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BASEBALL     /  SOCCER

中薩摩エリア 
NAKASATSUMA

  

鴨池ドーム 鴨池市民球場

県立鴨池野球場 白波スタジアム

白波スタジアム(鴨池陸上競技場)

【利用実績】
  [キャンプ]千葉ロッテマリーンズ、
  釜山ロッテジャイアンツ(春季・秋季)、
  KTウィズ、起亜タイガース（いずれも春季）
  WBC中国代表（WBC１次ラウンド事前キャンプ） 

■　県立鴨池公園 等

【利用実績】
（白波スタジアム・鴨池補助競技場）
　ジュビロ磐田，松本山雅FC 等
（鴨池ドーム）松本山雅FC（雨天時）

©JUBILO IWATA

  R E L A T E D  F A C I L I T I E S

【利用実績】
  [キャンプ]ネクセンヒーローズ（秋季）、
　             社会人・大学野球チーム、
                 実業団女子ソフトボールチーム（春季） 他
  [自主トレ]阪神タイガース 横田選手 

■　日置市伊集院総合運動公園 等

運動広場

伊集院野球場

小鶴ドーム

【利用実績】
 京都サンガF.C.、ヴィッセル神戸、松本山雅FC 等

■　かごしま健康の森公園

【利用実績】
 清水エスパルス、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖 等

■　鹿児島ふれあいスポーツランド

【利用実績】
 松本山雅FC、延辺富徳FC（中国・スーパーリーグ）
 大田シチズン（韓国・Kリーグ） 等

■　県立サッカー・ラグビー場

鹿児島県の主な野球・サッカー関連施設

白波スタジアム
（鴨池陸上競技場）

位置図

清水エスパルス
ⒸS-PULSE

芝生広場

清水エスパルス
© S-PULSE

鹿児島ユナイテッドFC
© KAGOSHIMA UNITED FC

【野球】
●県立野球場（両翼98m 中堅122m）
※屋根付ブルペン（４人立）・
　屋根付バッティング練習場 (３人分）
●鴨池市民球場（両翼93m 中堅120m）
※屋根付きブルペン（２人立）・　防球フェンス16台
●鴨池ドーム(バッティング練習可)
※屋内運動場（50ｍ×60ｍ）・ブルペン（３人立）
　トレーニング室あり

【サッカー】
●白波スタジアム（鴨池陸上競技場）
　冬芝対応：１面
●鴨池補助競技場：１面
●鴨池ドーム
　運動場（50m×60m 人工芝）
　トレーニング室有り

【サッカー】
●芝生広場　冬芝対応：２面　●クレー広場：2面
●屋内運動場（オムニコート）フットサル：２面

【サッカー】
●天然芝グラウンド　冬芝対応：2面
●人工芝グラウンド：1面

【サッカー】
●運動広場：１面
●体育館　●屋内プール

【野球】
●伊集院野球場（両翼95m 中堅120m）
※投球練習場（４人立）・各種ネットあり
　隣接する「ゆすいん」にトレーニングルームあり
●チェスト小鶴ドーム（フットサル２面）
※屋内練習場（バッティング練習可）・投球練習場あり
●湯之元球場（平成 29 年８月から全面改修工事
着工）（両翼92m 中堅120m）
※補助球場・投球練習場（４人立）・ピッチングマシンあり
●こけけドーム（39m×49m）
※内野練習、トスバッティング可。各種ネットあり
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BASEBALL     /  SOCCER

中薩摩エリア 
NAKASATSUMA

  

鴨池ドーム 鴨池市民球場

県立鴨池野球場 白波スタジアム

白波スタジアム(鴨池陸上競技場)

【利用実績】
  [キャンプ]千葉ロッテマリーンズ、
  釜山ロッテジャイアンツ(春季・秋季)、
  KTウィズ、起亜タイガース（いずれも春季）
  WBC中国代表（WBC１次ラウンド事前キャンプ） 

■　県立鴨池公園 等

【利用実績】
（白波スタジアム・鴨池補助競技場）
　ジュビロ磐田，松本山雅FC 等
（鴨池ドーム）松本山雅FC（雨天時）

©JUBILO IWATA

  R E L A T E D  F A C I L I T I E S

【利用実績】
  [キャンプ]ネクセンヒーローズ（秋季）、
　             社会人・大学野球チーム、
                 実業団女子ソフトボールチーム（春季） 他
  [自主トレ]阪神タイガース 横田選手 

■　日置市伊集院総合運動公園 等

運動広場

伊集院野球場

小鶴ドーム

【利用実績】
 京都サンガF.C.、ヴィッセル神戸、松本山雅FC 等

■　かごしま健康の森公園

【利用実績】
 清水エスパルス、ヴィッセル神戸、サガン鳥栖 等

■　鹿児島ふれあいスポーツランド

【利用実績】
 松本山雅FC、延辺富徳FC（中国・スーパーリーグ）
 大田シチズン（韓国・Kリーグ） 等

■　県立サッカー・ラグビー場

鹿児島県の主な野球・サッカー関連施設

白波スタジアム
（鴨池陸上競技場）

位置図

清水エスパルス
ⒸS-PULSE

芝生広場

清水エスパルス
© S-PULSE

鹿児島ユナイテッドFC
© KAGOSHIMA UNITED FC

【野球】
●県立野球場（両翼98m 中堅122m）
※屋根付ブルペン（４人立）・
　屋根付バッティング練習場 (３人分）
●鴨池市民球場（両翼93m 中堅120m）
※屋根付きブルペン（２人立）・　防球フェンス16台
●鴨池ドーム(バッティング練習可)
※屋内運動場（50ｍ×60ｍ）・ブルペン（３人立）
　トレーニング室あり

【サッカー】
●白波スタジアム（鴨池陸上競技場）
　冬芝対応：１面
●鴨池補助競技場：１面
●鴨池ドーム
　運動場（50m×60m 人工芝）
　トレーニング室有り

【サッカー】
●芝生広場　冬芝対応：２面　●クレー広場：2面
●屋内運動場（オムニコート）フットサル：２面

【サッカー】
●天然芝グラウンド　冬芝対応：2面
●人工芝グラウンド：1面

【サッカー】
●運動広場：１面
●体育館　●屋内プール

【野球】
●伊集院野球場（両翼95m 中堅120m）
※投球練習場（４人立）・各種ネットあり
　隣接する「ゆすいん」にトレーニングルームあり
●チェスト小鶴ドーム（フットサル２面）
※屋内練習場（バッティング練習可）・投球練習場あり
●湯之元球場（平成 29 年８月から全面改修工事
着工）（両翼92m 中堅120m）
※補助球場・投球練習場（４人立）・ピッチングマシンあり
●こけけドーム（39m×49m）
※内野練習、トスバッティング可。各種ネットあり
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【利用実績】
  FC町田ゼルビア、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州 等

■　北薩広域公園多目的広場

【利用実績】
  FC町田ゼルビア、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州 等

■　かぐや姫グラウンド

北薩摩エリア 
KITASATSUMA

  

薩摩川内市総合運動公園 野球場

【利用実績】
  [キャンプ]SKワイバーンズ（秋季）
  [自主トレ]読売ジャイアンツ 杉内投手
  オリックスバッファローズ　山崎捕手他 

■　薩摩川内市総合運動公園

投球・打撃練習場

南薩摩エリア 
MINAMISATSUMA

  【利用実績】
  カターレ富山

■　県立吹上浜海浜公園

【利用実績】
  ベガルタ仙台、FC町田ゼルビア、カターレ富山、 
  カマタマーレ讃岐 等

■　インターナショナルゴルフリゾート京セラ

【利用実績】
  鹿児島ユナイテッドFC、
  蔚山現代FC（韓国・Ｋリーグ） 等

■　指宿地域運動施設

S P O R T S  I S L A N D

ロアッソ熊本ロアッソ熊本
© AC KUMAMOTO

K A G O S H I M A  

サンシティホール
いぶすき

位置図

サンシティホールいぶすき

【野球】
●野球場（両翼97.4m 中堅122m）
※隣接に屋根付投球打撃練習場（投球５人分、打撃２人分）・
   ピッチングマシン（ローラー式，アーム式各１台）、
　各種ネット・自由広場あり
●サンドームせんだい（3,600㎡）
※投球練習場３人立・ピッチングマシンあり
●スポーツ交流研修センター
（本格的スポーツ合宿施設、収容人員65名）

【サッカー】
●冬芝対応：１面
●プール25m×６コース（室内、温水対応）

【サッカー】
●冬芝対応：２面（芝）　

【サッカー】
●冬芝対応：１面（芝）

【サッカー】
●サッカー場　ティフトン・冬芝併用：３面
●運動広場：１面
   当公園の近隣に
   「桷志田サッカー競技場（人工芝２面）」もあります。

【野球】【サッカー】
●指宿市営陸上競技場
　陸上：400m×8レーン（全天候型第４種公認）
　サッカー：１面（芝）
●サンシティホールいぶすき
　野球キャンプの室内練習場としても利用
　屋根付の多目的競技場（人工芝，フットサル１面）
 

指宿市営陸上競技場
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【利用実績】
  FC町田ゼルビア、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州 等

■　北薩広域公園多目的広場

【利用実績】
  FC町田ゼルビア、愛媛FC、ギラヴァンツ北九州 等

■　かぐや姫グラウンド

北薩摩エリア 
KITASATSUMA

  

薩摩川内市総合運動公園 野球場

【利用実績】
  [キャンプ]SKワイバーンズ（秋季）
  [自主トレ]読売ジャイアンツ 杉内投手
  オリックスバッファローズ　山崎捕手他 

■　薩摩川内市総合運動公園

投球・打撃練習場

南薩摩エリア 
MINAMISATSUMA

  【利用実績】
  カターレ富山

■　県立吹上浜海浜公園

【利用実績】
  ベガルタ仙台、FC町田ゼルビア、カターレ富山、 
  カマタマーレ讃岐 等

■　インターナショナルゴルフリゾート京セラ

【利用実績】
  鹿児島ユナイテッドFC、
  蔚山現代FC（韓国・Ｋリーグ） 等

■　指宿地域運動施設

S P O R T S  I S L A N D

ロアッソ熊本ロアッソ熊本
© AC KUMAMOTO

K A G O S H I M A  

サンシティホール
いぶすき

位置図

サンシティホールいぶすき

【野球】
●野球場（両翼97.4m 中堅122m）
※隣接に屋根付投球打撃練習場（投球５人分、打撃２人分）・
   ピッチングマシン（ローラー式，アーム式各１台）、
　各種ネット・自由広場あり
●サンドームせんだい（3,600㎡）
※投球練習場３人立・ピッチングマシンあり
●スポーツ交流研修センター
（本格的スポーツ合宿施設、収容人員65名）

【サッカー】
●冬芝対応：１面
●プール25m×６コース（室内、温水対応）

【サッカー】
●冬芝対応：２面（芝）　

【サッカー】
●冬芝対応：１面（芝）

【サッカー】
●サッカー場　ティフトン・冬芝併用：３面
●運動広場：１面
   当公園の近隣に
   「桷志田サッカー競技場（人工芝２面）」もあります。

【野球】【サッカー】
●指宿市営陸上競技場
　陸上：400m×8レーン（全天候型第４種公認）
　サッカー：１面（芝）
●サンシティホールいぶすき
　野球キャンプの室内練習場としても利用
　屋根付の多目的競技場（人工芝，フットサル１面）
 

指宿市営陸上競技場
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恵まれた気候と豊かな自然  の中でスポーツが楽しめます。

健康の森野球場

【利用実績】
  [キャンプ]社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]北海道日本ハムファイターズ　近藤選手・
  鍵谷選手・高梨選手・松本選手・上沢選手・渡邊選手・
  平沼選手 

■　天城町総合運動公園

奄美群島エリア
aMAMIGUNTOU

名瀬運動公園野球場

【利用実績】
  [キャンプ]横浜 DeNA ベイスターズ（秋季）、
  　　　　   社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]読売ジャイアンツ 斎藤投手・村田選手、
　　　　　 阪神タイガース 下柳投手（いずれも当時）  

■　名瀬運動公園

【利用実績】
  [キャンプ]社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]
  福岡ソフトバンクホークス 鶴岡選手（当時）、
  千葉ロッテマリーンズ 大嶺選手

■　徳之島町健康の森総合運動公園

霧島・姶良エリア
kirishima/aira

  

国分運動公園 多目的広場

姶良市総合運動公園

【利用実績】
  [キャンプ]トゥサンベアーズ、大学野球チーム
　　　　　（いずれも春季） 他
  [自主トレ] 福岡ソフトバンクホークス 
　　　　　　川崎選手（当時）

■　姶良市総合運動公園

姶良市総合運動公園 野球場

【利用実績】
   [キャンプ]社会人・大学野球チーム、
　　　　　  実業団ソフトボールチーム 他 

■　霧島市国分運動公園

【利用実績】
  サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.、
  V・ファーレン長崎、大分トリニータ、
  藤枝MYFC、FCソウル（韓国・Ｋリーグ）

国分運動公園 陸上競技場

名瀬運動公園屋内運動場

屋内運動場

奄美大島奄美大島

喜界島喜界島

加計呂麻島加計呂麻島
徳之島徳之島

沖永良部島沖永良部島

与論島与論島

ブルペン

国分運動公園 国分球場

【野球】
●国分球場（両翼99m 中堅122m） 
●多目的屋内運動場（フットサル１面）
※ピッチングネット（１台）
   バッティングネット（８台）あり 

【サッカー】
●陸上競技場：1面
●多目的広場：１面
●多目的屋内運動場　オムニコート
　フットサル：１面

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
※バッティングゲージ（3基）・投球練習場（4人立）
●屋内野球練習場（30ｍ×15ｍ）
●多目的広場（クレー、サッカー１面） 

鹿屋市平和公園 屋内練習場

大隅エリア 
osumi

  

【利用実績】
  [キャンプ]韓国高校野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]横浜DeNA ベイスターズ 大和選手

■　鹿屋市平和公園

鹿屋市平和公園 野球場 天城町総合運動公園野球場

【野球】
●野球場
   (両翼100m　中堅122m)
※投球練習場（2人立）あり
●屋内練習場（43.2m×48.1m）
※ピッチングマシン（２台）・各種ネットあり
   バッティング練習可

【野球】
●野球場（両翼100m 中堅120m）
※ブルペン(８人立)・ピッチングマシン（屋内外利用可）
  ・各種ネット・トレーニングルームあり
  （総合体育館内）・多目的広場あり
●屋内運動場（50m×50m）

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
 ※バッティングゲージ（3基）・
　 ピッチングマシン（2基）・大小ネット（20基）・
    併設ブルペン（4人立）
 ●屋内運動場：全面人工芝、延べ床面積1,308 ㎡ 
 ●陸上競技場（野球1面）

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
 ※ブルペン（4人基）・バッティングゲージ（3基）・
    ピッチングマシン（２基）・各種ネット・
    トレーニングルーム（体育館内）・多目的広場あり
 ●屋内練習場（ゲートボール２面、テニスコート１面）
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恵まれた気候と豊かな自然  の中でスポーツが楽しめます。

健康の森野球場

【利用実績】
  [キャンプ]社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]北海道日本ハムファイターズ　近藤選手・
  鍵谷選手・高梨選手・松本選手・上沢選手・渡邊選手・
  平沼選手 

■　天城町総合運動公園

奄美群島エリア
aMAMIGUNTOU

名瀬運動公園野球場

【利用実績】
  [キャンプ]横浜 DeNA ベイスターズ（秋季）、
  　　　　   社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]読売ジャイアンツ 斎藤投手・村田選手、
　　　　　 阪神タイガース 下柳投手（いずれも当時）  

■　名瀬運動公園

【利用実績】
  [キャンプ]社会人・大学野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]
  福岡ソフトバンクホークス 鶴岡選手（当時）、
  千葉ロッテマリーンズ 大嶺選手

■　徳之島町健康の森総合運動公園

霧島・姶良エリア
kirishima/aira

  

国分運動公園 多目的広場

姶良市総合運動公園

【利用実績】
  [キャンプ]トゥサンベアーズ、大学野球チーム
　　　　　（いずれも春季） 他
  [自主トレ] 福岡ソフトバンクホークス 
　　　　　　川崎選手（当時）

■　姶良市総合運動公園

姶良市総合運動公園 野球場

【利用実績】
   [キャンプ]社会人・大学野球チーム、
　　　　　  実業団ソフトボールチーム 他 

■　霧島市国分運動公園

【利用実績】
  サンフレッチェ広島、京都サンガF.C.、
  V・ファーレン長崎、大分トリニータ、
  藤枝MYFC、FCソウル（韓国・Ｋリーグ）

国分運動公園 陸上競技場

名瀬運動公園屋内運動場

屋内運動場

奄美大島奄美大島

喜界島喜界島

加計呂麻島加計呂麻島
徳之島徳之島

沖永良部島沖永良部島

与論島与論島

ブルペン

国分運動公園 国分球場

【野球】
●国分球場（両翼99m 中堅122m） 
●多目的屋内運動場（フットサル１面）
※ピッチングネット（１台）
   バッティングネット（８台）あり 

【サッカー】
●陸上競技場：1面
●多目的広場：１面
●多目的屋内運動場　オムニコート
　フットサル：１面

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
※バッティングゲージ（3基）・投球練習場（4人立）
●屋内野球練習場（30ｍ×15ｍ）
●多目的広場（クレー、サッカー１面） 

鹿屋市平和公園 屋内練習場

大隅エリア 
osumi

  

【利用実績】
  [キャンプ]韓国高校野球チーム（春季） 他
  [自主トレ]横浜DeNA ベイスターズ 大和選手

■　鹿屋市平和公園

鹿屋市平和公園 野球場 天城町総合運動公園野球場

【野球】
●野球場
   (両翼100m　中堅122m)
※投球練習場（2人立）あり
●屋内練習場（43.2m×48.1m）
※ピッチングマシン（２台）・各種ネットあり
   バッティング練習可

【野球】
●野球場（両翼100m 中堅120m）
※ブルペン(８人立)・ピッチングマシン（屋内外利用可）
  ・各種ネット・トレーニングルームあり
  （総合体育館内）・多目的広場あり
●屋内運動場（50m×50m）

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
 ※バッティングゲージ（3基）・
　 ピッチングマシン（2基）・大小ネット（20基）・
    併設ブルペン（4人立）
 ●屋内運動場：全面人工芝、延べ床面積1,308 ㎡ 
 ●陸上競技場（野球1面）

【野球】
●野球場（両翼95ｍ 中堅120ｍ）
 ※ブルペン（4人基）・バッティングゲージ（3基）・
    ピッチングマシン（２基）・各種ネット・
    トレーニングルーム（体育館内）・多目的広場あり
 ●屋内練習場（ゲートボール２面、テニスコート１面）
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お問い合わせ先

鹿児島県観光課プロスポーツ等振興班
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
TEL 099-286-3006／FAX 099-286-5580
E-mail k-sports@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島県では、平成30年の大河ドラマが鹿児島ゆかり
の偉人「西郷隆盛」を描く「西郷どん」に決定したこ
とを受け、「西郷どん」キャンペーンの公式ウェブサ
イトを開設しています！

HOTEL
主な宿泊施設

県内各地には、野球チーム、サッカーチーム等の
受入実績が豊富な宿泊施設や温泉も充実。

ホームページ有り中薩摩エリア 

収容人数 450名 客室種類
風呂設備 展望温泉浴場（男 サウナ付)

(女 スチームサウナ付)

☎ 099-253-2020  099-255-0186 
■住所　鹿児島市与次郎一丁目８番１０号 

■交通アクセス
鹿児島空港から車で５０分
ＪＲ鹿児島中央駅から車で１５分

鹿児島サンロイヤルホテル

洗濯設備  コインランドリーまで徒歩8分

収容人数 680名
風呂設備 天然露天温泉大浴場「さつま乃湯」。

サウナ・リラクゼーションルーム

☎ 099-224-2211 099-224-2222 
■住所　鹿児島県鹿児島市新照院町41番1号 

■交通アクセス
JR鹿児島中央駅より車で10分
九州自動車道鹿児島北ICより車で15分

SHIROYAMA HOTEL kagoshima

洗濯設備

客室種類  

 コインランドリーまで車で10分 ※ランドリーサービス有料【要相談】

収容人数 245名 全159室
風呂設備 地下一階に男性専用サウナ有り。（無料）

客室種類

☎ 099-257-1111  099-257-1113 
■住所　鹿児島市中央町４-３２

■交通アクセス
JR鹿児島中央駅から徒歩3分

ホテルタイセイアネックス

洗濯設備   コインランドリーまで徒歩10秒
洗濯機（4）　乾燥機（4）

収容人数 90名 客室種類
風呂設備 客室ユニットバス，

男女展望浴室（内湯）

☎ 099-206-3838  099-206-5069
■住所　鹿児島市与次郎2丁目4-25

■交通アクセス
JR鹿児島中央駅より車で15分

ホテルウェルビューかごしま

洗濯設備

奄美群島エリア

収容人数 212名 客室種類
風呂設備 サウナ付大浴場（男女入替）

☎ 0997-52-2000  0997-53-0605
■住所　奄美市名瀬入舟町９-２

■交通アクセス
奄美空港から車で50分
名瀬港から車で５分

ホテルニュー奄美

洗濯設備  洗濯機4台　乾燥機4台

収容人数 170名 客室種類
風呂設備

☎ 0997-52-8080  0997-57-0911
■住所　奄美市名瀬入舟町９番１号

■交通アクセス
奄美空港から車で50分
名瀬港から車で５分

ホテルウエストコート奄美

洗濯設備  洗濯機2台，乾燥機2台

収容人数 92名 (　)客室種類
風呂設備 全部屋にユニットバス完備

☎ 0997-53-5151  0997-53-5161
■住所　奄美市名瀬港町2-1

■交通アクセス
奄美空港から50分

奄美サンプラザホテル

洗濯設備   洗濯機，乾燥機各３台ずつ（有料）

収容人数 22名 客室種類
風呂設備 大・浴場（男女）

☎ 0997-69-3131  0997-69-3132
■住所　奄美市名瀬塩浜町2278-1

■交通アクセス
奄美空港から50分

名瀬港湾センター

洗濯設備 コインランドリー

(　)

収容人数 130名 客室種類
風呂設備 大浴場・サウナ

☎ 0997-85-2349  0997-85-5173
■住所　大島郡天城町与名間６１０-１

■交通アクセス
徳之島空港から車で10分
亀徳新港から車で45分

ホテル サンセットリゾート

洗濯設備  洗濯機8台　乾燥機3台

収容人数 150名 客室種類
風呂設備 光明石温泉，サウナ付男女別風呂

☎ 0997-53-1321  0997-53-1811
■住所　奄美市名瀬長浜町２７-１

■交通アクセス
奄美空港から車で50分，
名瀬港から車で２分

ホテルビッグマリン奄美

洗濯設備
 

コインランドリー10台
シューズ乾燥機有り（無料）

収容人数 150名 客室種類
風呂設備

☎ 0997-83-3333  0997-83-3341
■住所　大島郡徳之島町亀津７５１０

■交通アクセス
徳之島空港から車で45分
亀徳新港から車で５分

ホテル グランドオーシャンリゾート

洗濯設備 洗濯機2台　乾燥機2台　

収容人数 107名 客室種類
風呂設備 ユニットバス

☎ 0997-83-1411  0997-83-3555
■住所　大島郡徳之島町亀津７４５９

■交通アクセス
徳之島空港から車で約40分
亀徳新港から車で3分

ホテル  レクストン徳之島

洗濯設備
  

洗濯乾燥機２台（他徒歩２分コインランドリー）
１階駐車場コインランドリー（洗濯機６台・乾燥機４台） 

収容人数 57名 客室種類
風呂設備 男女別大浴場有り（宿泊者無料）

☎ 099-274-1173  099-274-1177
■住所　日置市東市来町湯田731番

■交通アクセス
南九州西回り自動車道「美山IC」から車で
10分　JR東市来駅から車で５分

OCEAN RESORTえぐち家

洗濯設備 コインランドリーまで車で10分

収容人数 100名 客室種類
風呂設備 男女別大浴場（サウナ・気泡浴・ジェット浴・

うたせ湯・低周波浴・家族風呂（3））

☎ 099-272-0105  099-273-1911 
■住所　日置市伊集院町野田1557番地  

■交通アクセス
南九州西回り自動車道 「伊集院IC」から
車で10分　JR伊集院駅から車で7分

日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん

洗濯設備  洗濯機7台 乾燥機7台　※有料

収容人数 109名（広間＋35名）
風呂設備 男女別大浴場（各1）

市来ふれあい温泉センター 利用可

客室種類

☎ 0996-36-2511  0996-36-2523
■住所　いちき串木野市湊町1丁目101番地 

■交通アクセス
鹿児島空港から車で65分 JR市来駅から車で5分
南九州西回り自動車道「市来IC」から車で10分

国民宿舎 吹上浜荘

洗濯設備   洗濯機2台　乾燥機2台（徒歩5分に大型コインランドリーも有り）

収容人数 100名 客室種類 (　　　　 )
風呂設備 大浴場，サウナ

☎ 0996-38-2100  0996-38-0674
■住所　薩摩川内市樋脇町市比野２５０  

■交通アクセス
JR川内駅から車で20分

ホテルグリーンヒル

(　　)収容人数 450名 客室種類
風呂設備 大浴場（天然温泉）

☎ 0996-25-1000  0996-25-1004
■住所　薩摩川内市鳥追町７-５

■交通アクセス
JR川内駅から徒歩２分

川内ホテル

 
洗濯設備 ホテル内コインランドリー4台，乾燥機4台

コインランドリーまで徒歩3分

(  　     　)収容人数 180名 客室種類
風呂設備 男女別大浴場・サウナ

☎ 0996-57-1511  0996-57-1151
■住所　薩摩郡さつま町求名６１２２ 

■交通アクセス
鹿児島空港から車で40分
ＪＲ川内・ＪＲ出水駅から車で40分

インターナショナルゴルフリゾート京セラ

洗濯設備  洗濯機8台，乾燥機6台洗濯設備  コインランドリーまで車で5分

■交通アクセス
JR川内駅から車で50分・
鹿児島空港より車で50分

北薩摩エリア 

収容人数 112名 客室種類
風呂設備 各部屋・大浴場・露天風呂（温泉）

☎ 0996-55-1700  0996-55-0818
■住所　薩摩川内市祁答院町下手3611  

ホテル祁答院 

洗濯設備   車で5分程度コインランドリー有り

南薩摩エリア 

収容人数 400名 客室種類
風呂設備 全室バス付，大浴場（男女別）2か所，サウナ，砂むし温泉（有料）

☎ 0993-22-2131  0993-24-3215
■住所　指宿市十二町３８０５－１

■交通アクセス
JR指宿駅から車で5分，路線バス8分，
鹿児島空港より空港バスで1時間40分

指宿いわさきホテル

 
洗濯設備 洗濯機4台，乾燥機4台（各有料共有），

コインランドリーまで車で5分

霧島・姶良エリア 

収容人数 200名 客室種類
風呂設備 大浴場（男女別）、貸切露天風呂（有料）、家族風呂（有料）、セラミックスパ（有料）、

岩盤浴（有料）、リラクゼーションカプセル（有料）、砂むし風呂（有料）

☎ 0993-23-5552  0993-23-5571
■住所　指宿市東方5000番地

■交通アクセス
JR指宿駅から車で約20分，
指宿スカイライン頴娃ICから車で約30分

指宿ベイヒルズHOTEL&SPA

洗濯設備   洗濯機２台（有料、共有）、乾燥機２台（有料、共有）

収容人数 600名 客室種類
風呂設備 男女別温泉大浴場　サウナ　

水着温泉スパ

☎ 0995-43-7111  0995-43-7331
■住所　霧島市隼人町見次１４０９番地１ 

■交通アクセス
鹿児島空港から車で約15分　
JR隼人駅から車で5分

ホテル京セラ

洗濯設備   洗濯機8台、乾燥機2台、クリーニング受付有り

収容人数 60名 (       )客室種類
風呂設備 大浴場（男女別）

☎ 0995-45-1505  0995-46-8110
■住所　霧島市国分中央３-１-３

■交通アクセス
鹿児島空港から車で20分
ＪＲ国分駅から徒歩1分

舞鶴館

洗濯設備   コインランドリー3台（洗濯乾燥機）

大隅エリア 

収容人数 120名 客室種類
風呂設備 サウナ大浴場

☎ 0120-40-0557  0994-44-4968
■住所　鹿屋市白崎町３-２３号

■交通アクセス
志布志港から車で６０分
垂水港から車で４０分

ホテル　大蔵

洗濯設備
 

コインランドリー3台
（洗濯機3台，乾燥機3台）

収容人数 1000名 全350室 (   )客室種類
風呂設備 男女別大浴場､サウナ､露天風呂（温泉）

☎ 0995-57-2111  0995-57-1731
■住所　霧島市霧島田口２７０３-５

■交通アクセス
鹿児島空港から車で40分
ＪＲ霧島神宮駅から車で7分

Active Resorts 霧島

洗濯設備 コインランドリー3台

77名収容人数 250名 客室種類
風呂設備 男性大浴場　サウナ

☎ 0994-43-5848  0994-42-5556
■住所　鹿屋市白崎町５-11　　

■交通アクセス
志布志港から車で60分
垂水港から車で40分

㈲ビジネスホテル しらさぎ

洗濯設備  大型洗濯機4台，乾燥機4台

収容人数 客室種類
風呂設備 有り

☎ 0994-40-1212  0994-42-5226
■住所　鹿屋市西原１丁目９番１０号　　

■交通アクセス
志布志港から車で60分
垂水港から車で40分

ホテルさつき苑

洗濯設備  無し（コインランドリーまで徒歩８分）

収容人数 100名 客室種類
風呂設備 各部屋

☎ 0995-46-5500  0995-46-5210
■住所　霧島市国分中央三丁目17番１9号 

■交通アクセス
鹿児島空港から車で20分
ＪＲ国分駅から徒歩10分

アーバンホテル国分

洗濯設備 洗濯機2台、乾燥機2台


