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石花海



「石花海」とは伊豆の海底に広がる海の丘の事。
豊かな浅瀬はお魚たちの格好の棲み家です。

「石花海」ではお客様にも海に抱かれたような
おおらかな気分でお寛ぎいただきたいと思います。
　"Senoumi" means the hill in the sea that spreads along the seafloor in Izu.
The shallow sea with abundant marine life is a good habitat for fish.
In Senoumi, we wish you to relax with a generous feeling as if being the embraced by the sea.
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大きな窓から海が一望できる、和風ツインルーム。
A Japanese style twin room with a view of the sea 
from the large window.

オーシャンフロントの和室。
次の間付きのタイプもございます。
An Ocean Front Japanese 
style room, the room 
type with an anteroom is 
also available.

タイプ タイプ
和室8畳和室8畳

広縁
4畳
広縁
4畳

和室10畳和室10畳広縁広縁

海を望む、信楽焼きの温泉露
天風呂が付いたお部屋です。
It is a room with a hot spring open-air 
bath made of Shigaraki Pottery. You 
can enjoy the view of the sea from the 
bath.

タイプ

和室10畳和室10畳露天風呂露天風呂
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ゆとりの和室に、広々 とした
温泉露天風呂の付いた優雅
な特別室。
The gracious special room with a 
spacious hot spring open-air bath in 
an ample Japanese style room.

タイプ

和室10畳和室10畳 和室6畳和室6畳

露天風呂露天風呂

広縁広縁

タイプ

和室6畳和室6畳

ツイン
ベッドルーム

露天風呂露天風呂

バリアフリートイレ

檜の露天風呂とツインベッ
ドルームを備えた、バリア
フリー対応の特別室。
The special room with barrier-free 
facilities, which includes a open-air 
bath made of cypress and a twin-
bedded room.
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 ご夕食 Dinner

開始時間 18：00 〜 19：00
Start time 18：00 〜 19：00　

稲取名物の金目鯛をはじめ、水揚げさ
れたばかりのお魚を美味しく楽しく、お
召し上がりいただきます。
名物漁師焼きでは、伊豆の魚介類を無
煙ロースターで焼きながらお召し上がり
いただきます。

石花海にはおいしい魚たちが集まります。  You can enjoy the delicious fishes in Senoumi.

 ご朝食 Breakfast

開始時間 7：30 〜 8：30
Start time 7：30 〜 8：30　

ご朝食では地元産の美味しい干物を
ロースターで焼きながらお召し上がりい
ただきます。
また、夕食・朝食時にセルフサービスで
温泉玉子をご用意しております。湯篭か
ら取ってご自由にお召し上がり下さい。

伊勢海老　イセエビ



石花海の温泉は自家源泉１００% の掛け流し。
海と空のパノラマが広がる絶景のお風呂です。
　The hot spring in Senoumi uses 100 percent pure hot spring water from an in-house source.
It is the bath from which the panoramic superb view of the sea and the sky stretches out.

男性露天風呂  石花菜  てんぐさ

Open-air bath for men "Tengusa" 

ご利用時間 ● 15：00 〜 24：00／ 翌朝 5：00 〜 9：30   ｜  Available hours ● 15：00 〜 24：00 / 5：00 〜 9：30 next morning

女性露天風呂  石竹  なでしこ

Open-air bath for women "Nadeshiko"
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男性大浴場  海の湯
Large bath for men "Umi no Yu"

ご利用時間 ● 15：00 〜 翌朝 9：30   ｜  Available hours ● 15：00 〜 9：30 next morning

女性大浴場  花の湯
Large bath for women "Hana no Yu"

アロマテラピー スタンダード
全身（顔・頭を含む） ……………………… 90 分 ／ 15,750 円
ボディ（顔・頭を除く） …………………… 60 分 ／ 12,600 円
アロマテラピー プリンセスローズ
全身（顔・頭を含む） ……………………… 120 分 ／ 26,250 円
ボディ（顔・頭を除く） …………………… 60 分 ／ 15,750 円
フェイシャルエステ
モイストスキン（乾燥肌・敏感肌） ……… 60 分 ／ 8,400 円
ホワイトニング（くすみ・しみ・美白） … 60 分 ／ 11,550 円

露天風呂付貸切風呂  浮多里湯
Chartered bath with open-air bath "Futari-yu" 

泉質 ● 弱塩泉／ナトリウム・カルシウム塩化物泉
湧出地 ● 稲取
源泉温度／量 ● 83 度、毎分 120ℓ
効能 ● 神経通、筋肉痛、関節痛、五十肩、冷え性、病
後回復期、疲労回復、健康増進、慢性婦人病、リュウマ
チ、アトピー

ご利用時間 ● 15：00 〜 23：00 （最終）
ご利用料金 ● 50 分 3,150 円

Available hours  15：00 〜 23：00（last）
Usage fee  3,150 yen for 50 minutes　　

泉質・効能

アロマ＆エステティック Aroma & Esthetic Service　 メニューの一例
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館内のご案内

Facility Guide

交通のご案内 Access
◎電車でお越しの場合  by train

◎お車でお越しの場合  by car

●客室数／和室34室（露天風呂付13室） 収容150名様　●お風呂／男性大
浴場「海の湯」、男性露天風呂「石花菜（てんぐさ）」、男性サウナ、女性大浴
場「花の湯」、女性露天風呂「石竹（なでしこ）」、露天風呂付貸切風呂「浮多
里湯（ふたりゆ）」、エステルーム　●館内施設／ロビー・ラウンジ「こらっしぇ
～」、コーヒーコーナー、カラオケルーム、売店、料理茶屋「ならいの風」、宴会
場　※全館冷暖房完備、防火・防災施設完備、バリアフリー、身障者用トイレ
●駐車場／大型5台、乗用車30台　●チェックイン・チェックアウト／チェック
イン15：00、チェックアウト10：00　●クレジットカード／JCB、VISA、UC、
AMEX、ダイナーズ、マスター、ミリオン、セゾン、銀聯

●Guest rooms：34 Japanese style rooms ( including 13 rooms with open-air 
baths), 150 people capacity  ●Baths：large bath for men "Umi no Yu", 
open-air bath for men "Tengusa", sauna for men, large bath for women "Hana 
no Yu", open-air bath for women "Nadeshiko", chartered bath with open-air 
bath "Futari-yu", esthetic room,  ●Facilities：lobby lounge "Kora-She", coffee 
corner, karaoke room, souvenir shop, Restaurant "Narai-No-Kaze", banquet 
halls  *All facilities are air-conditioned, Fire and Disaster Prevention facilities, 
barrier-free facilities and disabled-accessible toilets are equipped. 
●Parking：5 cars for tour bus, 30 cars for ordinary car  ●Check In/Check 
Out：Check In 15：00, Check Out 10：00  ●Credit Cards：including JCB, 
VISA, UC, AMEX, Diners Club, Master, Million, SAISON, China UnionPay

伊豆稲取駅までのマイクロバス送迎がございます。
◎稲取駅→石花海（お迎え）14：00～18：00（最終） ※事前にご予約下さい。（当日予約も可）
◎石花海→稲取駅（お送り）8：45～10：20（最終）
There is a minibus service to and from the Izu-Inatori station.
* Reserve your bus seat in advance.
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厚木IC 小田原 熱海

稲取

名古屋
東名2時間30分

2 hours and 30 minutes
from Tomei Expressway

2時間
2 hours沼津IC

東京
直通特急「踊り子」2時間20分

2 hours 20 minutes by direct express train "Odoriko"

伊豆
稲取駅

東京
新幹線50分

50 minutes by Shinkansen

名古屋
新幹線1時間40分

1 hour and 40 minutes by Shinkansen
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熱海

大阪
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3 hours by Shinkansen
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Izu-Inatori
Station

Atami

Nagoya

Osaka

1

3

4
5

6

7

8

9
10

11

12

展望台

どんつく神社

「愛恋岬」歌碑
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❶文化公園（当館より徒歩3分）
雛のつるし飾りまつりメイン会場。
足湯が有る憩いの場です。

❷海浜プール・ウキウキビーチ
　（当館より徒歩0分）
夏は当館目の前のプール・海で泳げます。

❸展望台（当館より徒歩2分）　
天気のよい日には伊豆七島が見渡せる、
眺めの良い展望台。

❹どんつく神社（当館より徒歩20分）　
奇祭どんつく祭りのご神体が
納められています。

❺「愛恋岬」歌碑（当館より徒歩20分）　
鳥羽一郎が歌ってヒットした
”愛恋岬“の歌碑があります。

❻八幡神社（当館より徒歩15分）　
町の総鎮守社。広い境内は趣があり、
初詣などで賑わいます。

❼稲取魚市場（当館より徒歩15分）　
金目鯛をはじめ、稲取の新鮮な
お魚が水揚げされます。

❽八百比丘尼（当館より徒歩15分）　
八百歳まで生きたという尼さんの像で、
人々は漁の安全を祈ってきました。

❾港の朝市（当館より徒歩15分）　
東伊豆町庁舎のとなりで、
毎週土・日・祝祭日に開催されます。

10もやい石（当館より徒歩15分）　
その昔、船をつなぎとめておくために
使われた大きな石。

11畳石（当館より徒歩20分）
指定文化財の築城石。江戸城築城の際に
伊豆石が使われました。

12海防の松（当館より徒歩20分）　
江戸時代に海岸の防備のために
植えられた立派な松。

❺ ❽ 10❹ ❺ ❽ 10❹
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