関西では、香住漁港のみで水揚げされる香住ガニ漁が９月１日に解禁！
香美町香住区内約１００軒の民宿・旅館で香住ガニ料理をご提供しています！

2020. 9.1 〜 2021. 5.31

香住ガニ
プラン開催！

身が締まり、甘みが強く、瑞々しい！ 日本一の鮮度の「香住ガニ」
香住ガニとは、関西では唯一、兵庫県香美町の「香住漁港」のみで水揚げされる「ベニズワイガニ」のこと。
鮮度の低下が早いベニズワイガニを、可能な限り鮮度の高い状態で水揚げするため、
「日帰り漁」を
行うなど漁場が近いという利点を最大限活かせるよう取り組んでいます。
素材の質が良いだけでなく、漁業関係者の持ち味を損なわない努力も香住ガニの旨さの秘訣です。
ベニズワイガニ漁は、９月１日から翌年５月３１日まで行われます。

兵庫県香美町

▼⾹住ガニプラン、 宿泊 ・ 観光などのお問い合わせ先
⾹美町⾹住観光協会 ℡ 0796 ・ 36 ・ 1234
香美町香住観光協会

検索

秋の香美町フェア

「香住ガニプラン」のご案内
案内
内
2020年９月１日〜2021年５月３１日
※実施期間はお宿により異なります

①荒神の宿 三宝
香美町香住区下浜653-5 ℡0796・36・3545
実施期間：9/1〜11/5
料金：11,550円〜
食事のみ：6,160円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニチリ鍋、宝楽焼の基本コース。
カニ刺し、茹でガニの付くフルコースもあり。

②民宿 ふじや
香美町香住区訓谷67 ℡0796・38・0933
実施期間：9/5〜11/5、4/5〜5/31
料金：14,300円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：カニ刺し、陶板焼きガニ、茹でガニ、
天ぷら、鍋、かにみそなど

③いわや
香美町香住区浦上1253-2 ℡0796・37・0508
実施期間：9/1〜11/5
料金：19,000円〜
食事のみ：11,000円〜 ※昼食のみ可
プランの内容：2.5匹のカニプラン

④さつはな
香美町香住区無南垣236-1 ℡0796・38・0787
実施期間：9/5〜11/5
料金：13,200円〜
食事のみ：8,800円〜 ※昼食のみ可
プランの内容：カニ刺し、陶板焼き、茹でガニ、カ
ニみそちり鍋など

⑤応挙前
香美町香住区森656 ℡0796・36・1758
実施期間：9/10〜5/末
料金：16,500円〜
食事のみ：8,800円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニ刺し、茹でガニ、焼きガニ、焼
きミソ、茹でミソ、カニしゃぶなど

⑥かに楽座 甲羅戯
香美町香住区浦上312-1 ℡0796・37・0345
実施期間：9/4〜11/5
料金：23,100円〜
食事のみ：9,900円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：香住ガニ三昧プラン。香住ガニ＆ノ
ドグロプラン

⑦はまなす群れる海辺の宿 源六
香美町香住区訓谷21 ℡0796・38・0902
実施期間：9/6〜11/5
料金：17,600円〜
食事のみ：11,000円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：香住カニスキコース、香住ガニフル
コース（2,200円UP）、その他オプションあり

⑧夕香楼 しょう和
香美町香住区七日市312-1 ℡0796・36・0052
実施期間：9/1〜5/31
料金：20,000円〜
食事のみ：12,500円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニみそ、茹でガニ、カニチリ鍋、
カニ雑炊

⑨いまご荘 櫂の詩
香美町香住区境634 ℡0796・36・0856
実施期間：9/7〜5/末
料金：23,100円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：香住ガニフルコース

⑩かに料理・磯料理 旭屋
香美町香住区浦上1230 ℡0796・37・0452
実施期間：9/18〜5/15
料金：14,000円〜
食事のみ：9,000円〜 ※昼食のみ可
プランの内容：香住ガニフルコース（２匹付）、香
住ガニフルコースに但馬牛チョイス

⑪いさり火と汐の香り なぎさ
香美町香住区訓谷105 ℡0796・38・0335
実施期間：9/1〜11/5
料金：14,300円〜
食事のみ：8,800円〜 ※昼食のみ可
プランの内容：

⑫にしたにや海華
香美町香住区訓谷383-2 ℡0796・38・0565
実施期間：9/5〜11/5
料金：19,800円〜
食事のみ：11,000円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：フルコース（茹で、かにしゃぶ、焼
きガニ、刺し）

⑬お宿 まるや
香美町香住区浦上1189 ℡0796・37・0325
実施期間：9/5〜11/5
料金：15,800円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：香住かにちり鍋、焼きガニ、甲羅み
そ、お造りなど

⑭かにの宿 丸世井
香美町香住区香住31-1 ℡0796・36・0028
実施期間：9/4〜11/5
料金：18,000円〜
食事のみ：9,400円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：タグ付きカニフルコース

⑮香住温泉 網元 やまや
香美町香住区下浜653-10 ℡0796・36・1377
実施期間：9/8〜5/31
料金：11,550円〜
食事のみ：5,500円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニ１人鍋、カニ佂飯、カニ天ぷら、
焼きガニ、茹でガニ１匹など

⑯民宿旅館 三浦屋
香美町香住区矢田945-1 ℡0796・36・1091
実施期間：10/1〜4/15
料金：15,000円〜
食事のみ：10,000円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：かにすき、焼きガニ、刺身（魚）

⑰半兵衛
香美町香住区訓谷89 ℡0796・38・0777
実施期間：9/7〜11/5
料金：13,200円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：

⑱旬の宿 尾崎屋
香美町香住区余部1809-1 ℡0796・34・0064
実施期間：9/1〜10/末、4/1〜5/末
料金：18,600円〜
食事のみ：10,600円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：１人２枚のコース。カニすき、カニ
の陶板焼き、カニ雑炊、カニ天ぷら、茹でガニなど

⑲湯宿 川本屋
香美町香住区下浜653-16 ℡0796・36・0468
実施期間：9/4〜11/5
料金：21,600円〜
食事のみ：13,600円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：

⑳民宿 ひろや
香美町香住区下浜15-1 ℡0796・36・0465
実施期間：9/5〜5/31
料金：13,200円〜
食事のみ：9,900円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニチリ、焼きガニ、カニみそ甲
羅焼き。カニ刺し、茹でガニはオプション

※掲載情報は令和２年８月末現在のものです。
※提供プランはすべて予約が必要です。必ず事前にご予約
をお願いします。
※記載の料金は２名様でご予約された場合の１名様当たり
の料金（税込み）となります。
※別途サービス料、入湯税がかかる場合があります。
※掲載のお宿以外にも香住区内のお宿で香住ガニプランを
提供しています。詳しくは香美町香住観光協会（℡0796
・36・1234）へお問合せください。
※各お宿の新型コロナウイルス感染症の予防対策にご理解
とご協力をお願いします。

㉑ほのぼの民宿 木船
香美町香住区訓谷383-1 ℡0796・38・0416
実施期間：9/5〜5/31
料金：17,600円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：香住ガニフルコース。ペットもお泊
り香住ガニフルコースほか

㉒こころのお宿 庵月
香美町香住区下浜646 ℡0796・39・1515
実施期間：9/7〜11/5
料金：23,100円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：香住ガニフルコース、香住ガニ鍋と
ミニ会席

㉓あさ陽の宿 なべや
香美町香住区下浜871 ℡0796・36・0462
実施期間：9/1〜10/24
料金：17,050円〜
食事のみ：8,800円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：旬のお刺身、香住ガニ茹で、ノドグ
ロ塩焼き、和牛ステーキ他

㉔かにの宿 みやた
香美町香住区訓谷561 ℡0796・38・0908
実施期間：9/7〜11/6
料金：16,500円〜
食事のみ：10,000円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：

㉕さだ助
香美町香住区下浜634 ℡0796・36・0772
実施期間：9/5〜11/5
料金：14,800円〜
食事のみ：8,200円〜 ※昼食のみ可
プランの内容：

㉖紺屋
香美町香住区訓谷273 ℡0796・38・0201
実施期間：9/19〜10/31
料金：17,600円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：鍋料理

㉗日本夕陽百選の温泉宿 三七十館
香美町香住区境906 ℡0796・36・3330
実施期間：9/10〜6/末
料金：16,980円〜
食事のみ：10,480円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：カニすき鍋、カニ刺し、炭火焼きガ
ニ、甲羅焼き、茹でガニなど

㉘癒しの宿 こえもん
香美町香住区浦上1206 ℡0796・37・0356
実施期間：9/5〜5/31
料金：17,000円〜
食事のみ：ご利用いただけません
プランの内容：

㉙香りのお宿 庄屋
香美町香住区香住1396 ℡0796・36・3512
実施期間：9/1〜11/6
料金：18,500円〜
食事のみ：9,500円〜 ※昼食・夕食ともに可
プランの内容：香住ガニ1.5杯、カニ刺し、カニみ
そ、焼きガニ（1/2）、カニちり鍋（１枚）

