
宿   泊   施   設   一   覧   表

クレジットカード

VISA, Master, AMEX,
Diners, JCB, 銀聯

ホテルメトロポリタン鎌倉 60-1250 有料Ｐあり 洋 朝食可 一泊朝食10,700円より
全館×
(△あり)

V, M, A, D, J, 銀,
ビュー・セゾン

小町1-8-1 鎌倉駅より徒歩2分

ホテル 鎌倉ｍｏｒｉ 22-5868 契約Ｐあり 洋 二食可 素泊まり 8,360円より 全室〇
消臭対応

V, M, A, D, J 小町1-5-21 鎌倉駅より徒歩1分

ホテルいずみ 25-3300 Pなし 和/洋 朝食可 素泊まり　6,600円より 全室〇 現金のみ 御成町5-31 鎌倉駅より徒歩3分

シャングリラ鶴岡 25-6363 有料Ｐあり 洋 素泊まり 7,150円より 全館×
(△ベランダ)

V, M, A, D, J, UC, DC,
NICOS

雪ノ下1-9-29 鎌倉駅より徒歩8分

ホテルニューカマクラ 22-2230 有料Ｐあり 和/洋 共同 宿泊のみ 4,200円(平日)より 全館×
(△外)

現金のみ 御成町13-2 鎌倉駅より徒歩1分

源ホテル鎌倉 50-0777 Ｐあり（要予約） Ｐあり（要予約） 共同 素泊まり　9,350円より 全館× V, M, A, D, J 雪ノ下1-8-36 鎌倉駅より徒歩8分

KAMAKURA　HOTEL 55-5380 Pなし 和/洋 朝食付 一泊朝食 18,000円より 全館×
(△あり)

V,M,A,D,J,銀 御成町12－27 鎌倉駅より徒歩１分

ホワイトホテル(女性専用) 22-4407 Ｐなし 洋 共同 一泊 4,400円より 全館× 現金のみ 御成町2-20 鎌倉駅より徒歩1分

TOSEI HOTEL COCONE 鎌倉 22-5541 Ｐあり（要予約） Ｐあり（要予約） 朝食可 一泊 7,500円より 全館×
(△あり)

V, M, A, D, J, 銀,交通系
ICカード

御成町7-10-1 鎌倉駅西口より徒歩4分

かいひん荘 鎌倉 22-0960 Ｐあり 和/和洋 二食可 素泊まり 11,550円より 全館×
(△外)

V, M, A, D, J, 銀, debit,
Line pay, Ali pay,

We chat pay
由比ガ浜4-8-14 由比ガ浜駅より徒歩1分

ダイヤモンド鎌倉別邸ソサエティ *1 25-6680 有料Ｐあり 和/洋 二食可
素泊まり 7,600円(平日)より
              9,600円(休前日)より

洋室〇あり
(△外)

V, M, A, D, J, 銀 由比ガ浜3-12-25 由比ヶ浜駅より徒歩３分

ペンション　グリーングラス 22-3855 有料Ｐあり 和/洋 共同
素泊まり　6,600円より
　　　　　　祝祭日前＋2,200円
　　　　　　繁忙期＋3,300円

全館×
(△外)

現金のみ 由比ガ浜2-19-5 和田塚駅下車2分

パーパスリゾートオーシャンビュー鎌倉
050-3784-9550

(予約ｾﾝﾀｰ）
Ｐなし 洋

素泊まり1～2名1室分計30,000円
            3～4名1室分計40,000円

全館× V, M, A, J 由比ガ浜4-3-35 和田塚駅より徒歩5分

KKR鎌倉わかみや 25-4321 Ｐあり 和/洋 二食可 2食付き　16,300円より 全館×

V, M, A, D, J,
銀,suica,Quickpay

交通系IC, デビットカー
ド,

由比ガ浜4-6-13 由比ヶ浜駅より徒歩5分

WeBase 鎌倉   22-1221 有料Ｐあり
洋/和 共同 朝食付 一泊朝食 6,600円より 全館× V, M, A, Ｄ,J, 銀 由比ガ浜4-10-7 由比ヶ浜駅より徒歩3分

鎌倉パークホテル 25-5121 Ｐあり 和/洋 二食可 素泊まり 14,500円より ＊ 全館×
(△各階)

V, M, A, D, J, 銀, Siuca,
Pasmo, debit, 楽天edy,

Waon, UC, MUFG
坂ノ下33-6 長谷駅より徒歩12分

ＢＢハウス 25-5859 Ｐあり 洋 朝食可 一泊朝食 8,500円より ＊ 全館× 現金のみ 長谷2-22-31 長谷駅より徒歩2分

鎌倉プリンスホテル
33-1205

(予約専用）
有料Ｐあり 洋 二食可 一泊二食　30,643円より ＊

全館×
(△フロントロ

ビー)
V, M, A, D, J, 銀, UC, S 七里ガ浜東1-2-18 七里ガ浜駅より徒歩8分

船宿 秋田屋 31-7825 Ｐあり 和/二段ベット 共同 二食可 一泊二食 9,800円より ＊ 全館×
(△外)

現金のみ 腰越2-10-30 腰越駅より徒歩2分

Blue Lagoon 080-4638-4857 Ｐあり
※1台のみ

洋
（1棟貸し切り）

キッチン有 宿泊のみ 19,000円/2名より
※3名以上⇒5,000円/1名の追加料金有

全館×
V, M, A, D, J, 銀,

交通系IC,ALIPAY,
津西1-5-20

腰越駅より徒歩15分
西鎌倉駅より徒歩8分

Ｌｅａｆ 080-4638-4857 洋
（1棟貸し切り）

キッチン有 宿泊のみ 15,000円/2名より
※3名以上⇒5,000円/1名の追加料金有

全館×
V, M, A, D, J, 銀,

交通系IC,ALIPAY,
腰越3-11-29
サニーメゾン湘南101

腰越駅から徒歩6分

Pine Tree 080-4638-4857 洋
（1棟貸し切り）

キッチン有 宿泊のみ 15,000円/2名より
※3名以上⇒5,000円/1名の追加料金有

全館×
V, M, A, D, J, 銀,

交通系IC, ALIPAY,
腰越3-11-29
サニーメゾン湘南201

腰越駅から徒歩6分

Grand Bleu 080-4638-4857 Ｐあり
洋

（1棟貸し切り）
キッチン有 宿泊のみ 30,000円/2名より

※3名以上⇒5,000円/1名の追加料金有
全館×

V, M, A, D, J, 銀,
交通系IC, ALIPAY,

藤沢市片瀬海岸2-11-18 片瀬江ノ島駅より徒歩3分

かきや旅館 32-4828 Ｐあり 和 共同 二食可 素泊まり 5,500円より 全館×
V, M, A, D, J,
銀, Paypay

腰越3-20-11 腰越駅より徒歩3分

江の島ホテル 0466-29-0688 有料Ｐあり 洋 二食可
一泊朝食 12,000円より
素泊まり9,800円より

＊ 全館× V, M, A, D, J, 銀 藤沢市江の島1－3－8 江ノ島駅より徒歩14分

鎌倉古今 81-4435 Ｐあり 洋/和 朝食付/夕食可 素泊まり 33,000円より 全館× V, M, A, D, J, 銀 二階堂836 大塔宮バス停より徒歩2分

小坪海岸 凛花 25-2340 Ｐあり（要予約） 和/和洋/洋 二食可 素泊まり 11,500円より(オフシーズン) ＊ 全館× Paypay 逗子市小坪5-8-3
鎌倉駅よりバス15分
バス停より徒歩3分

琥珀　-AMBER- 080-4638-4857 Ｐあり 洋 素泊まり　26,000円より 全館×
V, M, A, D, J, 銀,

交通系IC, ALIPAY
材木座6-4-4

鎌倉駅よりバス8分
材木座バス停前より徒歩2分

KIYAZA 鎌倉 RESORT 40-5005 Ｐなし
洋/和

（ホステル）
朝食付 一泊朝食 7,020円より

全館×
(△外)

現金のみ 材木座5-5-13-1 臨海学園バス停より徒歩2分

JR東日本ホテルメッツかまくら大船
6/30より館内工事の為休業中

40-1192 有料Ｐあり 洋 素泊まり 7,000円より 館内×
(△ロビー)

V, A, J, UC,
一般的なもの全て

鎌倉市大船1-2-1 JR大船駅南改札東口より徒歩3分

相鉄フレッサイン鎌倉大船駅笠間口 42-2031 契約Ｐあり 洋 朝食可
一泊朝食8,560円(平日）より
　　　　　10,560円（休前日）より

館内×
〇×両方あり

V, A, D, J, 銀 鎌倉市大船1－26－5 大船駅北改札より徒歩1分

ビジネス旅館 津久井 45-0776 Ｐあり 和 二食可 素泊まり 6,200円より 〇 V, M, A, J, 銀, Paypay 台2-2-13 大船駅より徒歩5分

8hotel湘南藤沢 0466-54-0880 Ｐなし 洋 朝食可 一泊 7,800円より 〇×両方あり
フロア毎に分煙

V, M, A, J 藤沢市鵠沼花沢町1-5 藤沢駅南口より徒歩2分

湘南クリスタルホテル 0466-28-2111 有料Ｐあり 洋 二食可 一泊 7,000円より 館内×
(△1F)

V, J, 銀 藤沢市南藤沢14-1 藤沢駅南口より徒歩5分
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　　　*1） ご予約の際は「観光協会からの紹介」とお伝えください 鎌倉市観光総合案内所　ＴＥＬ（0467）22-3350
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食事 宿泊料金（税込）の目安
『室料』以外は二名以上利用のお一人様料金

海側
〇喫煙
×禁煙

△喫煙所あり

住  所 アクセス地域 施     設     名
電話番号

市外局番（0467）
駐車場 部屋形態

バス
トイレ

https://kamakura.metropolitan.jp/
http://kamakuramori.net/
https://www.trip-kamakura.com/article/13056.html
https://www.trip-kamakura.com/article/382.html
http://www.newkamakura.com/
https://gen-hotel-kamakura.com/
https://kamakurahotel.jp/
http://whitehotel.sakura.ne.jp/
https://tosei-hotel.co.jp/kamakura/
http://www.kaihinso.jp/
http://www.diamond-s.co.jp/kamakura/
http://kamakura-yado.com/
https://www.purposeresort.com/kamakura-facilities/
https://kamakurawakamiya.jp/
http://we-base.jp/kamakura/
http://www.kamakuraparkhotel.co.jp/#news
https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/138085/138085.html
http://www.princehotels.co.jp/kamakura/
http://akitayarintei.jp/stay/
https://www.treef-vacation-house.com/bluelagoon
https://www.treef-vacation-house.com/leaf
https://www.treef-vacation-house.com/pinetree
https://www.treef-vacation-house.com/grandbleu
http://www.kakiya.co.jp/
https://www.enospa.jp/
https://www.kamakura-cocon.jp/
http://www.kotubo-linca.com/
https://www.treef-vacation-house.com/kohaku-amber
https://kiyaza-kamakura.jp/
http://www.hotelmets.jp/kamakura/
http://www.hotelmets.jp/kamakura/
http://fresa-inn.jp/ofuna/
http://www.tsukui-ryokan.co.jp/
http://8hotel.jp/
http://raphaelhotel.jp/

