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プラサ ヴェルデから30〜40 分

① みのり荘

沼津の民宿 グループ昼食プラン

海の幸が豊富な沼津では、古くから民宿で宿泊や食事を
提供していました。沼津の民宿では、目の前の海から獲
れた魚を使った料理や地元で採れた野菜を使った料理な
ど昔ながらの料理を提供しています。
プ ラ サ ヴェ ル デ か
長泉町
ら車で 30 〜 40 分
で、磯の香りがする
民宿で昼食を召し上
がっていただけます。
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長泉沼津I.C.

新東名高速

プラサ ヴェルデから車で約 25 分

沼津I.C.

東名高速

御殿場線

みしま

東海道新幹線
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料金はすべて税込
みです。

414

プラサ ヴェルデ

1

ぬまづ

前日までの一部取
消は無料、当日取
消は 100％です。

清水町

沼津市役所

函南町

江浦漁港の前にある料理民宿です。
食事場所は１階にあり、椅子席で食事ができます。

沼津市
沼津港

漁や仕入れの状況
により、提供する
魚が変更になる場
合があります。

希望があればクジラの刺身を提供します。
送迎バス（8〜24 名）があります。送迎時間や
送迎範囲等は直接ご連絡ください。
伊豆の国市

414

駿河湾
1

ご利用の３日前ま
でに予約をしてご
利用ください。

受入人数 10 人から 30 人
駐車場 あり バス停『江の浦』下車
住所 沼津市江浦 171-9
TEL 055−939-0139 FAX 055-939-0239
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当日の予約は受付
していません。

② 民宿たかだ
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プラサ ヴェルデから車で約 30 分

おすすめセット料理
地魚の刺身、自分で作った
野菜を使った料理
3,240 円
食事料金 3,240 円から 5,400 円

できます。

もこなすマルチなおばあちゃん。
自分で作った野菜を使った料理を提供しています。
あり

バス停『口野』下車

住所 沼津市口野 55-58
TEL 055-939-0294

バス駐車場から徒歩 30 秒。
受入人数

5 人から 25 人

FAX 055-939-0294

プラサ ヴェルデから車で約 30 分

食事会場の２階から富士山、駿河湾を望むことが

代表の高田さんは、魚の仕入れ、野菜作り、調理

駐車場

③ 美晴荘

おすすめセット料理
刺身盛合せ、カサゴの唐揚
げ、サザエなど
2,160 円
食事料金 2,160 円

海から１分の場所にある昭和の香り漂う民宿。

受入人数

三島市

おすすめセット料理
地魚の刺身、
カサゴフライ、
金目煮付けなど
4,320 円
食事料金 3,240 円から 12,960 円

駐車場

10 人から 35 人
あり

バス停『重寺民宿村』下車

住所 沼津市内浦重寺 10-59
TEL 055-943-2557

FAX 055-941-3318

2016 年 11 月時点の情報です。利用される時間、時期、人数その他の要因により料金や食事内容が変更になる場合があります。

問い合わせ

静岡県東部地域コンベンションビューロー

TEL 055−964−1800

E-mail info@shizutou-cb.jp
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プラサ ヴェルデから30〜40分 沼津の民宿 グループ昼食プラン

④ 弘昭丸

プラサ ヴェルデから車で約 30 分

おすすめセット料理
金目鯛の煮付け 刺身（鯛、
アジ、カンパチ、甘海老）
など 2,160 円
食事料金 1,575 円から 4,320 円

料理は 6 皿と小鉢が多いのが特徴です。
自家製野菜をふんだんに料理に使っています。

10 人から 80 人

受入人数

バス停『重寺』下車

駐車場

住所 沼津市内浦重寺 24
TEL 055-943-2742

⑥ 駿陽荘 やま弥

受入人数 6 人から 30 人
駐車場 あり バス停『平沢』下車
住所 沼津市西浦平沢 92-4
TEL 055-942-2477 FAX 055-942-3210

あり

バス停『平沢』下車

TEL 055-942-2543

プラサ ヴェルデから車で約 40 分

食堂を併設している料理民宿です。
自家養鶏場では、地鶏を放し飼いにして、濃い味
の卵を料理に使っています。
自家農園でとれた野菜も料理に使っています。
送迎バス（25 名）があります。送迎時間や送迎
範囲等は直接ご連絡ください。

1 人から 32 人

住所 沼津市西浦平沢 94-5

FAX 055-943-2742

おすすめセット料理
16 種類の味が楽しめる
手巻き寿司 2,700 円
食事料金 1,620 円から 5,400 円

プラサ ヴェルデから車で約 40 分

することができます。

椅子席もございます。
あり

貝殻亭

団体の食事でも、各人ごとにお好きな料理を提供

太い梁がある伝統的な漁師の家の雰囲気です。

駐車場

メゾン ド メール

おすすめセット料理
カサゴ唐揚げ定食（刺身付
き） 1,650 円
食事料金 980 円から 1,860 円

漁師の宿なので、新鮮な魚を提供しています。

受入人数

⑤

⑦ 民宿 西浦荘

FAX 055-942-2600

プラサ ヴェルデから車で約 40 分

おすすめセット料理
地魚煮、刺身 1,620 円
食事料金 1,620 円から 3,240 円

地魚は毎朝市場より調達したメジナ、真鯛、キン
メダイなどを使っています。
建物が海沿いにあるので、食事場所から遮るもの
がない駿河湾と富士山が見られます。
受入人数
駐車場

5 人から 30 人
あり

バス停『西浦小学校前』下車

住所 沼津市西浦平沢 254-5
TEL 055-942-2229

FAX 055-942-2267

2016 年 11 月時点の情報です。利用される時間、時期、人数その他の要因により料金や食事内容が変更になる場合があります。

問い合わせ

静岡県東部地域コンベンションビューロー

TEL 055−964−1800

E-mail info@shizutou-cb.jp

