
2021/7/616:38

ホテルニューニシノ 鹿児島市千日町13-24 099-224-3232 https://new-nishino.co.jp/

東横イン鹿児島中央駅西口 鹿児島市西田2丁目28－10 099-814-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00220.html

チサンイン鹿児島谷山 鹿児島市南栄5－10－1 099-201-3800 https://www.solarehotels.com/hotel/kagoshima/chisuninn-kagoshima-taniyama/

ホテル鴨池プラザ 鹿児島市鴨池1丁目53－2 099-251-7000 http://www.kamoike.com/

ホテルユニオン 鹿児島市西田2丁目12－34 099-253-5800 https://www.union-h.co.jp/

ＪＲ九州ホテル鹿児島 鹿児島市武1－1－2 099-213-8000 https://www.jrk-hotels.co.jp/Kagoshima/

鹿児島サンロイヤルホテル 鹿児島市与次郎1丁目8－10 099-253-2020 https://www.sunroyal.co.jp/

ホテルタイセイ 鹿児島市西田1-4-23 099-256-6111 https://www.taisei-grp.co.jp/

アートホテル鹿児島 鹿児島市鴨池新町22-1 099-257-2411 https://www.art-kagoshima.com/

アパートメントホテルecott 鹿児島市谷山中央1-4017-1 099-814-5118 https://ecott.space/

ホテルフルール 鹿児島市喜入瀬々串町330-1 099-347-0977 http://ai-fleur.com/

アパホテル<鹿児島天文館> 鹿児島市千日町13-23 099-224-3111 https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/Kagoshima-tenmonkan/

東横イン鹿児島中央駅東口 鹿児島市中央町26-25 099-813-1045 https://www.toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00202.html

ソラリア西鉄ホテル鹿児島 鹿児島市中央町11番 099-210-5555 https://nnr-h.com/solaria/kagoshima/

鹿児島東急REIホテル 鹿児島市中央町5-1 099-256-0109 https://www.tokyuhotels.co.jp/kagoshima-r/

ホテルタイセイアネックス 鹿児島市中央町　4－32 099-257-1111 https://www.hotel-taisei-annex.jp/

温泉ホテル中原別荘 鹿児島市照国町15－19 099-225-2800 http://nakahara-bessou.co.jp/

アクアガーデンホテル福丸 鹿児島市名山町11－8 099-226-3211 https://www.hotel-fukumaru.com/

ホテルレクストン鹿児島 鹿児島市山之口町4－20 099-222-0505 http://nisikawa.net/lexton/access/

ホテルグランセレッソ鹿児島 鹿児島市山之口町2-1 099-813-7773 https://grancerezo.com/

サンデイズイン鹿児島 鹿児島市 山之口町9-8 099-227-5151 http://sundaysinn.com/

マリンパレスかごしま 鹿児島市与次郎二丁目８番８号 099-253-8822 https://maripala.com/

さくらのうえ 鹿児島市下荒田1-20-7-2Ｆ  099-813-8811 https://sakuratour.co.jp/guesthouse/

ホテル法華クラブ鹿児島 鹿児島市 加治屋町13-6 099-223-0551 https://www.hokke.co.jp/kagoshima/

グリーンリッチホテル鹿児島天文館 鹿児島市山之口町12-16 099-224-5551 https://greenrichhotels.jp/kagoshima/

かごしまプラザホテル天文館 鹿児島市 山之口町7-8 099-222-3344 https://www.kag-plaza.co.jp/

ホテルマイステイズ鹿児島天文館 鹿児島市 山之口町2-7 099-224-3211 https://www.mystays.com/hotel-mystays-kagoshima-tenmonkan-kagoshima/

ホテルマイステイズ鹿児島天文館2番館 鹿児島市 呉服町1-20 099-223-3434 https://www.mystays.com/hotel-mystays-kagoshima-tenmonkan-kagoshima/

東横イン鹿児島天文館Ⅰ 鹿児島市山之口町3-6 099-219-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00065/

ホテル吹上荘 鹿児島市 照国町18番15号 099-224-3500 https://www.fukiagesou.jp/

シルクイン鹿児島 鹿児島市 上之園町19-30 099-258-1221 https://www.silk-inn.jp/

Wing-inn 鹿児島市 新屋敷町19-10JAウイング新屋敷090-7436-7350 なし

ドーミーイン鹿児島 鹿児島市 西千石町17-30 099-216-5489 https://www.hotespa.net/hotels/kagoshima/

YOUSTYLE HOTEL MARINE 鹿児島市 船津町4-7 099-239-5001 https://youstyle-hotel.jp/

ホテルゲートイン鹿児島 鹿児島市 船津町5-20 099-223-9100 https://www.gatein.jp/

ホテル＆レジデンス南洲館 鹿児島市 東千石町19-17 099-226-8188 https://nanshukan.co.jp/

スパランド裸・楽・良 鹿児島市 東俣町1450番地 099-245-7070 http://www.spa-rarara.com/

ゲストハウスM104鹿児島(旧サンワールドホテル永井荘) 鹿児島市名山町10-4 099-225-3939 https://kagoshimaguesthouse.localinfo.jp/

ホテルサンフレックス鹿児島 鹿児島市 堀江町19-14 099-225-5511 https://ct.rion.mobi/sunflex.kagoshima/

SHIROYAMA　HOTEL　kagoshima（城山ホテル鹿児島） 鹿児島市新照院町41-1 099-224-2211 https://www.shiroyama-g.co.jp/

国民宿舎　レインボー桜島 鹿児島市桜島横山町1722-16 099-293-2323 https://www.qkamura-s.com/sakurajima/

三越ホテル本館 鹿児島市下荒田2丁目43-4 099-251-3333 なし

ビジネスホテル・キャビン＆カプセルホテル　パームス天文館 鹿児島市新町1-23 099-222-2100 http://hotel-palms.com/

(株)東横イン鹿児島天文館Ⅱ 鹿児島市東千石町1-43 099-224-1045 https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00089/

かごしま第一ホテルきしゃば 鹿児島市下荒田4丁目48-39 099-284-0005 http://www.kagoshima-daiichi.jp/kishaba/

かごしま第一ホテル鴨池 鹿児島市鴨池新町18 099-256-2900 http://www.kagoshima-daiichi.jp/kamoike/outline.html

グッドイン鹿児島 鹿児島市西田2丁目27-24 099-285-1515 https://www.good-inn.com/kagoshima/

ビジネスホテル　オリエンタルいづろ 鹿児島市大黒町1-9 099-222-0777 なし

桜島シーサイドホテル 鹿児島市古里町1078-63 099-221-2121 なし

ビジネスホテル天文館 鹿児島市船津町2-2 099-224-3371 なし

ホテルガストフ 鹿児島市中央町　7-1 099-252-1401 https://gasthof.jp

リッチモンドホテル鹿児島天文館 鹿児島市千日町14-28 099-239-0055 https://richmondhotel.jp/kagoshima-tenmonkan/

ホテルリブマックスBUDGET鹿児島 鹿児島市小川町15-1 099-216-3220 https://www.hotel-livemax.com/kagoshima/kagoshima/

イルカゲストハウス 鹿児島市易居町3-24 080-7984-0981 www.ilcaguesthouse.com

ホテルウェルビューかごしま 鹿児島市与次郎2丁目4-25 099-206-3838 https://www.welview.com/

センチュリオンホテル　鹿児島天文館 鹿児島市呉服町1-3 099-227-5611 https://www.centurion-hotel.com/kagoshima/#

さくらじまホテル 鹿児島市古里町1078-64 099-221-2311 http://sakurajimahotel.jp/

鹿児島ワシントンホテルプラザ 鹿児島市山之口町12-1 099-225-6111 http://washington.jp/kagoshima/

THE　HOTEL　kamoike  鹿児島県鹿児島市鴨池1-13-22-6F 070-8573-1184

中島温泉旅館 日置市 吹上町湯之浦1106 099-296-2073 なし

新湯温泉旅館 日置市吹上町湯之浦1194 099-296-2250 https://shinyuonsen.com/

健康交流館ゆーぷる吹上 日置市吹上町中原763 099-296-6022 なし

旅館遠見 日置市 東市来町湯田3408 0992-74-2027 なし

OCEAN　RESORT　えぐち家 日置市 東市来町湯田731 099-295-0130 https://eguchiya.jp/

Fukiagehama Field Hotel いちき串木野市 湊町1丁目101番地 0996-36-2511 https://ff-h.jp/

ホテルアクシアくしきの いちき串木野市長崎町101番地 0996-32-4177 https://axia-kushikino.jp/

民宿　ガジュマル 鹿児島郡三島村硫黄島88 09913-2-2105

マリンハウス　孔雀の里 鹿児島郡三島村硫黄島5 09913-2-2028
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