
① ＫＡＮ－ＩＣＨＩ ②
食事のみ 5,480 円〜 昼食のみ可能 食事のみ 4,320 円〜 昼食のみ可能

☎0796-39-1147  兵庫県美方郡香美町香住区七日市308

③ ④
1 泊 2食 13,500 円〜 1 泊 2食 19,500 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 9,000 円〜 昼食のみ可能

⑤ ⑥
1 泊 2食 17,400 円〜 1 泊 2食 25,380 円〜

食事のみ 9,400 円〜 昼食・夕食ともに可能 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません

⑦ ⑧
1 泊 2食 15,500 円〜 1 泊 2食 17,500 円〜

食事のみ 9,800 円〜 昼食・夕食ともに可能 食事のみ 9,000 円〜 昼食のみ可能

⑨ 潮風⾹る⺠宿　せきのや ⑩
1 泊 2食 19,440 円〜 1 泊 2食 20,000 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません
【6⽉10日〜8⽉10日】

☎0796-36-3782  兵庫県美方郡香美町香住区矢田59-2

⑪ ⑫
1 泊 2食 17,820 円〜 1 泊 2食 12,420 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 7,560 円〜 昼食・夕食ともに可能

⑬ ⑭
1 泊 2食 19,440 円〜 1 泊 2食 24,000 円〜

食事のみ 8,640 円〜 昼食・夕食ともに可能 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません

⑮ 潮騒の宿　⺠宿つかさ ⑯
1 泊 2食 12,960 円〜 1 泊 2食 21,060 円〜

食事のみ 7,560 円〜 昼食のみ可能 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません

☎0796-36-2055  兵庫県美方郡香美町香住区矢田58-1

⑰ ⑱
1 泊 2食 17,610 円〜 1 泊 2食 16,880 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません写真
提供プラン

シックでモダンな雰囲気のある宿。壁⾯が総檜張りの⽯風呂が⾃慢です。地元産の
厳選素材にこだわった料理も評判です。貸切風呂あり。

いろりのある宿　旭屋

提供プラン
【7⽉12日〜8⽉12日】

語らい、笑い、憩い。居⼼地の良さが⾃慢。囲炉裏食事処など囲炉裏が旭屋の代
名詞。料理のボリュームには定評があります。家族風呂あり。
☎0796-37-0452  兵庫県美方郡香美町香住区浦上1230

⾹住小宿　梅乃家

【7⽉1日〜8⽉31日】

☎0796-36-2941  兵庫県美方郡香美町香住区下浜308-1

☎0796-38-0565  兵庫県美方郡香美町香住区訓谷383-2

ひとつひとつのお部屋を広くとり、開放感と⼼安らぐときを過ごせる宿。 全５室のお部
屋はそれぞれ特⾊があり柴⼭港の素晴らしい景観も。露天風呂あり。

荒神の宿　三宝

☎0796-37-0508

【5⽉27日〜9⽉8日】

忘れていた何かを「ふと」思い起こす。そんな懐かしさと風情を感じていただけるお宿。
星空を⾒ながら日本海を⼀望できる３階展望温泉でゆっくりとおくつろぎ下さい。

【6⽉1日〜8⽉9日】

佐津海岸の目の前、天然温泉とその日水揚げされた新鮮な海の幸をこころゆくまで
満喫していただけるお宿です。
☎0796-38-0927  兵庫県美方郡香美町香住区訓谷114

☎0796-36-3545

提供プラン

提供プラン
【6⽉上旬〜9⽉上旬】

「当たり前を⼼地よく」全５部屋の⼩さな宿の⽣かしてお食事も、お風呂もプライベー
トな空間でゆったりと。お客様に合わせたおもてなしを⼤切に致します。
☎0796-39-1112

提供プラン

おやど　旬⾹

【7⽉1日〜8⽉31日】

波音の宿　くろしお

提供プラン

 兵庫県美方郡香美町香住区下浜653-5

写真

 兵庫県美方郡香美町香住区浦上1253-2

⽯庭と⽊のぬくもりでおもてなし。⺠宿ならではの「飾りのない」、「気取りのない」、でも
「暖かみのある」⼼が通う接客を目指しているお宿。天然温泉。

【6⽉15日〜7⽉31日】

【6⽉29日〜8⽉27日】

気取らず⾃然なおもてなし。⼭と海の間を活かして、香住柴⼭の⾃然、温泉、芸術
そして絶品の料理を⼼ゆくまでお楽しみください。
☎0796-37-0345  兵庫県美方郡香美町香住区浦上312-1

写真

 兵庫県美方郡香美町香住区下浜653-16

【6⽉1日〜9⽉4日】

夕⾹楼　しょう和

提供プラン
【6⽉1日〜8⽉8日】

日本海を⼀望できる好⽴地。パティシエのいるスイーツ店を併設する宿。展望風呂や
貸切風呂でゆっくりと。日帰り食事のみプランも充実。
☎0796-36-0052  兵庫県美方郡香美町香住区七日市312-1

写真

にしともかに市場に併設する海鮮レストラン。水揚げされたばかりの新鮮な魚介を使っ
たさまざまな料理が楽しめます。
☎0796-36-1341  兵庫県美方郡香美町香住区香住1452

写真

三吉・かに楽座 甲羅戯

提供プラン

湯宿　川本屋

提供プラン

⼤きな梁、⾼い天井、囲炉裏など雰囲気抜群の宿。⼗和田⽯や檜浴槽のお風呂、
ヒーリング⾳楽に包まれる露天風呂が⾃慢。料理の質も最⾼です。天然温泉。

☎0796-36-3553  兵庫県美方郡香美町香住区境548

【6⽉上旬〜8⽉上旬】

写真

☎0796-36-0468

提供プラン

 兵庫県美方郡香美町香住区下浜646

【6⽉15日〜8⽉31日】

今子海水浴場の砂浜が目の前に広がる純和風の旅館。日本の夕陽百選にも認定
された香住海岸からの夕陽を眺めながらゆっくりとお過ごしいただけます。

料理⼈である主⼈のこだわりのある食材選びには定評あり。料理の質はもちろん量や
価格もお客様の満足を⼀番に考えている。天然温泉あり。
☎0796-36-0028  兵庫県美方郡香美町香住区香住31-1

写真
提供プラン

2016年にオープン。⼲物屋にルーツを持つロケーション最⾼のオシャレなレストラン。
⾃家製素材にこだわった料理が⼤変好評です。

写真

ファミリーイン今子浦

提供プラン
【7⽉1日〜8⽉20日】

日本夕日百選のお宿にも選定された、全室オーシャンビューで雄⼤な日本海の⼤パ
ノラマが臨めるお宿。レストランでのお食事プランも充実しています。

【6⽉1日〜8⽉末日】

提供プラン

 ２０１９年　夏の風物詩

 「香住の活イカ」プラン 実施店舗一覧

※掲載情報は2019年5⽉現在のものです。漁や仕⼊れにより内容が変わる場合もあります。
※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名様当りの料⾦（税込）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。
※実施期間は施設により異なりますので、ご予約の際にお確かめください。

かに八代　れんが亭

提供プラン

写真

こころのお宿　庵月

提供プラン

写真写真

やすらぎの宿　丸世井

提供プラン
【6⽉1日〜8⽉31日】

【6⽉上旬〜8⽉10日】

今子浦海岸　いまご荘　櫂の詩

☎0796-36-0856  兵庫県美方郡香美町香住区境634

風情にふれ、⼈情にふれる。⼼温まるやすらぎの宿。旬の食材と⾃家製野菜をふんだ
んに使った⾃慢の料理。お風呂は「サイエンス・セラミック」を使⽤。

総平屋づくりの隠れ家的な温泉宿。６室の客室はすべて庭付きで、半露天風呂付
きの部屋も。美味しい料理が個室でいただけます。天然温泉。
☎0796-39-1515

 兵庫県美方郡香美町香住区矢田61-2

写真

癒しの宿　いわや

提供プラン
【6⽉3日〜8⽉末日】

海まで30秒の好⽴地。主⼈⾃らが毎朝せりに⽴ち、目にかなった魚介のみを仕⼊れ
ている。アンティークな⼩物やジャズが流れる趣のある宿は⼥性に⼈気。

写真

にしたにや　海華

提供プラン



 ２０１９年　夏の風物詩

 「香住の活イカ」プラン 実施店舗一覧

※掲載情報は2019年5⽉現在のものです。漁や仕⼊れにより内容が変わる場合もあります。
※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名様当りの料⾦（税込）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。
※実施期間は施設により異なりますので、ご予約の際にお確かめください。

⑲ ⑳
1 泊 2食 14,500 円〜 1 泊 2食 13,500 円〜

食事のみ 8,500 円〜 昼食のみ可能 食事のみ 8,100 円〜 昼食・夕食ともに可能

㉑ ㉒
1 泊 2食 15,900 円〜 1 泊 2食 14,580 円〜

食事のみ 6,805 円〜 昼食・夕食ともに可能 食事のみ 5,400 円〜 昼食・夕食ともに可能

㉓ ㉔
1 泊 2食 15,120 円〜 1 泊 2食 16,740 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 8,640 円〜 昼食のみ可能

㉕ ㉖
1 泊 2食 16,200 円〜 1 泊 2食 17,600 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 6,800 円〜 昼食のみ可能

【6⽉15日〜8⽉末日】

☎0796-38-0935  兵庫県美方郡香美町香住区訓谷61

㉗ ㉘
1 泊 2食 16,200 円〜 1 泊 2食 17,280 円〜

食事のみ 　　 ご利⽤いただけません 食事のみ 　　 ご利⽤いただけません
【7⽉1日〜8⽉31日】

お宿　まる屋

提供プラン
【7⽉6日〜8⽉24日】

冬はカニ料理、夏はイカ料理。⼀年を通じてお食事・ご宿泊ご利⽤いただけます。光
と海と風を感じる海辺の⼩さな宿。2011.11リニューアルオープン。
☎0796-37-0325  兵庫県美方郡香美町香住区浦上1189

ほのぼの⺠宿　⽊船 ⾹住・柴山　かめや

提供プラン 提供プラン

家族経営で⽐較的⼩規模な⺠宿。本当においしいと感動していただける料理と、で
きるだけ畑で作ったいい野菜で、究極の味を求める⺠宿です。

玄関を出たら目の前は海。おだやかな波の⾳の中、ここ柴⼭「かめや」へ。海と⼭と⼈
と手づくりのおもてなし。しずかな、ゆっくりとした時間を味わいに来てください。
☎0796-37-0733  兵庫県美方郡香美町香住区浦上1136

【7⽉中旬〜8⽉中旬】

☎0796-38-0416  兵庫県美方郡香美町香住区訓谷383-1

 兵庫県美方郡香美町香住区香住1396

 兵庫県美方郡香美町香住区下浜15-1

写真 写真

⾹りのお宿　庄屋

提供プラン 提供プラン
【6⽉20日〜8⽉31日】

夕陽百選に選ばれた日本海を⾼台から⼀望できる宿。北新地にも出店するこだわり
の料理も好評です。⾊浴⾐やネイルの貸出し、オーシャンビューの風呂付客室も。

香住の中⼼地に位置する和風モダンな宿。囲炉裏のあるフロントでは宿スタッフとの
楽しい会話も。オシャレな雰囲気の貸切風呂あり。
☎0796-36-3512

日本夕陽百選の温泉宿　三七十館

【5⽉10日〜8⽉31日】

☎0796-36-3330  兵庫県美方郡香美町香住区境906

☎0796-36-0465

写真

なごみの⾹風の宿　さだ助

提供プラン 提供プラン
【6⽉1日〜9⽉4日】

主⼈は仲買⼈。⻑年培った目利きで仕⼊れる魚介の質は確かです。料理で提供さ
れる米や野菜も多くは⾃家製。拘りの食材で⼤変好評な宿。天然温泉。

館主が漁師として⻑年培った経験を⽣かして食材を厳しく吟味しています。鮮度の良
さはもちろんのこと、"確かな食材"の提供には⾃信があります。

☎0796-36-0772  兵庫県美方郡香美町香住区下浜634

⺠宿旅館　ひろや

【7⽉1日〜8⽉20日】

提供プラン

部屋数8室の⼩さなお宿です。 宿としてのモットーは豊かな地元の食材を使ったお料
理でお客様に満足いただくこと。天然温泉。

潮風⾹る内湯の宿　かめや

ちいさなお宿　たきろく あさ陽の宿　なべや

提供プラン 提供プラン
【6⽉15日〜8⽉31日】 【7⽉1日〜8⽉25日】

４部屋のみのちいさなお宿。⼼のこもったおもてなしでお迎えします。香住ならではの
新鮮な魚介、地産の米や野菜を使った料理、デザートも手作りです。

2012年にリニューアルオープンしたきれいなお宿。香住の四季折々の食材を活かした
料理が⾃慢。天然温泉。

☎0796-38-0667  兵庫県美方郡香美町香住区訓谷65-1 ☎0796-36-0462  兵庫県美方郡香美町香住区下浜871


