熱海温泉 日帰り入浴施設

（2021 年 10 月 1 日現在）

当日の利用状況や社会情勢により利用を休止している場合があります。必ず各施設にお問合せください。
☎0557-82-0123

♨オーシャンスパ Fuua(フーア)
区分

料
金

住所：熱海市和田浜南町 10-1（熱海駅よりバス約 10 分・送迎バスあり）

【通年】 ※最終受付 21:00
10:00～22:00
17:00～22:00

【土日祝および特定日】 ※最終受付 21:00
10:00～22:00
17:00～22:00

大人(中学生以上)

2,900 円

1,800 円

3,230 円

2,130 円

4 歳～小学生

1,980 円

1,100 円

2,200 円

1,320 円

※特定日(2021 年)

【12 月】27㊊～31㊎
料金には、施設利用料（一部施設を除く）、館内着、タオルレンタル料が含まれます。

休館日：2021 年 10/1～2022 年 1/31 の期間(2021 年 9 月現在の情報です。変更になる場合があります。)
【１２月】14㊋・15㊌
※18 歳未満のお客様のご利用は、保護者（20 歳以上）の同伴が必要になります。
※4 歳～小学生のお子様のご利用は同性の保護者の同伴が必要になり、混浴はできません。また、安全管理上一部ご利用いただけ
ない施設がございます。
※安全管理上、0～3 歳のお子様のご入館をお断りしています。
※「露天立ち湯」は、身長 135cm 未満のお客様はご利用いただけません。
※混雑状況により入館を制限させて頂く場合がございます。
※営業状況が変更になる場合がございます、詳しくは「オーシャンスパ Fuua」公式ホームページにてご確認ください。
・館内 3 階の Fuua Café(フーアカフェ)にてドリンク類や軽食等を販売
・館内着のまま利用できる隣接のレストラン「HARBOR'S W(ハーバーズダブル)」をご利用ください。
レストラン
(☎0557-81-4688）
☎0557-86-2020

♨マリンスパあたみ

住所：熱海市和田浜南町 4-39（熱海駅よりバス約 10 分）

日帰り入浴プラン
（温泉+ジャグジー＆サウナの利用）

区分
料

金

時
間

大人(高校生以上)

1,010 円※バスタオル付き

小中学生

560 円※バスタオル付き

3 歳～未就学児

420 円

0～2 歳(水遊びパンツ付き)

310 円

【通常期間】下記期間を除く
【夏季期間】 7/21㊌～8/26㊍
【冬季期間】12/22㊌～1/14㊎
【特 定 日】1/1㊏

※ジャグジー＆サウナは水着着用
エリアにあります。
※プールの利用は不可。

10:00～19:00（毎週水曜日は 21:00 迄）
9:00～20:00（毎週水曜日は 21:00 迄）
10:00～18:00（毎週水曜日は 19:00 迄）
10:00～17:00

一般（プール利用を含む）
通常
15:00 以降の入館

1,360 円

1,120 円

680 円

610 円

420 円

420 円

310 円

310 円

※最終受付は閉館時間の
30 分前

休館日：2021 年 10/1～2022 年 3/31 の期間(2021 年 9 月現在の情報です。変更になる場合があります。）
【１０月】7㊍・14㊍・21㊍・28㊍
【１１月】4㊍・11㊍・15㊍～19㊎・25㊍
【１２月】2㊍・9㊍・16㊍・23㊍
【 １月】6㊍・13㊍・20㊍・27㊍
【 ２月】3㊍・10㊍・14㊊～18㊎・24㊍
【 ３月】3㊍・10㊍・14㊊～18㊎

レストラン
レンタル料金
販売料金

平日 11:00～15:00（LO14:30） 土・日・祝日 11:00～17:00（LO16:30）
【バスタオル】310 円 【水着】550 円 【ラッシュガード】550 円
【浴用タオル】320 円 【水遊びパンツ】300 円 【歯ブラシ】210 円 【カミソリ】160 円

♨その他の日帰り入浴施設
施設名

日航亭・大湯(㊋定休)
☎0557-83-6021
住所：熱海市上宿町 5-26
(熱海駅より徒歩約 20 分)

田原浴場 (㊌定休)

大浴場

営業時間
露天風呂

入浴料

料金
浴用タオル

9:00～18:00

9:00～18:00

1,000 円(中学生以上)
500 円(小人)

50 円(ﾚﾝﾀﾙ)
100 円(購入)

500 円

100 円(ﾚﾝﾀﾙ)

200 円(ﾚﾝﾀﾙ)

（最終受付 17:00）
◎個室休憩室（5 名様まで）時間/9:00～18:00 のうち 2 時間利用 1 室 2,000 円
◎大広間利用 時間/9:00～18:00（無料）※有料個室以外での食事・酒類の持ち込みは不可。

14:00～21:00

休憩室・個室なし

☎0557-81-3417 住所：熱海市田原本町 8-16(熱海駅より徒歩約 1 分)

山田湯 (不定休)

バスタオル

8:00～11:00
15:30～21:00

☎0557-81-9635 住所：熱海市和田町 3-9(熱海駅よりバス約 15 分)

300 円
休憩室・個室なし

熱海温泉 日帰り入浴利用可能施設一覧

（2021 年 8 月 7 日現在）

当日の利用状況や社会情勢により利用を休止している場合があります。必ず各施設にお問合せください。
施設名
電話
住所
月の栖 熱海聚楽ホテル
☏0557-81-5181
住所：熱海市田原本町 2-19
(熱海駅より徒歩約 5 分)

大江戸温泉物語 あたみ

利用時間（受付時間）
大浴場
露天風呂
貸切風呂
料金・備考
料金・備考
個室休憩の利用
14:00～21:00
(受付 21:00 迄)

①

③

大人 2,000 円・小人 1,000 円

②

④

①

②

③料金/大人 4,308 円～ ・小人 1,980 円～
レストラン営業時間 17:00～20:30(LO20:00)
※完全予約制。※日により対応できない場合あり。
④

①

③セットプランではないですが、レストランの利用が可能です。

浴用タオル・バスタオル付き
13:00～21:00
(受付 20:00 迄)

13:00～21:00
(受付 20:00 迄)

16:00～22:00 16:00～22:00
(受付 21:00 迄)
(受付 21:00 迄)

露天風呂 2 箇所

①15:00～22:45
②15:30～23:15

※入浴料金は含まれていません。

②

料金/大人 5,500 円・小学生 3,850 円・3 歳以上の未就学児 2,750 円・2 歳以下無料
時間/17:30～21:00(最終入場 20:00)
④

①

③

(各受付は終了 45 分前迄)

☏0557-82-8111 大人平日 1,000 円・土休日 1,200 円 1 室 3,300 円
（利用 45 分間）
住所：熱海市東海岸町 6-53 小人平日 700 円・土休日 900 円
(熱海駅より徒歩約 15 分)
浴用タオル・バスタオル付き

料理旅館 渚館

夕食付きプラン
③夕食+入浴（個室休憩なし）
④夕食+入浴+個室休憩

14:00～21:00
(受付 21:00 迄)

大人 900 円～1,600 円
☏0557-86-1126
小人 500 円～900 円
住所：熱海市咲見町 8-3
(熱海駅より徒歩約 10 分) ※浴用タオル【購入】100 円、バスタオル【ﾚﾝﾀﾙ】200 円

熱海シーサイドスパ＆リゾート

昼食付きプラン
①昼食+入浴（個室休憩なし）
②昼食+入浴+個室休憩

内風呂 5 箇所
露天風呂 1 箇所

12:00～20:00
(受付 19:00 迄)

12:00～20:00
(受付 19：00 迄)

大人 1500 円・小人 750 円 ②料金/1 人 6,600 円 時間/11:30～16:30（利用 4 時間） ④

☏0557-81-5054
大人 1,000 円・小人 500 円
※食事は個室会食場。
（利用 45 分間）
※時期によりお受けできない場合があります。お問い合わせください。
住所：熱海市渚町 11-11
浴用タオル【購入】100 円、バスタオル【ﾚﾝﾀﾙ】300 円
(熱海駅より徒歩約 20 分) 11:30～18:00（受付 14:00 迄）／1 人 4,950 円・1 室 9,900 円（利用 4 時間）
※浴衣・歯ブラシ・髭剃り（男性）・スキンケアセット（女性） 付き

秀花園湯の花膳

14:00～19:00
(受付 18:00 迄)

14:00～19:00
(受付 18:00 迄)

☏0557-83-5151 大人 2,350 円・小人 1,100 円
住所：熱海市和田浜南町 7-13 浴用タオル・バスタオル付き
(熱海駅よりバス約 10 分)

新かどや

13:00～16:00
(受付 15:30 迄)

大人 1,800 円・小人 975 円
☏0557-81-6185
住所：熱海市小嵐町 14-8 バスタオル付き(浴用タオル【購入】550 円)
(熱海駅よりバス約 15 分)

かんぽの宿熱海 別館
※水曜日 定休

12:00～16:00
(受付 15:00 迄)

半露天風呂

12:00～16:00
(受付 15:00 迄)

12:00～16:00
(受付 前日 17:00 迄)

1 室 2,200 円

※客室内の浴室（温泉）は利用が可能です。

①20 名様以上の予約制になります。お問合せください。

③事前予約制になります。お問合せください。

②

④

①

③

②

④

①料金/1 人 2,000 円～(メニューにより料金変動)
レストラン営業時間 11:30～14:00(LO13:30)

③

②料金/1 人 3,980 円(浴衣・タオルセット 付き) 時間/11:00～15:00 ④

※和室利用は寝具サービス(予約制)。シーズンにより販売していない
大人 1,500 円・小人 800 円
☏0557-83-6111
(利用 50 分間)
場合がございます。 ※客室に浴室はありません。
住所：熱海市水口町 2 丁目 13-77
※タオルセット(浴用・バス)300 円でﾚﾝﾀﾙ可
※受付は、前日 14:00 迄。
(熱海駅よりバス約 20 分) 11:00～20:00(受付 前日 17:00 迄)／1 人 3,000 円（利用 3 時間）
※3 時間以上をご希望の場合はお問合せください。
※浴衣・タオルセット・歯ブラシ 付き

ほり多旅館

※貸切利用のみ ※貸切利用のみ
（内風呂 2 箇所） （露天風呂 1 箇所）

7:00～21:00
(受付 20:00 迄)

大人・小人 1,000 円(利用 60 分間)

①料金/1 人 11,000 円 ※入湯税別途。
時間/10:30～14:30（食事 LO14:00）
※前日までの予約。
②料金/1 人 16,500 円(浴衣・浴用タオル・バスタオル・歯ブラシ付き)※入湯税別途。
時間/10:30～14:30（食事 LO14:00）
※個室内の浴室は利用不可。 ※食事は客室での用意。
※受付は、2 名様以上、前日 17:00 迄の予約。

☏0557-83-2263
※浴用タオル【購入】200 円・【ﾚﾝﾀﾙ】100 円、
住所：熱海市西山町 5-13
バスタオル【ﾚﾝﾀﾙ】200 円
(来宮駅より徒歩約 10 分) 7:00～21:00(受付 17:00 迄)／1 室 11,000 円（利用 4 時間）
※入浴、タオル料金は含まれていません。 ※寝具・浴衣・歯ブラシ 付き

法悦

※個室内の浴室は利用できません。

※大浴場・露天風呂はなく、貸切風呂（3 か所）のみになります。 ①
※ご利用時間は、1 箇所につき、30 分間程度でお願いします。

※入浴料金は、個室休憩または食事付きプラン

③

②

☏0557-81-4475
に含まれています。
住所：熱海市西山町 10-9
15:00～18:00(受付 12:00 迄)／1 人 6,750 円（利用 3 時間）
(来宮駅より徒歩約 15 分) ※浴用タオル・バスタオル・浴衣・歯ブラシ・足袋ソックス 付き

③料金/1 人 16,500 円 ※入湯税別途。
時間/17:00～21:00（食事 LO20:30）
※前日までの予約。
④料金/1 人 22,000 円(浴用タオル・バスタオル・浴衣・歯ブラシ付き)※入湯税別途。
時間/17:00～21:00（食事 LO20:30）
※個室内の浴室は利用不可。 ※食事は客室での用意。
※受付は、2 名様以上、前日 17:00 迄の予約。

④料金/1 人 12,250 円(浴用タオル・バスタオル・浴衣・歯ブラシ・足袋ソックス付き)
時間/15:00～20:00※食事は、食事処か個室会食場(別料金)17:30～19:30。
※客室に浴室はありません。 ※小学生以下は利用不可。
※客室に浴室はありません。

