
最小人数 最大人数 有無 内容

1 きよみ荘 大内なをみ ひたちなか市阿字ヶ浦町20 029-265-8312 029-265-8312 kiyomisouibaraki@yahoo.co.jp 5 24 5 なし あり あり

・温泉のぞみの割引券

・合宿向けの海鮮特別メニュー

・15名以上貸し切りOK

・学生、大人の方に合わせた特別メニュー

・新鮮な海鮮料理

2 ホテルエリアワン東海 石川 東海村白方1752－36 029-212-3366 029-212-3367 tokai@hotel-areaone.com 1 48 21 なし
あり（朝

食のみ）
なし

・大型駐車場あり

・最大1部屋で4名部屋あり

・人数によっては朝食不可の場合あり

・食品のお預かりは不可

・氷（大量）の提供は不可（少量につい

ては応相談）

https://www.hotel-areaone.com/tokai/

3 つるやホテル 笠原武司 ひたちなか市阿字ヶ浦町2229-20 029-265-8322 029-264-2322 info@tsuruyahotel.com 30 120 15 あり あり あり
・BBQ会場3カ所

・食堂150名迄可能

・客室からのオーシャンビュー

・海水浴場あり

・大浴場男女

https://www.tsuruyahotel.com

4 Coast in SHALOM 笠原武司 ひたちなか市平磯町1245 029-265-5111 029-212-5022 info@coastinshalom.com 20 60 11 あり あり あり ・BBQ会場3カ所
・客室からのオーシャンビュー

・海水浴場あり
https://coastinshalom.com/

5 みなと観光ホテル 水谷照子 ひたちなか市湊本町18－25 029-262-4118 029-262-4119 10 60 15 なし あり あり
・ボリュームのある料理

・ごはんお替り自由

・那珂湊おさかな市場の前

・純日本風旅館

・風呂は24時間入浴可

http://minato-kankohotel.com/

6 はらや旅館 黒沢信子 ひたちなか市阿字ヶ浦町1484 029-265-7479 029-265-9578 5 60 13 あり あり あり

・ごはんのお替りできます。

・野菜はたっぷり使います。

（4月5日以降実施予定）

・お風呂は男10人用女8人用

・隣に温泉施設あり、割引あり

・客室から海が見えます。

・海岸が近いのでランニングOKです。 http://www.haraya-ryokan.com/

7 米谷旅館 黒澤みつ子 ひたちなか市阿字ヶ浦162 029-265-8103 029-265-8105 2 31 7+広間 なし あり あり

・料金割引（応相談）

・海浜公園サービス券あり

・のぞみ温泉割引券あり

・四季折々の新鮮な食材

・ボリュームたっぷりのお食事

・海まで徒歩1分、自然豊かな環境

・2階6部屋はトイレつき

8 千葉屋 本間恵美子 ひたちなか市磯崎町4644 029-265-8416 029-265-8467 2 20 7 なし あり あり ・料金割引あり（応相談）
・目の前の海から見る朝日は絶景です。

・那珂湊市場直送の海鮮料理

9 海荘　大利 大内百合子 ひたちなか市阿字ヶ浦町68 029-265-7339 029-265-7338 info@daitoshi.jp 10 40 10 あり あり あり http://www.daitoshi.jp/

10 平磯館 磯崎憲一 ひたちなか市平磯町1001番地 029-262-2706 029-388-1605 2 60 14

あり

（団体の

み）

あり あり

・一般や学生でメニューを分けてサービス。

一般には生物など、学生にはとんかつやハン

バーグなど

・ごはんお替りOK

・7月29日、30日、9月17日、18日、19

日は不可
https://www.hiraisokan.jp/

11 ビジネスホテル東海 佐藤康幸 東海村東海1－3－10 029-283-0831 029-283-0832 10 30 24 なし あり あり
・15名様以上割引あり

（2食付きの場合のみ）

・ロックインジャパン時受入れ不可

（前1週間、後3日間）

12 旅館山形屋 川崎泰子 ひたちなか市阿字ヶ浦町117 029-265-8207 029-265-7058 10 50 10 あり あり あり

・シチュー、豚汁、ハンバーグ等ボリューム

のある料理等。

・ごはん増量承ります。

・海の近くなので刺身等もご用意可能です。

・目の前の海岸を利用した砂浜トレーニング

や、大人数で入れる大浴場、全客室Wi-Fi接続

可能です。

・お食事の内容、お時間、お弁当対応な

どは、事前にお電話にてご相談いただき

ますようお願い申し上げます。

13 ビジネスホテルひたちなか 池内芳江 ひたちなか市勝倉2907-5 029-271-3210 029-271-3050 15 30 18 なし あり あり
・ごはん、みそ汁食べ放題

・生姜焼き定食など豊富なメニュー

・清潔です。

・洗濯機7台
（HPあり）

14 ライフイン勝田駅西 長谷川拓郎 ひたちなか市武田川8－3 029-270-0333 029-270-0555 takuro.hasegawa.xg@hitachi.com 1 50 50 なし
あり（朝

食のみ）
なし

・勝田駅西口から徒歩1分の好立地です。

・朝食無料サービスとなっております。

・夕食ご希望のお客様には近隣の飲食店をご

紹介しています。

https://www.lifehotels.jp/katsuta/

15 テラスイン勝田 八鍬和輝 ひたちなか市勝田中央1－3 029-219-7211 029-219-7311 rsv@terrace-inn.com 1 40 40 なし

あり（要

分散利

用）

なし

・駅より徒歩1分

・近隣にコンビニ、飲食店多数

・セキュリティ、感染対策万全

https://www.terrace-inn.com

16 旅館いそまえ 磯崎厚子 ひたちなか市阿字ヶ浦町65－3
029-265-7362

090-7271-0485
029-265-8462 ryokanisomae@gmail.com 10 20 5 なし あり あり

・合宿向けボリュームあるおかず

・ごはんお替り自由

・のぞみ温泉割引チケットサービス

・海岸まで徒歩1分！！ http://www.isomae.com/

17 ふじひろ荘 武藤真知子 東海村村松924 029-283-0047 029-283-0049 5 25 28 なし あり なし ・品数、ボリュームのある食事です。

18 ホテルクリスタルパレス 神田雅実 ひたちなか市大平1－22－1 029-273-7711 029-273-7742 m.kanda@hotel-crystal.jp 1 20 10 要調整 あり 検討中検討中
・大浴場完備

・コインランドリーあり
http://www.hotel-crystal.jp

19 勝田プラザビジネスホテル 石井良子 ひたちなか市元町9－13 029-273-5656 029-273-5657 info@katutaplazabusinesshotel.com 1 20 60 なし あり なし
・勝田駅から徒歩3分

・無料駐車場あり
（HPあり）

20 磯料理とワインの宿　春日ホテル 橋本英明 ひたちなか市湊本町11－4 029-262-3164 029-262-2133 web@kasugahotel.co.jp 2 20 6 なし あり なし ・那珂湊おさかな市場徒歩1分 ・週末、連休受入れ不可日があります。 http://www.kasugahotel.co.jp/

21 旅館　清水屋 清水真由美 ひたちなか市阿字ヶ浦町3235 029-265-7544 029-265-7568 ajigaurasimizuya@gmail.com 15 35 10 なし あり あり

・朝食、夕食のごはんお替り自由

・おかずについては、ボリュームあるメ

ニューです。

・近く（徒歩1分）にある温泉（のぞみ温

泉）割引チケットサービス

・宿の目の前が太平洋 http://www.ajigaurasimizuya.jp

22 アパホテル＜ひたちなか勝田駅前＞ 藤原 ひたちなか市勝田中央10-7 029-212-8200 029-212-8202 ahkatsutaek@apa.co.jp 1 40 176 なし
あり（朝

食のみ）
あり

・夕食（お弁当）プラン※20名以上から可能

です。

・2020年4月オープン

・アパルームシアター（VOD）無料

・駐車場は1泊1台500円、先着順です。

満車の際はコインパーキングにてお客様

負担となります。

https://www.apahotel.com/hotel/shutoken

/hitachinaka-katsuta-ekimae/

23 潮騒の宿　丸徳 薄井豊 ひたちなか市磯崎町4318 029-265-7006 029-265-7719 mrtk7006@bz04.plala.or.jp 2 8 14 あり あり あり ・1泊2食付6,600円（税込み）より ・合宿でも海鮮料理がとても美味しい。 ・季節により受入れ不可 http://marutokuryokan.web.fc2.com/

24 チサンインひたちなか 會嶋勇志 ひたちなか市田彦950-11 029-276-3011 029-276-2288 Hitachinaka@solarehotels.com 1 70 92 なし

あり（朝

食のみ） あり ・特別料金の御提案

・笠松運動公園まで約15分

・ホテル徒歩圏内にレストランやコンビニ等

が複数あり、素泊まりでも食事に困りませ

ん。

・朝食会場の席数20程度の為、何回転か

に分かれていただく可能性があります。

・夕食は近隣レストランをご案内しま

す。

https://www.solarehotels.com/hotel/ibarak

i/chisuninn-hitachinaka/

食事提供
合宿向けプラン・サービス

笠松運動公園近隣の宿泊施設（合宿受入可）

＜留意事項＞

※詳細については、直接各宿泊施設あてお問い合わせください。（記載されている内容は令和3年4月1日時点のものです。）

※記載されている合宿向けプランを利用する場合は，「笠松運動公園のホームページを見た。」と伝えてください。

※宿泊施設とのトラブルについては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

旅館・ホテル名 担当者 所在地 TEL FAX E-mail アピールポイント 備考 HP等
受入可能人数

部屋数 送迎

mailto:kiyomisouibaraki@yahoo.co.jp
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https://www.hotel-areaone.com/tokai/
mailto:info@tsuruyahotel.com
https://www.tsuruyahotel.com/
mailto:info@coastinshalom.com
https://coastinshalom.com/
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http://www.haraya-ryokan.com/
mailto:info@daitoshi.jp
https://www.hiraisokan.jp/
mailto:takuro.hasegawa.xg@hitachi.com
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mailto:web@kasugahotel.co.jp
http://www.kasugahotel.co.jp/
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25 藤屋ホテル 安達良司 ひたちなか市湊本町1-32 029-262-4141 029-262-4143 info@e-fujiya.co.jp 10 100 18 あり あり あり
・スポーツ選手にあったボリュームある食事

を提供

・チームごとに貸し切り食事会場およびミー

ティング用の会場を提供

・洗濯機の無料貸し出し

http://www.e-fujiya.co.jp

26 ホテルルートインひたちなか 馬場裕平 ひたちなか市市毛945－11 050-5847-7331 029-354-0522 hitachinaka@route-inn.co.jp 1 50 30 なし

あり（人

数によ

る）

なし
・人工温泉の大浴場

・朝食無料バイキング

・2021年は年内大団体様宿泊予定あ

り。人数によっては受入れ不可

27 中根の湯　はこや旅館 安正機 ひたちなか市中根3484 029-273-8511 029-273-8516 10 30 6 あり あり あり

・自家製おいしいコシヒカリ米を使用

・朝コーヒーサービス

　（4月1日以降実施予定）

・温泉の浴場

・ひたちなか市内那珂湊の新鮮な魚料理

・当館はサッカーの合宿受入れをしてお

り重なった時はご了承願います。

28 星月 寺田洋子 東海村村松9の2 209-282-2358 029-287-2450 5 40 19 なし あり あり
・アスリート向けに栄養バランスとボリュー

ムに配慮したメニューが各種あります。

・神社と寺の境内にあり、まことに美しい環

境です。
http://www.seigets.com/

29 盛漁館 本間芳枝 ひたちなか市磯崎町4644 029-265-8153 029-265-8153 seiryoukan.isozaki@gmail.com 1 16 6 なし あり あり

・おかず、ごはんの増量対応可

・合宿等の利用料金対応可

・GoTo開始になればGoToクーポン発行

・地元の食材等を使った料理を提供

・貸し切り対応のためゆっくりお過ごしいた

だけます。

30 網元の宿　えびのや ウスイタイコ ひたちなか市磯崎町4640 029-265-8140 029-265-5205 ebitai.1112@icloud.com 15 30 10 なし あり あり

・ごはん、みそ汁おかわり可

・海浜公園の乗り物券サービス

・のぞみ温泉の割引券あり

・窓を開けると、そこは海。潮風が心地よい

宿です。

31 さくら屋旅館 田口雅子 東海村村松31 029-282-2028 029-282-2382 sakuraya31@ozzio.jp 1 40 15 なし あり あり ・5人以上の場合、宿泊料金割引 ・ボリューム満点のお食事

32 割烹旅館　錦扇（きんせん） 根本雄大
ひたちなか市高場1-11-8

（佐和駅前）
029-285-3588 029-285-0099 kinsen227@msn.com 5 20

5（相部

屋）
なし あり あり

・宿泊料金割引

・Free Wifi

・笠松運動公園まで3.4km

・スマホ画像・動画を大型モニターで鑑賞で

きます。

https://kinsen-sawa.com

33 とらや旅館 薄井克奏 ひたちなか市磯崎町4647-1 029-265-8222 029-265-8224 info@toraya.net 1 100 23 なし あり あり
・お米、汁物おかわり可

（5月10日以降実施予定）

・磯崎海岸目の前に位置し、歩いて1分で海で

す。眺め最高です。

・社会人の方海鮮料理OKです。

・年末年始受入れ不可 http://www.toraya.net

34 旅館　黒勢鮨 黒澤紀子 ひたちなか市磯崎町4100－2 029-265-8415 029-265-5055 kurose8415@gmail.com 1 24 5 なし あり あり ・刺身あり、お肉あり ・すし付き
https://instagram.com/kurose_sushi?r=na

metag.

35 日の出荘 川崎福子 ひたちなか市阿字ヶ浦町170 029-265-8307 029-265-8197 fukuko1942@docomo.ne.jp 20 35 9 なし あり あり
・ごはんはお替り自由です。

・合宿向け食事でサービスいたします。

・四季折々の新鮮な野菜にこだわり真心こめ

て手づくりしています。

36 末広旅館 鴨川修 ひたちなか市共栄町4－4 0292-72-2639 0292-73-8189 1 20 18 なし あり なし

37 ビジネスホテル藤屋 佐藤弘子 東海村大字亀下191－4 029-282-2481 029-287-2482 20 20 9 なし あり あり ・予約時に相談をうけます。 ・自家製茶 ・Wifiあり

38 ビジネスイン魚康 東海村照沼891－1 029-350-6566 1 5 24 なし あり なし ・魚料理がおいしい

39 アークイン魚康 東海村村松149 029-282-0503 1 5 23 なし あり なし ・魚料理がおいしい

40 割烹旅館　満喜葉 佐川裕哉 那珂市瓜連1723－2 029-296-0201 029-296-2957 makiba@email.plala.or.jp 1 15 13 なし あり あり

・通常料金6,930円のところ合宿向けプラン

　小中学生　税込2食付　6,050円

　高校大学生　税込2食付　6,600円

　社会人　税込　6,600円

・季節料理を提供 http://www17.plala.or.jp/makiba/

41 たからや旅館 大内美智子 ひたちなか市阿字ヶ浦町3番地 029-265-7004 029-265-7004 5 20 8 なし あり あり ・合宿向けメニュー（ごはん増量です）

・目の前は阿字ヶ浦海岸です。

・家庭的なあたたかいお宿です。

・ひたち海浜公園は車で5分です。

42 旅館　ちどりや 川崎一枝 ひたちなか市阿字ヶ浦町196－3 029-265-8181 029-265-7369 1 15 6 あり あり あり

・合宿向け海鮮特別料理提供

・ひたち海浜公園の割引券

・食事食堂にてごはんお替り自由です。

・温泉のような24時間浴場

　（男）8人、（女）5人

・客室（2階）より阿字ヶ浦海岸眺望

・ロックインジャパン、白バイ隊合宿、

全中陸上大会、受入れ不可（8月）

43 大扇旅館 磯崎徳重 ひたちなか市東大島3－25－2 029-273-6226 029-273-6255 1 15 7 なし あり あり

・ごはんおかわり自由（合宿向け）

・国営海浜公園入場券割引有

・弁当（昼）手配有

44 民宿旅館　ふるさと 黒澤瑠璃子 ひたちなか市阿字ヶ浦町663 029-265-8135 029-265-8165 25 36 11 あり あり あり
・合宿向けボリュームの料理とごはんお替り

自由です。
・広い食堂と家族的な落ち着いた宿です。

45 沼田屋旅館 相澤美登里 東海村村松９ 029-282-2139 029-282-2573 5 35 20 なし あり あり
・ボリュームのある家庭的な食事を提供して

おります。

46 シーサイド原屋 水野良三 ひたちなか市平磯町1033－1 029-262-4351 029-262-4351 5 42 16 なし あり あり

・合宿向けカスタマイズプラン（食事内容、

予算など自由にカスタマイズ可能）

・夏合宿プラン（直営海の家を使っての3食

付プランなど）

・平磯海水浴場まで徒歩0分

・7～8月まで海水浴場内に直営の海の家あり

ます。

https://hiraiso-s-haraya.com

47 ホテルサンシティ勝田 萩谷賢人 ひたちなか市勝田中央7－6 029-272-1111 029-272-1112 suncitykatsuta@gmail.com 1 40 50 あり あり あり

・マイクロバス、大型バス駐車料金無料

・クーラーボックス用の氷を無料提供

・洗濯機、乾燥機3台無料

・客室のユニットバスのほかに大浴場、サウ

ナ完備

・カプセルルームご利用の格安プランも

ご用意いたします。
https://suncity-katsuta.com

48 松本旅館 松本照江 ひたちなか市磯崎町4606-10 029-265-8113 029-212-9700 tm03090309.1961@gmail.com 15 29 7 なし あり あり

・大量の氷を用意できます。

・食事は希望時間に合わせて温かい食事とご

はん1人3合まで用意します。

・目の前が漁港で見晴らし良し！！

・砂浜まで2分です。朝の散歩や自主トレに良

いです。

https://ibanavi.net/shop/3187/

49 つるや旅館 笠原秀次 ひたちなか市阿字ヶ浦町12-2 029-265-8250 029-265-5200 ajigaura-tsuruya@crest.ocn.ne.jp 20 68 16 あり あり なし
・阿字ヶ浦海岸すぐそば。

・宿から練習場まで無料送迎。

50 ビジネス旅館　よし美 砂押芳成 東海村大字須和間113-3 029-283-0220 029-210-2250 10 50 14 なし あり あり
・ごはんおかわりあり

・１名2食付5,000円（税込）

・体協会館合宿所を長年にわたり運営。その

経験を活かし、利用者に喜ばれる料理を提供

したいと思います。

・合宿4日間以上宿泊の場合、特別メ

ニュー（ちらし寿司又はバーベキュー）

・笠松運動公園まで10分以内

・ＦＡＸでの申し込みになりますので、

利用申込書をご利用ください。

・送迎用ワゴン車（８人乗り）無料貸出

有り

51 レストハウス　砂丘 照沼節子 ひたちなか市阿字ヶ浦町2228-2 029-265-7101 029-265-9639 sea.sun0720@gmail.com 15 50 10 なし あり あり
・合宿向け特別メニュー

・ごはんおかわり自由

・海岸に面しておりますので、砂浜トレーニ

ングに最適です。

・のぞみ温泉、国営ひたち海浜公園割引

券あります
http://www.ajigaura-sakyu.com

52 旅館　川﨑 川﨑利江 ひたちなか市阿字ヶ浦町56-4 029-265-9141 029-265-9141 5 15 6 なし あり あり
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