
JBCFロードシリーズ 2023

鹿児島大会

第１回ＪＢＣＦ志布志クリテリウム
開催日：2023年2月26日（日）

会 場：志布志しおかぜ公園特設コース

2023年2月25日（土）は鹿屋・肝付ロードレース

■交通アクセスのご案内

■フェリーさんふらわあのご案内

■志布志市スポーツ合宿奨励金・さんふらわあ助成金のご案内

■令和４年度スポーツ合宿㏌かごしま促進事業のご案内

■宿泊施設等のご案内



交通アクセスのご案内

■大阪南港→志布志港 フェリーで約14時間

■鹿児島空港→志布志市 車で約1時間20分

■鹿児島市→志布志市 車で約1時間45分

■宮崎市→志布志市 車で約１時間30分

■鹿屋市→志布志市 無料高速道路利用で約35分

会場へのアクセス

■志布志港→しおかぜ公園 車で約５分

■志布志市→しおかぜ公園 車で約５分

鹿児島市●

肝付町

●志布志市

●鹿児島空港

鹿屋市●

鹿児島県

フェリーさんふらわあ
【志布志⇔大阪南港 毎日就航中】



志布志港⇒大阪南港 志布志発 17：55 →     翌7：40   月曜日～木曜日
志布志港⇒大阪南港 志布志発 17：55    →     翌7：50     金曜日
志布志港⇒大阪南港 志布志発 18：30    →     翌8：50    土曜日
志布志港⇒大阪南港 志布志発 17：00 →     翌7：40 日曜日

大阪南港⇒志布志港 大阪発 17：55       → 翌8：55          月曜日～金曜日
大阪南港⇒志布志港 大阪発 17：55 →     翌9：40 土曜日
大阪南港⇒志布志港 大阪発 17：00 →     翌8：55                日曜日

時刻表

路線名 出発地 出港時間 到着時間 運航日

※出港時間は船が動き出す時間です。港での乗船手続きは以下の時間までにお済ませください。

通常期 繁忙期

徒歩 60分前

マイカー・バイク 60分前
90分前

お手伝いを必要とするお客様・ペット同伴のお客様 90分前



フェリーさんふらわあ

旅行会社・団体様（15名様以上）のお問い合わせ先
営業時間：平日9：00～17：00（土日祝休み）

貴社・貴団体の所在地をお選びください

大分支店
097-532-9080

志布志支店
050-3822-4532

営業グループ（大阪）
06-7634-8931

九州・沖縄 近畿・東海・北陸・中国・四国
関東・甲信越・東北・北海道

大分・福岡
佐賀・長崎・熊本
宮崎（大分・別府航路）

鹿児島
宮崎（志布志航路）
沖縄

お問い合わせ先

所在地に関わらず、フリーダイヤルまでお問合せください

フェリーさんふらわあ 予約センター

営業時間：【平日】9：00～19：00 【土日祝】9：00～17：00

0120-56-3268



事前合宿をお考えのみなさまへ！
【志布志市スポーツ合宿等誘致奨励金のご案内】

志布志市ではスポーツ大会や合宿等で志布志市内に宿泊する学生等の団体さまへ、奨励金をお支払います

高校生以下・大学生ともに1,000円（奨励金対象の人数分）
※ただし、さんふらわあ助成金を利用する団体を除く

【申請手続き】合宿終了後、所定の「奨励金交付申請書」「スポーツ合宿等参加者名簿」

「奨励金請求書」を宿泊した施設へ提出してください。
※シャチハタ印不可 なお、修正箇所は訂正印をお願いいたします。

【対象】・学生で構成される運動系及び文化系の団体

（小学生・中学生・高等学校・大学（短大）・専門学校及び専修学校の学生）

【条件】・志布志市内の登録された宿泊施設に宿泊すること

・延べ宿泊数を満たしていること

・高校生以下 1回の合宿等で、宿泊数が連続2泊以上で、かつ延べ20泊以上
・大学生 1回の合宿等で、宿泊数が連続3泊以上で、かつ延べ30泊以上

※「さんふらわあ」往復利用の場合、連続2泊以上で、かつ延べ 30 泊以上
※「さんふらわあ」片道利用の場合、連続2泊以上で、かつ延べ 40 泊以上
※  九州内に住所を置く団体合宿の場合、連続2泊以上で、かつ延べ 40 泊以上

【奨励金の額】高校生以下 1人1泊 500円（1回の合宿等につき、1団体あたり10万円を限度）

大学生 1人1泊 1,000円（1回の合宿等につき、1団体あたり20万円を限度）

【問い合わせ先】 〒899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目28番11号

志布志市スポーツ団体誘致推進協会事務局（志布志市観光特産品協会内）
TEL：099-472-8028 / FAX：099-473-2345

【さんふらわあ助成金のご案内】
フェリーさんふらわあを利用する団体さまへ、船賃の助成金をお支払いいたします

※ただし予算に達し次第、終了となります

【対象】・さんふらわあに乗船する10人以上の団体

【助成金の額】1人片道500円/往復1,000円（ただし、6歳以上12歳以下の場合、左記の半額）

※一団体当たり6万円を上限

【申請手続き】所定の「申請書」「請求書」に通帳のコピーを添付の上、下記協議会まで提出して

ください。

【申し込み・問い合わせ先】

〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号

さんふらわあ志布志航路利用促進協議会（志布志市役所港湾商工課内）
TEL：099-472-1111 （内線252・253）

さらに！交通費助成として１人あたり1,000円を加算！



プロの方々もご利用できます！

【令和４年度スポーツ合宿㏌かごしま促進事業のご案内】

・鹿児島県では新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した、
「スポーツ合宿inかごしま促進事業」により、鹿児島県内でスポーツ合宿を実施
する鹿児島県内外のスポーツ団体を対象とした助成金の交付をしております。
市の助成金と県の助成金の併用は可能ですので、ぜひ併せてご検討ください。

2022スポーツ合宿inかごしま促進事業 チラシ
https://www.city.shibushi.lg.jp/uploaded/attachment/8264.pdf

お問い合わせ先／書類提出先：スポーツ合宿inかごしま促進事業 事務局

892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町17-5（鹿児島県旅行業協同組合内）
TEL:099-201-3032 FAX:099-225-8761

スポーツ合宿inかごしま促進事業事務局HP <外部リンク>
https://gasshuku-koj.sub.jp/

詳しくは下記チラシ・事務局のHPをご確認ください！

http://localhost/
http://localhost/
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https://www.city.shibushi.lg.jp/

レンタカー情報
■レンタカー＆カーシェアリング志布志 099-479-4110
■志布志レンタカー 099-477-2308
■トヨタレンタリース鹿屋 0994-42-0100

タクシー情報
■三州タクシー志布志営業所 099-472-2454
■みなとタクシー 099-472-1212

志布志市の観光スポット・おみやげ品等の情報
■志布志市総合観光案内所

鹿児島県志布志市志布志町志布志2丁目28番11号（JR志布志駅舎内）
TEL:099-472-2224 FAX:099-479-3334
http://www.sibusi-k-t.jp/

■志布志市役所
鹿児島県志布志市志布志町志布志2丁目1番1号

TEL:099-472-1111 FAX:099-473-2203

【宿泊施設等のご案内】

宿泊施設
■別紙 “宿泊施設のご案内”をご参照ください

しらす

うなぎ 黒牛フルーツ

お茶

志布志市の
公式Instagramも
のぞいてみてね♪

焼酎

志武士ししまる

https://www.instagram.com/
shibushishi_kankou/

https://www.instagram.com/
shibushishi_furusato/

http://localhost/
TEL:099-472-2224／FAX:099-479-3334
TEL:099-472-2224／FAX:099-479-3334
http://localhost/
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②【国民宿舎ボルべリアダグリ】

■鹿児島県志布志市志布志町夏井203 ☎099-472-1478

■屋外駐車場：あり（無料）■ チェックイン時間の相談：不可

■自転車のホテル内への持ち込み：要相談

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（×）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：なし／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：不可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

③【志布志湾大黒リゾートホテル】

■鹿児島県志布志市志布志町夏井55-15 ☎099-473-0001

■屋外駐車場：あり（無料）■チェックイン時間の相談：土曜日以外可

（早着料金あり）

■自転車のホテル内への持ち込み：要相談

■外水道：あり／外電源：なし／自転車の洗浄作業スペース：なし

■朝食早朝対応：可（通常7:00→6:30～）／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

【宿泊施設のご案内】

https://b-daguri.com

http://www.daikoku-hotels.com

①【やっちくふるさと村】

■鹿児島県志布志市松山町新橋1526-1 ☎099-487-3800

■屋外駐車場：あり（無料）■チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：不可

■外水道：あり／外電源：なし／自転車の洗浄作業スペース：なし

■朝食早朝対応：不可／おかわり：不可

■館内Wi-Fi環境：なし／室内Wi-Fi環境：なし

■ランドリー：なし／宅配便の受取・発送：不可

■備考：素泊まりのみ

http://localhost/
http://localhost/


⑥【志布志の宿きたの】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志3丁目22-3 ☎099-401-4651

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（×）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可（要相談）／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

■備考：朝食のみ提供

http://www.hotel-sunward.jp

④【ビジネスホテルサンワード】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志2丁目11-11   ☎099-472-2411

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（×）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（〇）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

https://shimazu.co.jp/hotel

⑤【ホテルポラリス】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志3丁目2-11  ☎099-471-1200

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（〇）部屋への持ち込み(エレベーターに入る条件有)

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：不可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

■備考：朝食のみ提供

※2022.12現在、新型コロナウィルス感染症の宿泊療養施施設と

なっており、一般の方はご利用いただけません

http://localhost/
http://localhost/


https://h-shibushi.com

⑦【ホテル志布志】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志3丁目24-2 ☎099-478-8888

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（×）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：なし／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：不可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可（着払いのみ）

■備考：朝食のみ提供

⑧【セントロ志布志】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志3丁目25-18  ☎099-473-8822

■屋外駐車場：あり（無料）■チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（〇）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可（通常6:30→6:00～）／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

https://sentoro-shibushi.com

⑨【ホテル枇榔】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志321-1 ☎099-472-5858

■屋外駐車場：あり（無料）■チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（〇）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（×）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

https://hotel-birou.com
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⑩【ビジネスホテルしぶし湾】

■鹿児島県志布志市志布志町志布志2丁目9-24  ☎099-472-0011

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（×）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（〇）部屋への持ち込み

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

■備考：素泊まりのみ

⑪【民宿せせらぎ】

■鹿児島県志布志市有明町蓬原4100-4 ☎099-475-1008

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：不可

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

https://shibushi.info

http://minsyuku-seseragi.com

⑫【民宿 青空】

■鹿児島県志布志市有明町蓬原4100-1   ☎099-475-0525

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：不可

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

■備考：朝食のみ提供

http://localhost/
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⑬【民宿星の栖】

■鹿児島県志布志市有明町蓬原4100-3 ☎099-475-0960

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：可

（×）会議室等の施錠ができる部屋への持ち込み

（×）部屋への持ち込み （〇）ピロティーへの駐輪

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可（要相談）／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

⑭【民宿すず風】

■鹿児島県志布志市有明町蓬原4100-5 ☎099-475-2340

■屋外駐車場：あり（無料）／チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：不可

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

⑮【Drop inn “Linkwell”】

■鹿児島県志布志市志布志町帖3514-1   ☎090-1713-3872

■屋外駐車場：なし・ガレージ有（無料）

■チェックイン時間の相談：可

■自転車のホテル内への持ち込み：不可(ガレージには駐輪可）

■外水道：あり／外電源：あり／自転車の洗浄作業スペース：あり

■朝食早朝対応：可／おかわり：不可

■館内Wi-Fi環境：あり／室内Wi-Fi環境：あり

■ランドリー：あり／宅配便の受取・発送：可

■備考：朝食のみ提供



やっちくふるさと村

①

②

国民宿舎ボルべリアダグリ

③

志布志湾大黒リゾートホテル
民宿すず風民宿青空

民宿星の栖

民宿せせらぎ

④
⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

ホテルサンワード

ホテルポラリス

志布志の宿きたの

ホテル志布志
セントロ志布志

⑪

ホテル枇榔

ビジネスホテルしぶし湾

⑫⑬
⑭

⑮

Drop inn Linkwell

しおかぜ公園

有明体育施設

志布志運動公園

施設のご案内


