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「⾹住ガニ」や「但⾺⽜」、「天然あゆ」や「美⽅⼤納⾔⼩⾖」など⾹美町ならではの⾷材を使った町内の１３店舗の
オリジナルメニューをご紹介します。
また、第６６回⽇本観光ポスターコンクールで総務⼤⾂賞を受賞した「⾹美町観光ポスター『ストーリーのあるまち
⾹美町』」もご紹介します。
⾹美町の美味しい料理と美しい景⾊をご堪能ください。

▲余部橋梁下に広がる黒瓦の町並み

▲日本の夕陽百選「香住海岸の夕陽」

▲今子浦海岸「かえる島」

▲東垣の田園風景

▲日本の棚田百選「うへ山棚田」

▲たじま高原植物園「和池の大カツラ」

▲鎧漁港

村岡区⻑瀬 933-1 ☎0796-95-1369
営業時間 9:00 〜 18:00 定休⽇ ⽕

▲矢田川定食
⽮⽥川の天然アユを⼿軽に⾷べることができます。
天然アユの味を楽しんでください。
料⾦ 1,580 円（税込） 期間 通年

▲川ガニ釜めし定食
⽮⽥川の天然の川ガニを釜飯で⾷べることができま
す。天然の川ガニの味を楽しんでください。
料⾦ 1,480 円（税込） 期間 11/1 〜 3/ 末

②道の駅「あゆの里矢田川」
⾹住区余部 1723-4 ☎0796-20-3617
営業時間 9:00 〜 18:00 定休⽇ 無

▲香住ガニバーガー
特製ごまバンズにカニクリームコロッケと⾹住ガニの⾝と
フレッシュ野菜をはさみタルタルソースで仕上げました。
料⾦ 610 円（税込） 期間 通年

▲余部鉄橋御膳
⾹住ガニを使ったちらし寿司とお吸い物、イカと野菜の
天ぷらに⼩鉢と⾹の物を添えた当店⾃慢のメニュー。
料⾦ 1,600 円（税込） 期間 通年

①道の駅「あまるべ」
⼩代区神⽔ 739-1 ☎0796-80-1609
営業時間 10:00 〜 15:00 定休⽇ ⽉・⽕

▲但馬玄のステーキランチ
最⾼品質の但⾺⽜をリーズナブルにお召し上がりい
ただけます。
料⾦ 3,980 円（税別） 期間 10/1 〜 3/ 末

▲特製ワンプレートランチ
⼈気の但⾺⽞⽜すじコロッケなど、いろいろな⾷材
を⼀⽫に詰め込んだ満⾜プレートランチ。
料⾦ 1,228 円（税別） 期間 10/1 〜 3/ 末

③山の駅 SHAKUNAGE



▲香住ガニのクリームパスタ
⾹住ガニをたっぷり使い、特製ソースと⽣パスタが
からみ合う最⾼の⼀品。
料⾦ 1,500 円（税込） 期間 10/4 〜 3/31

▲香住ガニの豆乳ミニ鍋プレート
⾹住ガニと⾖乳のコラボレーション。シメはチーズ
を⼊れてリゾット⾵に。
料⾦ 2,500 円（税込） 期間 10/4 〜 3/31

⑤Grill kitchen TEEDA
⾹住区七⽇市 343-1 ☎0796-20-7440
営業時間 11:00 〜 14:00、18:00 〜 22:30 定休⽇ ⽊

▲ゆずジンジャー酢カッシュ
ふわっと広がるゆずの⾹りとほのかな⽣姜の⾟味
が特徴の「炭酸飲料（お酢のドリンク）」。
料⾦ 356 円（税込） 期間 10/1 〜 3/31

▲ぎゅう鶏みそラーメン
地元産のみそを使い、但⾺⽜の⽜脂と⽩ネギ、⽣姜、
ニンニクを炒め、旨みとコクをプラスしたラーメン。
料⾦ 560 円（税込） 期間 10/1 〜 3/31

⑩トキワへるし～かふぇ さとの風
⾹住区三⾕ 735 ☎0796-36-4008
営業時間 9:00 〜 16:00 定休⽇ 無

▲マルヤ丼
⾹住ガニの丸姿を⼀杯使⽤した丼ぶり。新鮮な⾹住ガニのみ
そ、カニ⾝が味わえます。⽶はカニのほほえみ⽶を使⽤。
料⾦ 2,500 円（税別） 期間 10/1 〜 5/ 末

▲ノドグロの釜飯
⾹住漁港で⽔揚げされたノドグロを軽く炙り、特製
だしで炊き込んだ釜飯。
料⾦ 1,000 円（税別） 期間 10/1 〜 5/ 末

⑧カニ工房 まるや
⾹住区⾹住 1809 ☎0796-20-9890
営業時間 9:00 〜 17:00 定休⽇ ⽔

▲オリジナルカニクラムチャウダー
⾹住ガニを使った⾃家製クラムチャウダー。
茹でガニ１枚と⾃家製ケーキ付。※要予約
料⾦ 8,500 円（税込） 期間 11/7 〜 4/30

▲カニフルコース
松葉ガニのフルコース（鍋、焼き、茹で）を個室でゆっ
くりと。⾃家製ケーキ付。※要予約 ※写真は２⼈前
料⾦ 12,500 円（税込） 期間 11/7 〜 4/30

④夕香楼しょう和
⾹住区七⽇市 312-1 ☎0796-36-0052
営業時間 11:30 〜 14:30 定休⽇ 無

村岡区和池 709 ☎0796-96-1187
営業時間 11:00 〜 15:00 定休⽇ 無

▲但馬牛すき皿セット
但⾺⽜の旨みを引き出したすき焼き⾵ランチ。
料⾦ 1,380 円（税別） 期間 9/1 〜 3/ 末

▲美方大納言クレープ～季節のソースで～
⽶粉を使い、美⽅⼤納⾔⼩⾖がたっぷりと⼊った
オリジナルクレープ。千年⽔コーヒー付。
料⾦ 1,200 円（税別） 期間 9/1 〜 3/ 末

⑫たじま高原植物園 レストラン

▲かにかにジェラート
但⾺の美しい⾃然の中で育ったジャージーミルク 100％
のミルクジェラートに麹の⿂醤「⾹住ガニ」を使⽤。
料⾦ 400 円（税別） 期間 通年

▲しょゆとクリーム
ソフトクリームに麹の⿂醤「⾹住ガニ」を使⽤。⿂
醤の塩味と⽢味で塩キャラメルのような美味しさ。
料⾦ 380 円（税別） 期間 通年

⑨但馬漁業協同組合 遊魚館
⾹住区若松 747 ☎0796-36-4545
営業時間 8:30 〜 15:00 定休⽇ ⽕（1/4 〜 11/5）

▲かにみそ坦々麺
ラー油と芝⿇みその⾵味を効かせたスープに⾹住
ガニの⾝とみそを合わせた坦々麺。
料⾦ 1,200 円（税別） 期間 9/1 〜 5/31

▲かにみそまん
当店オリジナルの⽪と⾹住ガニの⾝とみそを具に
したまんじゅう。
料⾦ 600 円（税別） 期間 9/1 〜 5/31

⑥中華 白龍
⾹住区⾹住 1456-1 ☎0796-36-2967
営業時間 11:00 〜 14:00、17:00 〜 20:00 定休⽇ 第 1・3 ⽔

▲香住ガニ御膳
⾹住ガニを茹で姿、天ぷら、丼ぶりにと盛り込ん
だ御膳。
料⾦ 3,500 円（税別） 期間 9/10 〜 5/ 末

▲松葉ガニ×松葉ガニ (Ｗ鍋）
昆布だしとカニスキだしの 2 種類のダシを⽤意。
カニスキとしゃぶしゃぶが同時に楽しめる。
料⾦ 10,000 円（税別） 期間 11/10 〜 3/10

⑦かに八代 れんが亭
⾹住区⾹住 1452 ☎0796-36-1341
営業時間 11:00 〜 14:00 定休⽇ 不定休

「ストーリーのあるまち ⾹美町」をコンセプトに、地域を象徴する⾵景と

そこにまつわる情感豊かな設計で⾹美町の魅⼒を表現した観光ポスターが、

第 66 回⽇本観光ポスターコンクールで総務⼤⾂賞を受賞しました。

エッセイは、旅エッセイに定評のある直⽊賞作家 ⾓⽥光代さんに書いていただきました。

ぜひ、ロケ地を訪れ、⾹美町の魅⼒に触れていただければと願います。

日本の夕陽百選「香住海岸の夕陽」

たじま高原植物園「和池の大カツラ」

「鎧漁港」

「東垣の田園風景」

日本の棚田百選「うへ山棚田」

「余部橋梁下に広がる黒瓦の町並み」

今子浦海岸「かえる島」

第66回日本観光ポスターコンクール総務大臣賞受賞

「ストーリーのあるまち 香美町」村岡区柤岡 632 ☎080-3206-5033
営業時間 11:30 〜 15:00
定休⽇ ⽔・⽊・⾦（12/ 中〜 3/ 中は冬季休業）

▲小代鹿と季節野菜のボロネーゼ PIZZA
ヘルシーな⿅⾁を使った⾃家製ミートソースと⾃家有
機菜園の季節野菜を乗せた⼭の恵みのジビエ PIZZA
料⾦ 1,890 円（税別） 期間 10/19 〜 3/31（冬季休業有）

⑪JINENAN - 山村の石窯ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ-
村岡区福岡 608-1 ☎0796-96-1600
営業時間 9:30 〜 17:00 定休⽇ 無

▲たじまの牛丼（うしどん）
但⾺⽜を使った当駅オリジナルのうし丼。
料⾦ 750 円（税込） 期間 通年

⑬道の駅「ハチ北」


