
ＮＯ 施設名 利用可能時間 所在地（住所） 電話番号 施設形体 施設概要 トイレ利用 その他設備 備考

1 道の駅　くるら戸田 8:15～22:00 沼津市戸田1294-3 0558-94-5151 道の駅 道の駅・温泉 ○ 温泉・無料足湯、Wi-Fi お土産等購入可

2 活鮮魚・磯料理 千鳥海館 9:00～16:00 沼津市内浦三津43-7 055-943-2221 観光施設 土産販売　レストラン ○ 食事可能 お土産等購入可

3 沼津港 千鳥ひものセンター 9:00～16:00 沼津市千本港町128 055-962-7537 観光施設 観光案内・土産物販売 ○ お土産等購入可

4 とさわや旅館 定休日（火）以外、9:00～17:00 沼津市内浦三津88-15 055-943-2002 旅館 飲食店 ○

5 沼津御用邸記念公園 9:00～16:30 沼津市下香貫島郷2802-1 055-931-0005 観光施設 観光施設 ○ 食事可能 そば、喫茶

6 大谷油店 定休日（木）以外、8:00～19:30 沼津市西浦古宇1079-2 055-942-3055 ガソリンスタンド ガソリンスタンド ○ 自動販売機 手作りパン販売

7 駿陽荘　やま弥 定休日（水）以外、11:30～19:00 沼津市西浦平沢92-4 055-942-2477 飲食店 飲食店 ○ 食事可能、Wi-Fi 応急救護セット、お土産購入可

8 カフェレストラン　海のステージ 定休日（木）以外、10:00～18:00 沼津市西浦木負768－9 055-946-2801 飲食店 カフェ ○ 食事可能、スカンジナビア号資料館 お土産等購入可、ランチ100円引き

9 CELESTE-CAFÉ（チェレステカフェ） 定休日（第2・4月曜・火曜）以外、営業時間は別途確認 沼津市口野55-16 090-6350-0023 飲食店 カフェ ○ 食事可能 タイヤチューブ販売、メカトラブル対応

10 オーシャンビュー　フジミ 9:00～14:30（土～21:00）、夏季土日祝8:00～18:00 沼津市西浦江梨993 055-942-3052 旅館 飲食店 ○ 食事可能、Wi-Fi

11 大瀬館 8:00～20:00 沼津市西浦江梨325-1 055-942-2220 旅館 温泉旅館・レストラン ○ 宿泊場所への自転車持込可

12 おもす（ＯＨ！ＭＯＳ） 8:30～17:00、年末年始3～4日休み有 沼津市内浦重須14-10 055-943-2136 農産物直売所 農産物販売 ○ ベンチ有、給水可、食事可

13 タムタムギャラリー 12:00～18:00、土日のみ 沼津市獅子浜22-28 055-933-2030 飲食店 ギャラリーカフェ ○ 飲食可能 作品を鑑賞しながら飲食可

14 沼津信用金庫　原支店 平日9:00～15:00 沼津市原町中3-13-23 055-967-6567 金融機関 金融機関 × メンテスタンド有

15 沼津信用金庫　三津支店 平日9:00～15:00 沼津市内浦三津88-4 055-943-2226 金融機関 金融機関 × ベンチ有、メンテスタンド有

16 アキシン商店 10:00～18:00 沼津市内浦重寺45 055-943-2008 土産品販売店 土産販売 ○ ベンチ等有 干物等試食可

17 スルガ銀行　本店営業部 9:00～15:00 沼津市通横町23 055-962-0080 金融機関 金融機関 ×

18 スルガ銀行　沼津港支店 9:00～15:00 沼津市千本港町46 055-963-1616 金融機関 金融機関 × 　

19 スルガ銀行　沼津南支店 9:00～15:00 沼津市下香貫376－1 055-931-0414 金融機関 金融機関 × 2021/10/4　住所変更

20 東横イン富士山沼津駅北口Ⅰ 年中無休 24時間 沼津市高島町21-4 055-924-1045 ホテル ビジネスホテル ○ AED、自動販売機、ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ、ﾊﾟｿｺﾝ 1F室内駐輪場

21 東横イン富士山沼津駅北口Ⅱ 年中無休 24時間 沼津市高島町13-3 055-926-1044 ホテル ビジネスホテル ○ AED、自動販売機、ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ、ﾊﾟｿｺﾝ 1F室内駐輪場

22 ゆめとびら舟山 定休日（月）、年末年始以外 8:30～17:00 沼津市戸田2558-1 0558-94-3871 宿泊研修施設 青少年健全育成施設 ○ 自動販売機

23 戸田観光協会 無休（年末年始除く） 9:00～17:00 沼津市戸田289-12 0558-94-3115 観光案内所 観光案内所 ○ 自動販売機

24 三の浦総合案内所 年中無休 9:00～16:00 沼津市内浦長浜83-124 055-941-3448 観光案内所 観光案内所 ○

25 サンサンパーキング 年中無休 8:00～20:00 沼津市大手町一丁目3-16 055-963-1311 駐車場（駐輪場） 駐車場（駐輪場） ○

26 西浦地区センター 火～日（年末年始除く）9:00～21:00　 沼津市西浦立保22-1 055-942-2700 地区センター 地区センター ○

27 内浦地区センター 火～日（年末年始除く）9:00～21:00　 沼津市内浦三津249-3 055-946-1100 地区センター 地区センター ○

28 NUMAZU ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ静浦東 金・土・日・祝日 9:00～15:00 沼津市口野30-23 080-4596-9694 ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ ｻｲｸﾙ拠点 ○ 休憩所、ﾊﾟｰｸ＆ﾗｲﾄﾞ拠点、ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ

29 沼津港大型展望水門「びゅうお」 無休（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ休館有） 10:00～20:00 沼津市千本1905-27 055-964-1300 観光施設 展望水門 ○ 自動販売機、千本港公園ﾄｲﾚ有

30 泊まれる公園　INN THE PARK 木～日 11:00～18:00 沼津市足高220-4 055-939-8366 宿泊施設 宿泊施設 ○ カフェ

31 らららサンビーチ 年末年始除く 8:30~17:00(4~10月) 8:30~16:00(11~翌3月) 沼津市西浦平沢517-4 055-942-3555 海水浴場 海水浴場 ○

32 沼津グランドホテル 年中無休 7:00～24:00 沼津市大手町3-6-12 055-962-0001 ホテル ホテル ○ 観光案内、マップ、Wi-Fi、給水、電源、洗車

33 Café time Kei.. 金・土・日・月　10:00～16:30 沼津市西浦江梨920-1 055-942-3130 民宿 カフェ ○ ベンチ、給水、応急救護セット、電源、ソーイングセット 富士山を望む屋外休憩場

34 静鉄ホテルプレジオ沼津 9:00～18:00 沼津市高島町11-2 055-927-5500 宿泊施設 ビジネスホテル ○ 観光マップ、Wi-Fi、自動販売機、給水 製氷機（無料）

35 メゾンドメール貝殻亭 木曜定休 11:00～17:00 沼津市西浦平沢92-5 055-942-2543 食堂・民宿 食堂・民宿 ○ 給水、電話、電源の提供

36 ダイワロイネットホテルぬまづ 年中無休 10:00～18:00 沼津市大手町1-1-4 055-925-8955 ホテル ビジネスホテル ○ 観光マップ、Wi-Fi、AED、喫煙所

37 はごろも荘 年中無休8:30～17:30(土・祝日18:30) 沼津市西浦江梨325-2 055-942-2563 食堂・民宿 飲食店・宿泊施設 ○ 食事可能、自動販売機、ベンチ、AED等 夏の期間は海の家にて軽食等購入可

38 Tagore Harbor Hostel 11:00～22:00 沼津市戸田321-17 070-3247-3697 宿泊施設・カフェ＆バー ゲストハウス ○ ベンチ、周辺飲食店及び観光案内、Free Wi-Fi

39 愛鷹運動公園テニスコート 9:00～17:00 沼津市足高字尾上201-1 055-920-8688 スポーツ施設 テニスコート ○ ロッカー、シャワー、ベンチ、水道、AED、救急セット、公衆電話、自販機（飲料・アイス）

40 MROROOM（エムアールオールーム） 定休日（月・木）以外、12:00～22:00 沼津市西間門566-10 050-1298-0349 カフェ カフェ・雑貨 ○ ベンチ、水道、救急セット、電話、電源

41 熟成醤油ラーメン　きゃべとん沼津学園通店 11:00～25:00 沼津市東熊堂460-17 055-920-5100 レストラン ラーメン屋 ○

42 ＫＡＵ～ら 9:00～17:00 沼津市東椎路字芝原下677 055-923-6711 産直市 農産物販売 ○

43 愛鷹広域公園（多目的競技場） 年末年始除く 8:30～21:00 沼津市足高202 055-924-8878 県営運動施設・公園 野球場・多目的競技場・ｽﾎﾟｰﾂ広場・多目的広場・せせらぎの径・花の径・桜並木 ○ ベンチ 多目的競技場管理事務所にて提供

44 KUZURA CAFE（くづらカフェ） 11:00～16:00 沼津市西浦久連436-19 055-919-4485 テイクアウトカフェ 西浦みかんｽﾑｰｼﾞｰなどの販売 ○ ベンチ、Free Wi-Fi
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