温泉あり！

河津町は

こんなところ

町内に 7 つの温泉があり、旅館 16 施設
をはじめ多くの宿泊施設があります

『河津桜』発祥の地の町として全国に有名
2～3 月には国内外から多くの観光客が訪れます。
でも“河津”は桜だけじゃありません
魅力はいろいろ♬あなた好みの楽しみ方を！
静岡県東部、伊豆半島の南東に位置しており、
天城山系の豊かな森林を源とする、清流「河津川」が
相模灘にそそぐ自然に恵まれた町
●八王子ＪＣＴより東名高速道路経由 約 2 時間 45 分
●大月ＪＣＴより中央自動車道経由 約 3 時間

金目鯛、伊勢海老、わさびグルメ・・・
新鮮食材で大満足グルメ

毎年５月にカーネーション援農体験
河津バガテル公園にて春バラまつり

春～Spring～

川端康成先生をはじめとする多くの
文豪に愛された地

海水浴場は町内 2 か所！
河津七滝では“風涼渓”が行われます

夏～Summer～

河津は 1 年中楽しめる‼
秋～Autumn～

冬～Winter～

前野 朋哉 （俳優）
CM・ドラマ・映画・舞台と幅広く活躍する俳優
映画ロケで訪れた河津を気に入り、PR 大使を快諾
気さくな人柄でイベントでも人気者♪

つつけん （YouTuber）
河津町内で宿を営むかたわら、バイクを走らせ、
河津の魅力を発信中♪

河津町内各所で秋まつり
猪鍋、伊勢海老、わさびが楽しめる‼

2 月 10 日～3 月 10 日河津桜まつり
町内がピンク色に‼

河津温泉旅館組合加盟のお宿
河津町のおすすめのお宿を紹介します
のんびりと温泉に入って癒される旅へでかけませんか？

旅師の宿

やかた

ＦＵＫＵＤＡＹＡ

236 ■ＴＥＬ0558-35-7201
8 室（宿泊料金目安 12,000 円～）

■河津町谷津

■河津町湯ヶ野

■客室

■客室

333-1 ■ＴＥＬ0558-32-1291
8 室（宿泊料金目安 13,000 円～）

名物！船の露天風呂と旬の地魚料理がたっぷりと
堪能できるお宿

伊豆今井浜東急ホテル

海 遊 亭

IZU IMAIHAMA TOKYU HOTEL

ＫＡＩＹＵＴＥＩ

35-1 ■ＴＥＬ0558-32-0109
134 室（宿泊料金目安 25,500 円～）

福 田 家

ＴＡＢＩＳＨＩ NO YADO YAKATA

川端康成ゆかりの宿 明治 12 年創業の多くの文
豪に愛される伝統的な温泉旅館

ファミリー＆リゾート

■河津町見高今井

■河津町浜

■河津町川津筏場

■客室

■客室

■客室

ゆったり、心地よい全室オーシャンビューの贅沢
空間が満喫できるシーサイドリゾート

64-1 ■ＴＥＬ0558-34-1237
12 室（宿泊料金目安 13,000 円～）

全室オーシャンフロントの小さな旅亭
檜樽を使用した露天風呂付き客室もあります

今 井 荘

離れ家

IＭＡＩＳＯ

127 ■ＴＥＬ0558-34-1155
■客室 45 室（宿泊料金目安 25,000 円～）
■河津町見高

皇室をはじめとする各界の著名に愛される旅館
海岸と庭続きの純和風のお宿

■客室

342-1 ■ＴＥＬ0558-35-7187
7 室（宿泊料金目安 10,000 円～）

■河津町梨本

■客室

■客室

全室露天風呂付き離れのお部屋
季節ごとに移ろいゆく庭園が楽しめる

玉 峰 館
GYOKUHOKAN

露天風呂付客室もある和風モダンでラグジュア
リーな温泉宿で誰にも邪魔されない休日を

AOKI NO SAKA

■河津町谷津

KANEYOSI ITTOAN

123-5 ■ＴＥＬ0558-32-0345
20 室（宿泊料金目安 14,800 円～）

青木の坂

石田屋

かね吉 一燈庵
■河津町見高

188 ■ＴＥＬ0558-35-7310
14 室（宿泊料金目安 9,800 円～）
河津川の清流沿いに佇む温泉自慢の宿
秋にはズガニ料理が食べられる（要予約）

ＨＡＮＡＲＥＹＡ ISHIDAYA

226 ■ＴＥＬ0558-32-1001
11 室（宿泊料金目安 32,000 円～）

440 ■ＴＥＬ0558-34-2040
16 室（宿泊料金目安 23,000 円～）

■河津町峰
■客室

大正 15 年創業 落ち着いた和モダンな老舗温泉
旅館 源泉かけ流しの大露天風呂と貸切風呂あり

川ばた

FAMILY＆RESORT KAWABATA

アットホームなおもてなしと落ち着いた客室
ゆったりとした時間が流れる宿

七滝温泉ホテル
NANADARU SPA HOTEL

372 ■ＴＥＬ0558-35-7311
■客室 20 室（宿泊料金目安 10,000 円～）
■河津町梨本

昭和レトロな懐かしい雰囲気の温泉ホテル
露天風呂からは満天の星空

心のどか

かわづの里

天城荘

ＫＯＫＯＲＯＮＯＤＯＫＡ

ＫＡＷＡＺＵ NO SATO

AMAGISO

109 ■ＴＥＬ0558-32-2302
6 室（宿泊料金目安 14,800 円～）

520-1 ■ＴＥＬ0558-32-0888
2 室（宿泊料金目安 10,000 円～）

359 ■ＴＥＬ0558-35-7711
31 室（宿泊料金目安 14,000 円～）

■河津町見高

■河津町峰

■河津町梨本

■客室

■客室

■客室

落ち着いた雰囲気の気取らない隠れ宿
ゆったりとした空間で日ごろの疲れ癒す

河津川のほとりに立つ小さなペンション
露天風呂から見る河津桜はまさに絶景

河津海苑

花舞

358-2-2 ■ＴＥＬ0558-32-0811
7 室（宿泊料金目安 14,500 円～）

487-2 ■ＴＥＬ0558-32-0261
4 室（宿泊料金 素泊 6,000 円～）

■河津町浜

■河津町峰

■客室

■客室

懐古リラクゼーション～癒しの和空間
レトロモダンな空間を楽しむお宿

竹の庄

ＨＡＮＡＭＡＩ ＴＥＫＥ ＮＯ ＳＹＯ

KAWAZU KAIEN

峰温泉大噴湯のすぐとなりにあり源泉に近い
伝統が香る古き良き湯宿

伊豆最大の滝「大滝」を目の前に大迫力の
露天風呂が楽しめる旅館

河津温泉旅館組合
■河津町笹原 72-12 ■TEL0558-32-0323

（一社）河津町観光協会
■河津町笹原 72-12 ■TEL0558-32-0290
■http://www.kawazu-onsen.com

