
※�宿泊日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただき、かつ同室のお
客さま全員の航空機、宿泊など全てのご予約が確定した場合のみとなります。

旅
行
代
金

❷ホテルは何日目のご利用でもOK! 
※��JALマイレージバンク会員の方は、
区間マイル50%を積算いたします。❸マイルがたまります!

お申し込みは出発日の前日から
起算して7日前まで承ります。

鹿児島 宮崎 ※�宿泊日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただき、かつ同室のお
客さま全員の航空機、宿泊など全てのご予約が確定した場合のみとなります。

早決30※／1泊／宮崎（aグループ）／1朝食付き／福岡発／往復基本フライト利用（1名様）

●�特に記載してある場合を除き、宿泊施設は洋室・バス/トイレ付きとなります。原則として1名／1室はシングルルームまたはツインルームまたは
ダブルルーム、2名／1室はツインルームのご利用となります。3名以上でご利用の場合はツイン＋エキストラベッド、ソファーベッド、スタッキング
ベッドのいずれかとなります。

●ホテル差額は宿泊施設の1室あたりの利用人数を単位として適用します。　●空港または最寄り駅からの所要時間は目安となります。
H O T E L G U I D E

＝温泉付きホテル

＝ホテルJALシティ

ª＝チェックイン時刻

º＝チェックアウト時刻

®＝アーリーチェックイン時刻

©＝レイトチェックアウト時刻

＝Wi-Fi(無料)

＝無料大浴場あり

＝有料大浴場あり

�マークの付いたホテルの詳細はおもてなし一覧をご覧ください。�
「おもてなし」は年齢・性別によりご利用いただけない場合があります。�
特に注釈がないかぎり、お1人様1泊につき1回のご利用となります。�
なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

＊�インターネット環境についてはホテル全客室または
当コース設定客室の全てが対象の場合のみ記載し
ております。接続方法・ご利用料金詳細については
直接ホテルにお問い合わせください。

＝喫煙・禁煙選択可（喫煙・禁煙がお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください）

＝喫煙可能です。

＝�全室禁煙
※�特に指定がない場合、当パンフレットでは禁煙の設定です。
＝�禁煙ルーム／レディースルーム設定あり�
（禁煙ルームでレディースルームがお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください。）

シングル
T利用＝�1名／1室でご利用の場合、ツインの1室利用となります。
シングル
D利用＝�1名／1室でご利用の場合、ダブルの1室利用となります。

福岡・松山・奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島発

1名様より参加OK
ただし「松山発」は2名様以上となります。

17,300円～32,800円
※��ただし、10/14、11/4、12/27〜1/5、1/13、2/24、3/22、
4/29〜5/3の帰着にかかる復路便の延長はできません。

2019.10/1▶2020.4/26

マイステイ 10月
からの

鹿児島  µ□内 対象ホテル＝2 対象外ホテル＝3　aグループ NE382□E　bグループ NE382□F　cグループ NE382□G　dグループ NE382□H　eグループ NE382□J　fグループ NE382□K　gグループ NE382□L
は商品コード末尾□内が異なりますのでご注意ください 　（コース予約用の商品コード（NH）は基本代金表参照）

bグループaグループ

bグループ cグループ ｄグループ

ｄグループ ｆグループeグループ gグループ

●❶復路便は8日間まで延長OK!

早めの予約がおトク！
30日前までに予約完了なら、
1泊につき500円割引

※��対象ホテルは一部ホテルとなり、左記マークが目印となります。
※��宿泊日の前日から起算して30日前までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとなります。
※��宿泊日の前日から起算して30日前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外となります。
�【旅行会社の皆さまへ】宿泊日の前日から起算して30日前を過ぎてから予約される場合も、早決30対象ホテルの商品コードでご予約ください。

● �1〜3名に1室
●�®12：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分

∂鹿児島市内／KOJ

HOTEL&RESIDENCE南洲館

鹿児島

● �1・2名に1室
●�ª14：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分

∂鹿児島市内／KOJ

鹿児島ワシントンホテルプラザ

鹿児島

● �1・2名に1室
●�®12：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約10分

∂鹿児島市内／KOJ

ホテル法華クラブ鹿児島

鹿児島

● �1名に1室�喫煙は1・2名
●�®14：00/º10：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約5分

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルタイセイ

鹿児島

● �1・2名に1室
●�®14：00/º10：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約2分
※朝食は軽食セルフサービスとなります（無料）

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルユニオン

鹿児島

● �1名に1室
●�ª15：00/©12：00
●�JR鹿児島駅より徒歩
約5分

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルリブマックス鹿児島

鹿児島

● �1名に1室
●�®14：00/©11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分
※朝食は軽食セルフサービスとなります（無料）

∂鹿児島市内／KOJ

ホテル・レクストン鹿児島アネックス

鹿児島

（イメージ）

●�1・2名に1室
●�ª14：00/©11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約10分
※大浴場は男性のみ
●�除外日：5/3〜5
∂鹿児島市内／KOJ

ホテル・レクストン鹿児島

鹿児島

● �1名に1室�喫煙は1・2名
●�®14：00/º10：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約1分

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルアービック鹿児島

鹿児島

● �1〜3名に1室
1名1室の場合、シャワーブースのみ

●�ª14：00/º12：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約10分

●�除外日：1/6
∂鹿児島市内／KOJ

レム鹿児島

鹿児島

● �1名に1室
喫煙は1〜4名
3・4名は和室

●�ª15：00/º11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分
※大浴場は男性のみ

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルニューニシノ

鹿児島

● �1・2名に1室
●�ª15：00/º11：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約5分
※大浴場は男性のみ

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルタイセイアネックス

鹿児島

● �1名に1室
●�ª15：00/º10：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分

∂鹿児島市内／KOJ

ユニゾインエクスプレス鹿児島天文館

鹿児島

（イメージ）

2019年6月3日
OPEN

● �1〜3名に1室
●�ª14：00/º11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約15分

∂鹿児島市内／KOJ

レンブラントホテル鹿児島

鹿児島

● �1・2名に1室
●�®14：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分

∂鹿児島市内／KOJ

サンデイズイン鹿児島

鹿児島

● �1・2名に1室
●�ª14：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約5分

●�除外日：4/29、5/3〜5

∂鹿児島市内／KOJ

鹿児島 東急REIホテル

鹿児島

● �1・2名に1室�喫煙は1〜3名
3名は和室

●�®12：00/©13：00
●�鹿児島空港より車で約3分
※大浴場は男女時間を入れ替え

∂霧島／KIR

かごしま空港ホテル

霧 島

● �1〜3名に1室
●�ª14：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約10分

∂鹿児島市内／KOJ

鹿児島サンロイヤルホテル

鹿児島

● �1・2名に1室
●�ª15：00/º11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約5分

●�除外日：4/1〜26

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルマイステイズ鹿児島天文館

鹿児島

● �1名に1室
●�®14：00/©11：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約10分

∂鹿児島市内／KOJ

かごしまプラザホテル天文館

鹿児島

● �1〜3名に1室�喫煙は1名
＊3名1室は手狭です。
●�ª14：00/º11：00
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約1分

∂鹿児島市内／KOJ

JR九州ホテル鹿児島

鹿児島

● �1〜3名に1室
●�ª14：00/º11：00
●�鹿児島空港より車で約18分
●�除外日：5/2〜5

∂霧島／KIR

ホテル京セラ

霧島隼人

● �1・2名に1室
●�ª15：00/º11：00
●�全室8階以上
●�JR鹿児島中央駅より
徒歩約3分

∂鹿児島市内／KOJ

ソラリア西鉄ホテル鹿児島

鹿児島

● �1名に1室
●�ª14：00/©12：00
●�JR鹿児島中央駅より
車で約10分

∂鹿児島市内／KOJ

リッチモンドホテル鹿児島金生町

鹿児島

● �1名に1室
●�ª15：00/º11：00
●�鹿児島市電高見馬場
電停より徒歩約1分

∂鹿児島市内／KOJ

ホテルグランセレッソ鹿児島

鹿児島

● �1〜3名に1室
喫煙は1・2名
＊1/6以降1名1室設定なし
●�ª14：00/º11：00
1/6以降ª17：00/º10:00

● �JR鹿児島中央駅より車で約10分
∂鹿児島市内／KOJ

SHIROYAMA HOTEL kagoshima

鹿児島




