定休日／日曜日
■営業時間／11：30～14：00　17：00～23：00

居酒屋

美味酒肴 かざみ

０５５-９４８-４７３３TEL

新鮮な素材を使用したメニューは全て手作り。
お酒も焼酎を中心に豊富に取り揃えております。

35

■定休日／火曜日
■営業時間／17：00～24：00

居酒屋

かつら

０５５-９４８-６８２８TEL

海鮮などが楽しめるアットホームな小
料理居酒屋。

36

■定休日／木曜日
■営業時間／17：00～24：00

居酒屋

食いしん坊と呑んべえ

０５５-９４４-６４６６TEL

日本酒好きな女将が切り盛りする店。
美味しい料理がつまみに最適！

39

■定休日／月曜日（祝日の場合は火曜日）
■営業時間／11：30～15：00　17：30～22：00 （土）～24：00

中華・ラーメン

与志富

０５５-９４８-０４５１TEL

ラーメンや本格中華料理などメニュー豊富。伊豆長岡
で70年以上営業している、地元密着の中華料理店です。

40

■定休日／木曜日
■営業時間／17：00～24：00

居酒屋

大衆割烹 浜

０５５-９４７-３０９９TEL

居心地の良い落ち着いた店内で大衆割
烹が堪能できます。

37

■定休日／水曜日
■営業時間／11：30～13：30　18：00～22：30　第１.３ランチ営業有

居酒屋

酒房 めい

０５５-９４７-２８２４TEL

ランチタイムは週替わりメニューとちゃんぽんが人気。
カウンターもあるので一人でも気軽に立ち寄れる居酒屋。

38

■定休日／水曜日
■営業時間／17：00～25：30

中華・ラーメン

酔心

０５５-９４７-２３７７TEL

午前1時半まで営業している中華料理店。エビマヨは
自家製のマヨネーズにすりごま入りでコクのある旨味。

41

■定休日／水曜日・第３火曜日
■営業時間／11：30～14：00　17：00～19：00

中華・ラーメン

華食 参来

０５５-９４７-０４５４TEL

820円のラーメンセットメニューが人気！数あるセッ
トの中でもミニチャーハンとミニ中華丼がよく出ます。

42

■定休日／なし
■営業時間／11：00～20：00（月・火～１４：００）

中華・ラーメン

美華大飯店

０５５-９４７-２９９０TEL

イチオシのボリューム満点チャーシューメンは平日
ライスサービスあり。その他、各種定食もございます。

43

■定休日／月曜日
■営業時間／18：00～23：00

中華・ラーメン

福龍

０５５-９４８-４５６３TEL

厚切り柔らかチャーシュー麺が絶品。ラー
メンと一緒に餃子も頼まれる方が多いです。

44

■定休日／なし
■営業時間／11：00～25：00

中華・ラーメン

一番亭 伊豆長岡店

０５５-９４８-５０７５TEL

毎朝、早朝2時半から仕込み始めるぎょうざへこだわり。
皮は自家製で一つ一つ丁寧に包んだ絶品ぎょうざ。

45

■定休日／水曜日
■営業時間／11：30～15：00　17：00～19：30

そ　ば

朝日屋

０５５-９４８-０４３５TEL

本格手打ち蕎麦の店。御殿場の醤油、中伊豆のワサビ、
沼津産の鰹節等、地元産にこだわって使っております。

46

■定休日／不定休
■営業時間／11：30～14：30　17：00～19：00

そ　ば

そば処 まつもと

０５５-９４８-３４５２TEL

当店のオススメは辛味おろしそば。カブのような丸い
大根で、清涼感のあるパンチの効いた独特な辛みが特徴。

49

■定休日／木曜日
■営業時間／18：10～24：00

寿　司

あやめずし

０５５-９４８-０１３０TEL

とれたて駿河湾の魚と天城の本ワサビの香
り、絶妙なハーモニーをお楽しみください。

50

■定休日／木曜日
■営業時間／11：30～14：30

そ　ば

大助

０５５-９４７-２９９６TEL

看板メニューは天ざる＆天丼の蕎麦屋。
カラッと揚げた天婦羅をご賞味ください。

47

■定休日／火曜日
■営業時間／11：30～15：00　17：00～19：00

そ　ば

そば処 橋本

０５５-９４８-１２６２TEL

海老、イカ、キスなどが入った大きなかき揚げは、
つなぎの粉が少なめでカラッと揚げた軽い口当たり。

48

■定休日／日・月曜日
■営業時間／11：00～14：00　17：00～21：00

寿　司

鮨笑

０５５-９４４-６２４３TEL

笑ってくつろいで楽しい時間をすごせるように心を込めた旨
い鮨でおもてなし伊豆長岡を元気に！居酒屋感覚でお気軽に。

51

■定休日／水曜日
■営業時間／11：30～13：30　17：00～23：30

寿　司

大寿し

０５５-９４８-６７８９TEL

毎月ゾロ目の日にじゃんけん大会を開催しております。
じゃんけんをして連続３回あいこなら、お勘定がタダに！

52

■定休日／水曜日（第2.第3火曜日不定期が月1あり）
■営業時間／11：30～14：00　16：30～22：00

寿　司

うを正

０５５-９４８-０１０１TEL

美味しい寿司と鰻をリーズナブルにご提供。本マグロ
も見逃せない味と品質の創業100年を超える老舗寿司店。

53

■定休日／木曜日
■営業時間／11：30～14：30　17：00～21：00

寿　司

ひょうたん寿司

０５５-９４８-０７３３TEL

創業60年。おやじの作った平日のメニューが好評
です。並1,000円・上1,500円 アジ寿司も絶品です。

54

■定休日／不定休
■営業時間／10：00～17：00

テイクアウト

九 -いちじく-

０５５-９４８-３０６４TEL

現役の伊豆長岡芸者「九美」が作る、芸者の白い美しい肌
をイメージした白く滑らかな口当たりが特徴のプリン。

55

■定休日／なし
■営業時間／10：30～19：30

テイクアウト

あら磯寿し 伊豆長岡店

０５５-９４７-５５７７TEL

宅配寿し あら磯伊豆長岡店は、駿河湾の海の新鮮な
魚をお届け致します。ず～っと人気は「お好み富士」

56

居酒屋／食事処／カフェ／中華料理／そば／寿司

お食事処お食事処
飲食店案内飲食店案内
お食事処
飲食店案内

地元の人々のこだわりの料理屋で季節の美味を食べる、旅の一番の楽しみです。
伊豆長岡温泉に広がる温泉街を中心に美味しいお店をご紹介します。

■定休日／火曜日
■営業時間／17：30～23：00

居酒屋

彩鶏

０５５-９４８-５１１５TEL

伊豆の地鶏、天城軍鶏を使った焼き鳥の盛
り合わせは彩鶏の看板料理となっています。

25


