
Access to Hotel Kyocera 

Kagoshima 
Airport

Haneda 
Airport

Narita 
Airport

Kansai 
International 

Airport

Osaka
(Itami)
Airport

Central Japan
(Nagoya)
Airport

Bus
about 90min

JPY 3100

Hotel
Kyocera

Taxi
   about 15min
   JPY 3000

Bus
   about 20min
   JPY 410

Bus Time table is on the next page

Bus
about 70min

JPY 1950

Flight schedules are on from 3 to 6 pages
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Kagoshima airport→ Hotel Kyocera Hotel Kyocera →Kagoshima airport

about 20min
JPY 410

Bus time table



Heneda → Kagoshima Kagoshima → Hneda

SNA: Solaseed Air,       
SKY: SKYMARK Air

SNA: Solaseed Air
SKY: SKYMARK Air

17/07/03 10:09月間時刻表：フライト情報｜鹿児島空港ターミナル

1/2 ページhttp://www.koj-ab.co.jp/flightdata/schedule/arrival/airport/HND

フライト情報

月間時刻表

スケジュールは予告なく変更される場合があります。ご予約、ご利用の際は航空会社へお問い合わせください。

 到着便 東京羽田発 ［7/1～7/31］

航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 オプション

641 6:25 8:05

619 6:40 8:20

71 7:40 9:20

3771 7:40 9:20 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

301 7:55 9:45

643 8:05 9:45

621 8:55 10:35

73 10:00 11:45

3773 10:00 11:45 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

645 10:05 11:50

647 11:45 13:25

303 11:45 13:35

623 12:00 13:45

75 13:15 15:00

3775 13:15 15:00 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

649 13:20 15:00

625 13:50 15:30

305 14:35 16:25

77 15:15 17:05

3777 15:15 17:05 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

651 15:55 17:35

627 16:40 18:25

653 17:55 19:35

79 18:15 19:55

3779 18:15 19:55 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

307 18:25 20:15

629 18:55 20:35

655 19:25 21:05

フライト情報
本日のフライト情報
月間時刻表
就航路線
交通アクセス
お車でお越しの方
交通機関をご利用の方
施設のご案内
ご案内
お子様連れの方へ
お身体の不自由な方へ
お金、外貨両替
宅配、コインロッカー
インターネット、携帯充電器
スカイラウンジ菜の花
有料貸室
その他の施設
フロアマップ
国内線
国際線
食事・買い物
ショップ
レストラン
空弁（PDF）

トップページ  フライト情報  月間時刻表  到着便 東京羽田発 ［7/1～7/31］ 

 日本語

フライト情報

本日のフライト情報

月間時刻表

就航路線

航空会社ホームページ

ANA 全日本空輸

JAL 日本航空

JAC 日本エアコミューター

SKY スカイマーク

SNJ ソラシドエア

APJ ピーチアビエーション

JJP ジェットスタージャパン

FDA フジドリームエアラインズ

KAL 大韓航空

CES 中国東方航空

CAL チャイナエアライン

CRK 香港航空

HKE 香港エクスプレス

DAL デルタ航空

ETD エディハド航空

Code-share

Code-share

Code-share

Code-share

Code-share

Ari.Flight Dep.

SNA

SNA

SNA

SNA

SNA

17/07/03 10:08月間時刻表：フライト情報｜鹿児島空港ターミナル

1/2 ページhttp://www.koj-ab.co.jp/flightdata/schedule/departure/airport/HND

フライト情報

月間時刻表

スケジュールは予告なく変更される場合があります。ご予約、ご利用の際は航空会社へお問い合わせください。

出発便 東京羽田行 ［7/1～7/31］

航空会社 便名 出発時刻 到着時刻 オプション

72 7:25 9:15

3772 7:25 9:15 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

640 7:35 9:20

620 8:00 9:45

622 9:05 10:50

642 9:15 11:00

302 9:15 11:00

644 10:45 12:30

74 10:55 12:35

3774 10:55 12:35 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

624 11:25 13:10

304 11:30 13:15

76 12:20 14:05

3776 12:20 14:05 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

646 12:35 14:20

648 14:25 16:10

626 14:30 16:15

306 15:05 16:50

78 15:40 17:20

3778 15:40 17:20 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

650 15:55 17:40

628 16:15 18:05

308 17:30 19:15

652 18:30 20:15

630 19:25 21:15

654 20:15 22:00

82 20:40 22:20

3782 20:40 22:20 コードシェア便（Solaseed Airの機材および乗務員
にて運航致します。）

フライト情報

本日のフライト情報

月間時刻表

就航路線

航空会社ホームページ

ANA 全日本空輸

JAL 日本航空

JAC 日本エアコミューター

SKY スカイマーク

SNJ ソラシドエア

APJ ピーチアビエーション

JJP ジェットスタージャパン

FDA フジドリームエアラインズ

KAL 大韓航空

CES 中国東方航空

CAL チャイナエアライン

CRK 香港航空

HKE 香港エクスプレス

DAL デルタ航空

ETD エディハド航空

フライト情報
本日のフライト情報
月間時刻表
就航路線
交通アクセス
お車でお越しの方
交通機関をご利用の方
施設のご案内
ご案内
お子様連れの方へ
お身体の不自由な方へ
お金、外貨両替
宅配、コインロッカー
インターネット、携帯充電器
スカイラウンジ菜の花
有料貸室
その他の施設
フロアマップ
国内線
国際線
食事・買い物
ショップ
レストラン
空弁（PDF）

トップページ  フライト情報  月間時刻表  出発便 東京羽田行 ［7/1～7/31］ 

 日本語

Code-share

Code-share

Code-share

Code-share

Code-share

Ari.Flight Dep.

SNA

SNA

SNA

SNA

SNA



Ari.Flight Dep.

Narita → Kagoshima

17/06/30 9:55[東京]成田国際空港 → 鹿児島空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00004332_A00003345_R00000525?year=2017&month=8&day=28&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > [東京]成田国際空港 → 鹿児島空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月28(月) 飛行機運航状況

出発 [東京]成田国際空港 到着 鹿児島空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券* 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

各社料金比較 （[東京]成田国際空港 - 鹿児島空港）

[東京]成田国際空港 鹿児島空港

2017年8月 28日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較

[東京]成田空港-[大阪]関西空港 | [東京]成田空港-[札幌]新千歳空港 | 
[東京]成田空港-[大阪]伊丹空港 | [東京]成田空港-福岡空港 | [東京]成田空港-仙台空港 | 
[東京]成田空港-広島空港 | [東京]成田空港-小松空港 | [東京]成田空港-[名古屋]中部国際空港 | 
[東京]成田空港-[沖縄]那覇空港 | [東京]成田空港-新潟空港 | [東京]成田空港-鹿児島空港 | 
[東京]成田空港-大分空港 | [東京]成田空港-松山空港 | [東京]成田空港-高松空港 | 
[東京]成田空港-奄美大島空港 | [東京]成田空港-佐賀空港 | [東京]成田空港-熊本空港 | 
[東京]成田空港-函館空港 | 

[東京]成田国際空港発着の連絡バス 鹿児島空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

※臨時便及び乗り継ぎ便については原則対応しておりません。予めご了承ください
時刻表の更新状況について

[東京]成田国際空港の他の空路

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

東京(成田)

鹿児島

帰りのフライト
7月  2日(日)  

鹿児島

東京(成田)

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

[東京]成田国際空港⇒鹿児島空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

かごしまプラザホテル天文館
食事なしプラン

航空券＋ホテル 円～

¥～ (08月28日現在)

成田⇒鹿児島へのご旅行・ご出張に！

JJP621 8:00 9:55

JJP625 13:15 15:20

空席照会/予約

ジェットスター・ジャパン
最安料金：¥5,990～

2017年6月30日(金) 現在

成田  鹿児島 ¥6,870～

1

Kagoshima → Narita

17/06/30 9:53鹿児島空港 → [東京]成田国際空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00003345_A00004332_R00000525?year=2017&month=8&day=31&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > 鹿児島空港 → [東京]成田国際空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月31(木) 飛行機運航状況

出発 鹿児島空港 到着 [東京]成田国際空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券* 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

各社料金比較 （鹿児島空港 - [東京]成田国際空港）

鹿児島空港 [東京]成田国際空港

2017年8月 31日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較

[大阪]関西空港-鹿児島空港 | 鹿児島空港-奄美大島空港 | 鹿児島空港-沖永良部空港 | 
鹿児島空港-屋久島空港 | 鹿児島空港-喜界島空港 | 鹿児島空港-種子島空港 | 鹿児島空港-松山空港 | 
鹿児島空港-徳之島空港 | 鹿児島空港-与論空港 | [大阪]伊丹空港-鹿児島空港 | 
[東京]羽田空港-鹿児島空港 | [沖縄]那覇空港-鹿児島空港 | 福岡空港-鹿児島空港 | 
鹿児島空港-志布志 | 鹿児島空港-鹿児島中央 | [名古屋]中部国際空港-鹿児島空港 | 
[大阪]神戸空港-鹿児島空港 | 静岡空港-鹿児島空港 | 鹿児島空港-阿久根 | 鹿児島空港-加治木 | 
鹿児島空港-串木野 | 鹿児島空港-指宿 | 鹿児島空港-水俣 | 鹿児島空港-川内 | 鹿児島空港-枕崎 | 
[東京]成田空港-鹿児島空港 | 熊本-鹿児島/きりしま号[高速バス] | 
宮崎-鹿児島/はまゆう号[高速バス] | 福岡-鹿児島/桜島号[高速バス] | 

鹿児島空港発着の連絡バス [東京]成田国際空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

※臨時便及び乗り継ぎ便については原則対応しておりません。予めご了承ください
時刻表の更新状況について

鹿児島空港の他の空路

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

鹿児島

東京(成田)

帰りのフライト
7月  2日(日)  

東京(成田)

鹿児島

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

鹿児島空港⇒[東京]成田国際空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

フレックステイイン品川
【最大半額！タイムセール】 2013年1
月リニューアル♪

航空券＋ホテル 円～

¥～ (08月31日現在)

鹿児島⇒成田へのご旅行・ご出張に！

JJP622 14:30 16:20

JJP626 20:10 22:00

空席照会/予約

ジェットスター・ジャパン
最安料金：¥5,990～

2017年6月30日(金) 現在

鹿児島  成田 ¥6,870～

1

Kansai → Kagoshima

17/07/03 10:28[大阪]関西空港 → 鹿児島空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00001353_A00003345_R00000364?year=2017&month=8&day=27&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > [大阪]関西空港 → 鹿児島空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月27(日) 飛行機運航状況

出発 [大阪]関西空港 到着 鹿児島空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券* 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

各社料金比較 （[大阪]関西空港 - 鹿児島空港）

[大阪]関西空港 鹿児島空港

2017年8月 27日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較

ＪＲ関西空港線/ＪＲ阪和線 | [大阪]関西空港-旭川空港 | [大阪]関西空港-宮古空港 | 
[大阪]関西空港-宮崎空港 | [大阪]関西空港-鹿児島空港 | [大阪]関西空港-女満別空港 | 
[大阪]関西空港-松山空港 | [大阪]関西空港-[札幌]新千歳空港 | [大阪]関西空港-石垣空港 | 
[大阪]関西空港-仙台空港 | [大阪]関西空港-長崎空港 | [大阪]関西空港-[沖縄]那覇空港 | 
[大阪]関西空港-函館空港 | [大阪]関西空港-福岡空港 | [東京]成田空港-[大阪]関西空港 | 
[東京]羽田空港-[大阪]関西空港 | 南海空港線 | [大阪]関西空港-奄美大島空港 | 
航路連絡バス：関西空港桟橋-関西空港＜無料連絡バス＞[フェリー] | 

[大阪]関西空港発着の連絡バス 鹿児島空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

※臨時便及び乗り継ぎ便については原則対応しておりません。予めご了承ください
時刻表の更新状況について

[大阪]関西空港の他の空路

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  4日(火)  

大阪(関西)

鹿児島

帰りのフライト
7月  5日(水)  

鹿児島

大阪(関西)

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

[大阪]関西空港⇒鹿児島空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

ホテルエリアワン鹿児島
【スタンダードプラン】仕事も遊びも近
いが１番！天文館まで徒歩５分の好立地
♪素泊りプラン☆

航空券＋ホテル 円～

¥～ (08月27日現在)

関西⇒鹿児島へのご旅行・ご出張に！

APJ191 7:05 8:15

APJ199 19:00 20:10

空席照会/予約

peach

最安料金：¥4,290～

2017年7月3日(月) 現在

関西  鹿児島 ¥4,250～

1

Kagoshima → Kansai

17/07/03 10:29鹿児島空港 → [大阪]関西空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00003345_A00001353_R00000364?year=2017&month=08&day=27&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > 鹿児島空港 → [大阪]関西空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月27(日) 飛行機運航状況

出発 鹿児島空港 到着 [大阪]関西空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券* 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

各社料金比較 （鹿児島空港 - [大阪]関西空港）

鹿児島空港 [大阪]関西空港

2017年8月 27日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較

[大阪]関西空港-鹿児島空港 | 鹿児島空港-奄美大島空港 | 鹿児島空港-沖永良部空港 | 
鹿児島空港-屋久島空港 | 鹿児島空港-喜界島空港 | 鹿児島空港-種子島空港 | 鹿児島空港-松山空港 | 
鹿児島空港-徳之島空港 | 鹿児島空港-与論空港 | [大阪]伊丹空港-鹿児島空港 | 
[東京]羽田空港-鹿児島空港 | [沖縄]那覇空港-鹿児島空港 | 福岡空港-鹿児島空港 | 
鹿児島空港-志布志 | 鹿児島空港-鹿児島中央 | [名古屋]中部国際空港-鹿児島空港 | 
[大阪]神戸空港-鹿児島空港 | 静岡空港-鹿児島空港 | 鹿児島空港-阿久根 | 鹿児島空港-加治木 | 
鹿児島空港-串木野 | 鹿児島空港-指宿 | 鹿児島空港-水俣 | 鹿児島空港-川内 | 鹿児島空港-枕崎 | 
[東京]成田空港-鹿児島空港 | 熊本-鹿児島/きりしま号[高速バス] | 
宮崎-鹿児島/はまゆう号[高速バス] | 福岡-鹿児島/桜島号[高速バス] | 

鹿児島空港発着の連絡バス [大阪]関西空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

※臨時便及び乗り継ぎ便については原則対応しておりません。予めご了承ください
時刻表の更新状況について

鹿児島空港の他の空路

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  4日(火)  

鹿児島

大阪(関西)

帰りのフライト
7月  5日(水)  

大阪(関西)

鹿児島

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

鹿児島空港⇒[大阪]関西空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

HOSTEL AI
【禁煙】素泊まりプラン

航空券＋ホテル 16,300円～

ホテル1-2-3 天王寺
★ホームページリニューアル記念★

航空券＋ホテル 17,500円～

¥16,300～ (08月27日現在)

鹿児島⇒関西へのご旅行・ご出張に！

APJ192 8:45 9:55

APJ198 15:40 16:50

APJ200 20:40 21:50

空席照会/予約

peach

最安料金：¥4,290～

2017年7月3日(月) 現在

鹿児島  関西 ¥4,200～

1

2

Dep. Ari.Flight



17/06/30 9:55[大阪]伊丹空港 → 鹿児島空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00005607_A00003345_R00000525?year=2017&month=8&day=28&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > [大阪]伊丹空港 → 鹿児島空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月28(月) 飛行機運航状況

出発 [大阪]伊丹空港 到着 鹿児島空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

[大阪]伊丹空港発着の連絡バス 鹿児島空港発着の連絡バス

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

大阪(伊丹)

鹿児島

帰りのフライト
7月  2日(日)  

鹿児島

大阪(伊丹)

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

[大阪]伊丹空港⇒鹿児島空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

かごしまプラザホテル天文館
食事なしプラン

航空券＋ホテル 44,200円～

¥44,200～ (08月28日現在)

伊丹⇒鹿児島へのご旅行・ご出張に！

JAL2401 7:15 8:25

ANA541 7:25 8:35

ANA1151 8:10 9:20

JAL2403 9:15 10:25

ANA1153 9:50 11:00

JAL2407 10:35 11:45

ANA545 12:55 14:15

JAL2409 14:05 15:15

ANA547 15:20 16:30

JAL2411 16:20 17:30

ANA549 16:55 18:05

JAL2415 17:35 18:45

JAL2419 19:30 20:40

ANA551 19:30 20:40

鹿児島へ行くなら

2017年6月30日(金) 現在

伊丹  鹿児島 ¥8,700～

1

Osaka (Itami) → Kagoshima Kagoshima → Osaka (Itami)

Flight Dep. Ari.

17/06/30 9:53鹿児島空港 → [大阪]伊丹空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00003345_A00005607_R00000525?year=2017&month=8&day=31&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > 鹿児島空港 → [大阪]伊丹空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月31(木) 飛行機運航状況

出発 鹿児島空港 到着 [大阪]伊丹空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

鹿児島空港発着の連絡バス [大阪]伊丹空港発着の連絡バス

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

鹿児島

大阪(伊丹)

帰りのフライト
7月  2日(日)  

大阪(伊丹)

鹿児島

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

鹿児島空港⇒[大阪]伊丹空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

HOSTEL AI
【禁煙】素泊まりプラン

航空券＋ホテル 43,600円～

ホテルリブマックス江坂
☆★スタンダードプラン★☆【お子様歓
迎】

航空券＋ホテル 45,200円～

¥43,600～ (08月31日現在)

鹿児島⇒伊丹へのご旅行・ご出張に！

JAL2400 7:35 8:45

ANA542 7:35 8:45

JAL2402 8:55 10:05

ANA544 9:10 10:20

JAL2404 10:55 12:05

ANA1154 11:35 12:45

JAL2406 12:15 13:25

ANA548 14:50 16:10

JAL2410 15:45 16:55

ANA550 17:00 18:10

JAL2412 18:00 19:10

ANA552 18:45 19:55

JAL2414 19:20 20:35

大阪へ行くなら

2017年6月30日(金) 現在

鹿児島  伊丹 ¥8,700～

1

2

Flight Dep. Ari.



17/06/30 9:55[名古屋]中部国際空港 → 鹿児島空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00009406_A00003345_R00000525?year=2017&month=8&day=28&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > [名古屋]中部国際空港 → 鹿児島空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月28(月) 飛行機運航状況

出発 [名古屋]中部国際空港 到着 鹿児島空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

各社料金比較 （[名古屋]中部国際空港 - 鹿児島空港）

[名古屋]中部国際空港 鹿児島空港

2017年8月 28日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較 [名古屋]中部国際空港発着の連絡バス 鹿児島空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

名古屋(中部)

鹿児島

帰りのフライト
7月  2日(日)  

鹿児島

名古屋(中部)

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

[名古屋]中部国際空港⇒鹿児島空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

かごしまプラザホテル天文館
食事なしプラン

航空券＋ホテル 59,800円～

¥59,800～ (08月28日現在)

中部⇒鹿児島へのご旅行・ご出張に！

ANA351 8:10 9:30

ANA353 10:40 12:15

JJP693 12:30 13:55

ANA355 14:45 16:20

JJP697 17:50 19:15

ANA359 18:30 19:50

空席照会/予約

ジェットスター・ジャパン
最安料金：¥4,740～

鹿児島へ行くなら

2017年6月30日(金) 現在

中部  鹿児島 ¥6,200～

1

17/06/30 9:52鹿児島空港 → [名古屋]中部国際空港 - 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 - NAVITIME

1/3 ページhttps://www.navitime.co.jp/airplane_diagram/D00003345_A00009406_R00000525?year=2017&month=8&day=31&pCode=00000000

TOP > 飛行機時刻表/予約〔国内線〕 > 鹿児島空港 → [名古屋]中部国際空港 飛行機時刻表/予約〔国内線〕

2017年08月31(木) 飛行機運航状況

出発 鹿児島空港 到着 [名古屋]中部国際空港 逆区間

航空会社・便名 出発 到着 ＼ セットでお得 ／

航空券 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券* 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

航空券 航空券＋ホテル

各社料金比較 （鹿児島空港 - [名古屋]中部国際空港）

鹿児島空港 [名古屋]中部国際空港

2017年8月 31日  

 なし  ANA  JAL  LCC/その他

各社料金比較 鹿児島空港発着の連絡バス [名古屋]中部国際空港発着の連絡バス

*印 = skyticketサイトへ遷移します。

※この価格は通常運賃です

出発日
出発空港
到着空港

出発日
出発空港
到着空港

宿泊日数
人数

行きのフライト
7月  1日(土)  

鹿児島

名古屋(中部)

帰りのフライト
7月  2日(日)  

名古屋(中部)

鹿児島

宿泊/人数
1泊

1名  ※3歳以上

ANAで検索
ご予約の前にお読みください

鹿児島空港⇒[名古屋]中部国際空港
 おすすめの最安値プラン  

 
 今ならAmazonギフト券2,000円分
もれなく全員にプレゼント！

アパヴィラホテル＜名古屋丸の内
駅前＞
素泊まり

航空券＋ホテル 61,000円～

¥61,000～ (08月31日現在)

鹿児島⇒中部へのご旅行・ご出張に！

ANA352 10:05 11:20

JJP690 10:30 11:50

ANA354 12:45 14:10

JJP694 15:55 17:15

ANA358 16:50 18:15

ANA360 20:25 21:40

空席照会/予約

ジェットスター・ジャパン
最安料金：¥4,740～

名古屋へ行くなら

2017年6月30日(金) 現在

鹿児島  中部 ¥5,550～

1

Central Japan (Nagoya) → Kagoshima Kagoshima → Central Japan (Nagoya) 

Flight Dep. Ari. Flight Dep. Ari.


