
南さつま市の宿泊施設

施設名 問い合わせ先 客室数 収容
人数 コメント 備考
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リ
エ
田
世
加

ビジネスホテル
サンステイ加世田

南さつま市加世田東本町12-9
TEL.0993-53-8000　FAX.0993-53-8002
【HP】http://www.sunstay.jp/

シングル39室
ツイン1室
ダブル1室
和室2室
広間・ホール1室

68

最近オープンしたホテルで
す。wifi、インターネットな
どの環境、駐車場（無料）
も充実しています。

鹿児島空港から
リムジンバスで80分

鹿児島中央駅から
バスで80分

指宿スカイライン谷山 ICから
車で35分

鹿児島市から
車で50分

シティーホテル
加世田

南さつま市加世田本町44-5
TEL.0993-52-2576　FAX.0993-52-8873
【HP】http://www.city-hotel-kaseda.com/

シングル27室
ツイン2室
和室1室

51
ビジネスはもちろん、観光・
スポーツ・レジャーの拠点
としてご利用いただけます。

竹屋旅館 南さつま市加世田本町11-1   
TEL.0993-53-3131　FAX.0993-53-3023

和室 11室 50 
料理が自慢の旅館です。す
ぐ近くにスーパーやコイン
ランドリーがあります。

日新館
南さつま市加世田村原1-9-16 
TEL.0993-53-6611　FAX.0993-53-3919
【HP】http.//nissin-kan.inkago.com/

シングル12室
ツイン6室
ダブル4室
和室4室

53
国道２７０号沿いにあり、
交通の便がいいです。イン
ターネット接続が可能です。

ひさご荘 南さつま市加世田本町5-15  
TEL.0993-52-2191　FAX0993-52-2192

洋室 4室
和室 3室
和洋室2室

43
加世田市街地にあり、旅館
でありながらビジネス感覚
でお泊りいただけます。

加世田ホテル
よしや

南さつま市加世田本町44-20  
TEL.0993-53-5527　FAX.0993-53-5582
【HP】http://www.hotel-yoshiya.jp/

シングル 20室
ツイン4室
和室 13室

71

300m圏内にコンビニ・スー
パー・ランドリーあり。充
実したお食事メニューでサ
ポートさせていただきます。

松屋旅館 南さつま市加世田唐仁原5636  
TEL.0993-52-2710　FAX.0993-52-0369

和室 6室 50
管理栄養士の板長によるス
ポーツ栄養食が自慢の宿で
す。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で35分

鹿児島市から
車で50分

村田旅館 南さつま市加世田唐仁原5640  
TEL.0993-53-3321　FAX.0993-53-3326

和室 6室
大広間1室

50
料理が自慢で、長期滞在も
できます。大広間での合宿
も対応できます。

かせだ交流センタ－
さんぱる

南さつま市加世田高橋1952-2 
TEL.0993-53-8739　FAX.0993-52-8939
【HP】http://kaseda-sanpal.com/

和室 4室
洋室4室
コテ－ジ8室
別館6室

156

小・中・高校生を対象とす
る合宿プランをご用意して
おります。隣に温泉施設が
あります。

吹上浜海浜公園
南さつま市加世田高橋1936-2 
TEL.0993-52-0910  FAX.0993-52-0157
【HP】http://www.synapse.ne.jp/kppfuki/fuindex.html

バンガロー11棟
常設テント30サイト
オートキャンプ40区画
フリーテント20区画

天然芝・人工芝のサッカー
場はもちろん、エアコン付
きのバンガローやキャンプ
場も魅力です。

ア
リ
エ
峰
金 南さつま温泉交流の郷

いなほ館

南さつま市金峰町浦之名1430
TEL.0993-77-2611　FAX.0993-77-2251
【HP】http://www.satsuma.ne.jp/inahokan/

和室 4室
大広間1室
小広間1室

70

大広間でのスポーツ合宿プ
ランはお徳です。合宿会場
までマイクロバスで送迎し
ます。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で20分

鹿児島市から車で40分

南薩少年 
自然の家

南さつま市金峰町高橋3252  
TEL.0993-77-2500　FAX.0993-77-1929
【HP】http.//www.pref.kagoshima.jp/kikan/nansatsu/

和室 5室
洋室 14室
リ－ダ－室6室

206 豊かな自然の中で、様々な
体験活動ができます。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で30分

鹿児島市から車で50分

ア
リ
エ
沙
笠

民宿　笠沙路 南さつま市笠沙町片浦891-1  
TEL.0993-63-0084 　FAX0993-63-0084

和室 4室 14 波の音が心地よい民宿です。

舟宿　のま池
南さつま市笠沙町片浦15345  
TEL.0993-64-2650　FAX.0993-64-2013
   

和室 3室
洋室 3室
大広間1室

26
一番はなんといっても魚の
新鮮さ。朝、定置網で獲れ
た新鮮な魚をお出しします。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で75分

鹿児島市から
車で90分 "笠沙恵比寿

南さつま市笠沙町片浦14847-1 
TEL.0993-59-5020　FAX .0993-64-2281
【HP】http://www.kasasaebisu.com/

和洋室 10室 50

体験型の観光施設です。カ
ヌーやトレッキングなどで
笠沙の大自然を満喫してく
ださい。

ア
リ
エ
浦
大

遊浜館
南さつま市大浦町24593  
TEL.0993-62-2100　FAX.0993-62-2104
【HP】http://www14.ocn.ne.jp/̃yuhinkan/

大広間 1室
中広間3室

50 活魚料理が自慢の旅館です。
旅館所有の釣船もあります。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で55

分鹿児島市から車で70分

ア
リ
エ
津
坊

がんじん荘
南さつま市坊津町秋目400  
TEL.0993-68-0652　FAX.0993-68-0660
【HP】http://www4.synapse.ne.jp/ganjinsou/

和室 5室 21

映画「００７」のロケーショ
ンが行われた所にあり、常
に新鮮な魚をご賞味いただ
けます。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で70分

鹿児島市から車で105分

鳴海旅館
南さつま市坊津町泊8941-3  
TEL.0993-67-0055　FAX.0993-67-1453
【HP】http.//bounotu.kashoren.or.jp/shop/narumi.html

洋室 6室
和室 10室

67
活魚料理は最高です。客室
からの夕景がすばらしい旅
館です。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で65分

鹿児島市から車で80分

民宿　寺田屋 南さつま市坊津町坊5589  
TEL.0993-67-0021

和室 7室 20 夏の人気綱代浜に近い海辺
の宿

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で65分

鹿児島市から車で80分

坊津 民宿 夕焼け
南さつま市坊津町坊9220-1  
TEL.0993-67-0110　FAX.0993-67-0110
   

和室 2室 16
窓からは海が見え石垣にか
こまれた古民家を改修した
民宿です。

指宿スカイライン谷山ＩＣから
車で65分

鹿児島市から車で80分


