
「既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」【交通連携型】

マホロバ・マインズ三浦

【施設の概要】
最大10名宿泊可能な広々とした客室が自慢のリゾートホテルです。
窓の外に広がる美しい海と空が、非日常を演出します。
夕食バイキングでは、三崎まぐろや三浦野菜、季節のフルーツなど40種以上の三浦の旬
が食べ放題です！
地下1,500mから湧き出る上質の天然温泉は、肌になめらかな潤いを与えます。
大浴場と露天風呂（男女入替制）で、日本のリゾートを満喫してください。

〈客室の一例〉 本館和洋室

住所 三浦市南下浦町3231

電話番号 046-889-8911

アクセス 京急線 三浦海岸駅下車 徒歩約6分

宿泊価格
1泊２食

お1人様 11,550円～26,400円
（消費税込・大人入湯税150円別途必要）
※宿泊日程やお部屋によって異なりますので
詳細はホテルへお問合せください。

〈施設全景〉 〈大浴場〉

『三浦版図事業実証バス』 ご利用の皆様へ 宿泊施設等のご案内 【一般社団法人三浦市観光協会】

【施設の概要】
海辺ならではの静けさに包まれ潮風薫るオーシャンビューの贅沢な空間で穏やかに流れ
る寛ぎの時間・・・。露天風呂付客室・海側客室から一望できる小網代湾の景色を目
の前に感じることができます。素材を活かし、旬を味わう。厳選した三浦の新鮮な海の
幸を存分にお愉しみいただけます。格別なひとときを満喫ください。
海を見晴らす絶景露天風呂は、温泉に含まれる成分が多い、浸透圧の高い高張性
の療養泉。疲れた身体と心をゆったりと癒していただけます。

〈客室の一例〉 海側和室〈施設全景〉 〈露天風呂〉

ホテル京急油壺 観潮荘

住所 三浦市三崎町小網代1152

電話番号 046-881-5211

アクセス 京急線 三崎口駅から京急バス13分
「油壺」下車徒歩約4分

宿泊価格
1泊２食

お1人様10,000円～21,500円
（消費税込・大人入湯税150円別途必要）
※宿泊日程やお部屋によって異なりますので
詳細はホテルへお問合せください。

いずれも、ご宿泊をご

希望の場合、お客様

自身で、予約をお取

りください。

その際には、【三浦版

図(みうらはんと)バス

で…】と、一言ホテル

係員にお伝えださい。

【宿泊予約に関して】“忘れられない夜”を探しに出かけませんか？

三方を海に囲まれた三浦市。
なかでも最南端の「城ケ島」は星の

観測地としてお勧めしたいエリアです。
特に景観美で人気の観光スポットは

「馬の背洞門」です。潮の満ち引きに
よって、長い年月をかけて岩肌が削ら
れたことでできた穴は、近くで見ると
より一層迫力があります。
穴は東の方角を向いているため、タ

イミングによっては、海岸線から昇る
月を穴から見ることができるでしょう。
暖かい服装や飲み物を用意して、城

ケ島の夜を楽しんでくださいね！

支配人からのちょっぴりプレゼント

本コースご利用のお客様には、
油壺温泉をご自宅で堪能できる入浴剤を
おひとり様にひとつ、プレゼントします。

支配人からのちょっぴりプレゼント

クアパーク入場１回無料にて
ご利用頂けます。

“朝市”やってます ！！三崎朝市

三崎のマグロや地魚、地元野菜はもち
ろん地玉子まで食卓を彩りを添える魅
力ある品物を多数揃えて皆さまをお待
ちしております。

場所 三浦市三崎5丁目3806番地先

開催日 毎週日曜日

営業時間 朝5時～8時30分

金田湾朝市

場所 三浦市南下浦町金田2020-5

開催日 毎週日曜日

営業時間 朝5時50分～7時30分

https://www.maholova-minds.com/index.php https://www.misakikanko.co.jp/aburatsubo/

～ 売り切れ御免!!
三浦半島丸かじり！朝どれで旨い旬

の地魚や季節の野菜を販売します！～
全て朝網なので量も種類も捕れてのお
たのしみ。

https://www.maholova-minds.com/index.php
https://www.misakikanko.co.jp/aburatsubo/
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三崎館 本店
元祖まぐろのかぶと焼。老舗の味をあじわって下さい。
住所 三浦市三崎5-2-9
TEL 046-881-2117 ＜収容30名＞

CARO FORESTA 城ヶ島遊ヶ崎 BASE
ワンコと一緒に。三崎マグロを使った「寿司会席」。
住所 三浦市三崎町城ケ島372-1
TEL 046-881-0220 ＜収容24名＞

民宿 魚萬
海岸から徒歩1分。24時間風呂あり。
住所 三浦市南下浦町上宮田3532
TEL 046-888-0719 ＜収容30名＞

丸長荘
海まで5分。地元野菜、地魚をつかったお食事。
住所 三浦市南下浦町上宮田3443
TEL 046-888-0920 ＜収容30名＞

民宿 海上亭
相模湾の目の前、海の上の民宿！
住所 三浦市三崎町小網代1036
TEL 046-881-6218 ＜収容10名＞

オーシャンヴィレッジ三浦
住所 三浦市三崎町諸磯1621 
TEL 046-880-0835 ＜収容56名＞

三崎船員保険保養所（サンポートみさき）
朝市会場となりの好立地です。
住所 三浦市三崎5-3806
TEL 046-882-2900 ＜収容43名＞

民宿 長津呂荘
城ケ島の最南端の宿
住所 三浦市三崎町城ケ島686-7
TEL  046-882-0620 ＜収容20名＞

民宿 たつみ荘
伊勢海老で有名な民宿です。
住所 三浦市南下浦町上宮田536
TEL 046-888-1615 ＜収容35名＞

しろべ荘
駅より1分！海まですぐ！
住所 三浦市南下浦町上宮田1423
TEL 046-888-0789 ＜収容50名＞

民宿 でぐち荘
夕日の綺麗な諸磯湾でゆったりとお過ごし下さい。
住所 三浦市三崎町諸磯1783
TEL 046-881-4778 ＜収容25名＞

民宿はら
住所 三浦市初声町三戸2449
TEL 046-888-3535 ＜収容36名＞

しまや
目の前は海です。素泊まり利用出来ます。
住所 三浦市三崎2-19-18
TEL 046-881-3550 ＜収容20名＞

Pen宿 ひこや
城ケ島漁協の魚介類を主とした海鮮料理を提供。
住所 三浦市三崎町城ケ島658
TEL 046-882-2527 ＜収容20名＞

根本荘
三浦海岸駅すぐ。ボリュームたっぷりの食事
住所 三浦市南下浦町上宮田1468
TEL 046-888-0658 ＜収容31名＞

民宿グリーンハウス
三浦・金田湾一望の宿。
住所 三浦市南下浦町金田224
TEL 046-888-0257 ＜収容40名＞

網代荘
お料理はその日に獲れた地魚・貝類のお料理。
住所 三浦市三崎町小網代1354
TEL 046-881-5858 ＜収容20名＞

砂丘
全室離れでのんびり
住所 三浦市初声町三戸1064 
TEL 046-888-1984 ＜収容20名＞

酒宿（しゅやど） 山田屋
趣ある酒屋をリノベーションした「酒宿」です。
住所 三浦市三崎4-8-10
TEL 046-881-0220

城ケ島 港屋
城ケ島最南端にある海辺の宿。
住所 三浦市三崎町城ケ島680-5
TEL 046-881-4350 ＜収容28名＞

民宿旅館 しおさい
三浦海岸駅から近く、海へのアクセスも良いです。
住所 三浦市南下浦町上宮田3314
TEL 046-888-0705 ＜収容36名＞

民宿 松林館
眺望随一、高台で静かな民宿。
住所 三浦市南下浦町松輪566
TEL 046-886-1852 ＜収容50名＞

味な宿 静観荘
三浦半島の海・風・地魚を堪能
住所 三浦市三崎町小網代971
TEL 046-881-2288 ＜収容24名＞

ひきじ荘
7月、8月のみ営業しています。
住所 三浦市初声町三戸1080
TEL 046-888-2969 ＜収容20名＞

RSD Village
三崎の路地たたずむ、アットホームなゲストハウス。
住所 三浦市三崎2-4-4
TEL 080-5533-0079

城ケ島 さんご荘
まぐろ料理とさんご荘丸で釣れた魚でおもてなし。
住所 三浦市三崎町城ケ島674
TEL 046-881-4223 ＜収容35名＞

民宿 出口荘
新鮮な魚が自慢です！
住所 三浦市南下浦町上宮田1086
TEL 046-888-0793 ＜収容25名＞

民宿 やかた丸
三浦半島の先っぽ海と山にかこまれた小さな集落
住所 三浦市南下浦町松輪808
TEL 046-886-1648 ＜収容20名＞

豊月
お食事処から、小網代湾が一望出来ます。
住所 三浦市三崎町小網代1152
TEL 046-881-3301 ＜収容30名＞

やまこ荘
三戸浜の新鮮素材、魚介・野菜が自慢です。
住所 三浦市初声町三戸1061
TEL 046-888-2932 ＜収容30名＞


