
アストレ周辺の宿泊施設一覧

地　域

名　称 セントロ鹿屋 ホテル太平温泉 ホテル大蔵
鹿児島県アジア・

太平洋農村研修センター
（カピックセンター）

鹿屋市交流センター
湯遊ランドあいら

リブマックスリゾート
桜島シーフロント

財宝パーク猿ヶ城・
森の駅たるみず

電話番号 0994-42-8880 0994-44-3300 0994-40-0555 0994-45-3288 0994-34-4500 0994-32-9195 0120-901-917

FAX 0994-42-8881 0994-41-4411 0994-44-4968 0994-45-3258 0994-34-4600 0994-32-0915 0994-38-2003

施設ＨＰ
（QRコード）

住　所 共栄町18-23 新生町5-25 白崎町3-23 上高隈町3811-1 吾平町麓2973番地 錦江町1-194 新御堂1344-1

収容人数（名） 120 130 260 60 55 82 80

客室の種類

シングル・キッチン付きﾀﾞ
ﾌﾞﾙ・キッチン付きツイ
ン・ツイン・2段ベッド・
和室

ｼﾝｸﾞﾙ・ﾂｲﾝ・ﾄﾘﾌﾟﾙ
和室・和洋室

シングル・ﾂｲﾝ・ﾀﾞﾌﾞﾙ
・和室・ｽｲｰﾄﾙｰﾑ

洋室シングル・ツイン
和室

和室：10畳×4・12畳×2
洋室：3名×4・2名×3

和洋室 バンガロー

料　金
(税込み）

シングル：4500円
ツイン：1名利用6000
円，2名利用9000円
キッチン付きダブル：　1
名利用7500円，2名利用
12000円
キッチン付きツイン：1名
利用8000円，2名利用
13500円
和室・2段ベッド：1～3
名利用 4,500円，4名利用
4,000円　5名利用 3,800
円，6名利用 3,500円

ｼﾝｸﾞﾙ5,500円～
ツイン5,000円/人～
トリプル4,500円/人～
和洋室（4人）5,000円/
人（5人）4,500円/人
（6人）4,000円/人
※団体割引500円

シングル5,750円～
ツイン11,000円～
和室6,500円～
団体特別料金
1泊2食　6,500円～

洋室シングル・ツイン
2,500円/人
和室（1室8名）
2,500円/人
（学生は660円/人）
シーツ代　200円/人

送　迎 有り 無し 要相談 無し 無し 無し 有り

近隣のコンビニ 徒歩5分 徒歩3分 徒歩1分 車で15分 徒歩10分 6分 車で15分

アスリート向け食事 対応可※要相談 対応可 対応可 要相談 対応不可 要相談 要相談

食事対応 朝昼晩 朝晩 朝昼晩 朝昼晩 朝昼晩

弁当の注文・配達 注文可／配達可 注文可/配達不可 要相談 注文可/配達不可 不可

ホテル～JATCO 車で40分 車で40分 車で40分 車で50分 車で20分 車で70分 車で90分

そ の 他 WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ
WI-Fi 　浴室　洗濯機
乾燥機

WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ 洗濯機　大浴場

更新日 2022/4/24

垂　水　市鹿　屋　市



アストレ周辺の宿泊施設一覧

地　域

名　称 ビジネスホテル岩川
メセナ住吉

交流センター
（メセナ温泉）

たからべ森の学校
星の宿

セントロ志布志
志布志湾

大黒リゾート
ホテル

株式会社島津
ホテルポラリス

ビジネスホテル
サンワード

電話番号 0994-82-5552 0986-76-7898 0986-28-6120 0994-73-8822 099-473-0001 0994-71-1200 0994-72-2411

FAX 0994-82-5615 0986-28-8048 0986-28-6121 0994-73-8823 099-472-3391 0994-71-1201 0994-72-2829

施設ＨＰ
（QRコード）

住　所 大隅町月野3924-1 末吉町二之方2971-1 財部町北俣5410-1
志布志市志布志町志布志3
丁目25-18

志布志町夏井55-15 志布志町志布志3-2-11 志布志町志布志2-11-11

収容人数（名） 40 44 30 120 200 87 50

客室の種類
シングル28室
ツイン4室

宿泊室8室（4名）
バンガロー2棟（6名）

個室（5名）×1
団体（12名）×2

ダブル・ツイン・身障者
向きシングル・キッチン
付き和洋室・キッチン付
き和室・2段ベッド9室
和室（大部屋）1室（38
室）

和室
洋室（ツイン・トリプ
ル）和洋室

シングル×61
ツイン×10
バリアフリーツイン×1
和室（4名まで）×1

シングル・ツイン
ダブル・和室・和洋室

料　金
(税込み）

シングル5,000円+税
ツイン　9,000円＋税

和室８畳間1名当たり
　１名：4,710円
　 2名：4,180円
 　3名～4名：3,660円
バンガロー棟1棟当たり
（10,450円）

素泊り3,000円
夕食2,000円
朝食1,000円

ダブル：1名利用　5500
円　2名利用　10000円
ツイン：1名利用　7500
円　2名利用　12000円
身障者向けシングル：
6500円
キッチン付き和洋室:1名
利用　8500円　2名利用
14000円
キッチン付き和室：1名利
用　7500円
和室・2段ベッド：1～3
名利用 4,500円　4名利用
4,000円　5名利用 3,800
円　6名利用 3,500円

1名
和室(広間)6,600円～
ツイン・トリプル11,000
円～

シングル6,000円
ツイン1室2名10,000円
和室　1室4名16,000円
ツインルーム+エキストラ
ベッド
1室3名様13,000円
※税込

シングルＡ4,300円
シングルＢ4,900円
ツイン・ダブル・和室・
和洋室　2名様8,500円
3名様11,550円
※4名様以上は
　3,850円／1人

送　迎 無し 無し 無し 有り 要相談 無し 要相談

近隣のコンビニ 車で５分 車で５分 車で15分 徒歩5分 車で5分 徒歩10分 徒歩5分

アスリート向け食事 対応不可 要相談 対応不可 対応可※要相談 要相談 対応不可 対応可

食事対応 朝昼晩 朝昼晩 朝食のみ 要相談

弁当の注文・配達 注文不可 要相談 注文可/配達不可 注文可／配達可 要相談 注文不可 注文不可

ホテル～JATCO 車で30分 車で50分 車で70分 車で20分 車で20分 車で15分 車で15分

そ の 他 WI-Fi 　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉 温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ
WI-Fi 　大浴場　ｻｳﾅ
ﾌﾟｰﾙ　露天風呂　ｺｲﾝﾗﾝ
ﾄﾞﾘｰ(6台）

WI-Fi　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi　洗濯機

更新日 2022/4/24

曽　於　市 志布志市



アストレ周辺の宿泊施設一覧

地　域 南大隅町

名　称
国民宿舎

ボルべリアダグリ
民宿すず風 ホテル志布志 志布志の宿　きたの セントロ　ランド ホテルオオサキ

ねじめ温泉
ネッピー館

電話番号 0994-72-1478 099-475-2340 099-478-8888 099-401-4651 0994-71-6666 0994-78-8111 0994-24-5300

FAX 0994-72-1479 099-475-2340 099-401-4651 0994-71-6667 0994-78-8115 0994-28-1800

施設ＨＰ
（QRコード）

住　所 志布志町夏井203 有明町　4100-5
志布志町志布志3丁目24-
2

志布志町志布志3丁目22-
3

神領2419 永吉字中段8306 根占川南732番地

収容人数（名） 110 20～25名 25 未定 132 38

客室の種類 和室・洋室
和室5部屋・洋間1部屋（和
室10畳間＋6畳間）

洋室
和室7室
大部屋1室

未定
シングル　ツイン　ﾀﾞﾌﾞﾙ
合宿2段ベッド　和室

和室8室　洋室ツイン3室
大部屋1室　特室2室

料　金 要相談 1名（電話予約価格）
1泊2食（個人：6,500円）
（団体：6,000円）1泊朝食
（個人・団体：5,000円）素
泊り（個人・団体：4,000
円）

予約時に「JATCO利用」
と伝えていただけたら、
素泊り2,500円（※税別）

未定 シングル：5500円
ダブル：1名利用7150円
2名利用10450円
ツイン：1名利用7700円
2名利用11550円
ワイドダブル：1名利用
8800円　2名利用13750
円
ワイドツイン：1名利用
9900円　2名利用14300
円
和室・2段ベッド：1名利
用 6000円　2名利用
5000円　3名利用 4000
円　4～6名利用 3500円

1部屋3名以上2食付
6,000円　※税込

送　迎 要相談
無し（荷物運搬用として

普通車1台要相談）
要相談 有り 有り 無し

近隣のコンビニ 車で約5分 車で2～3分 車で15分 徒歩2分 徒歩8分 徒歩2分 徒歩5分

アスリート向け食事 要相談 対応不可 要相談 対応可※要相談 対応可※要相談 対応不可

食事対応 朝昼晩 朝晩(団体は蓬の郷) なし 朝昼晩 朝昼晩 朝晩

弁当の注文・配達 要相談
注文不可（手配の支援

可）
注文不可 注文可／配達可 注文可／配達可 注文不可

ホテル～JATCO 車で20分 車で2～3分 車で15分 車で5分 車で15分 車で60分

そ の 他 WI-Fi　洗濯機 WI-Fi　温泉　洗濯機 WI-Fi　温泉 WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi 　温泉　ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ WI-Fi　洗濯機　大浴場

更新日 2022/4/24

志布志市 大崎町



アストレ周辺の宿泊施設一覧

地　域

名　称
国民宿舎

コスモピア内之浦
高山やぶさめ館

電話番号 0994-67-4110 0994-31-5199

FAX 0994-67-4116 0994-31-5712

施設ＨＰ
（QRコード）

住　所 南方2660 新富5590-35

収容人数（名） 100 60

客室の種類
和室　洋室ツイン
トリプル　洋室シングル
和洋室

和室（4名）7室
洋室（ツイン）2室
大部屋（30名）2室

料　金
(税込み）

応相談 1名
和室 洋室4800円　大部屋
3080円

送　迎 無し 有り

近隣のコンビニ 徒歩3分 車で5分

アスリート向け食事 対応不可 対応不可

食事対応 その他 なし

弁当の注文・配達 注文不可 なし

ホテル～JATCO 車で40分 車で30分

そ の 他 WI-Fi　洗濯機　大浴場 WI-Fi　大浴場

更新日 2022/4/24

肝付町


