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⑩なごみの香風の宿　さだ助⑩なごみの香風の宿　さだ助
　住所：香美町香住区下浜 634　電話：0796・36・0772

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　17,300 円～　

　　食事のみ　10,100 円～　※昼食のみ可

⑱さつはな⑱さつはな
　住所：香美町香住区無南垣 236-1　電話：0796・38・0787

　▼提供プラン（11/8 ～ 3/21）

　　１泊２食　29,700 円～　

　　食事のみ　23,100 円～　※昼食のみ可

㉗民宿　ふじや㉗民宿　ふじや
　住所：香美町香住区訓谷 67　電話：0796・38・0933

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/27）

　　１泊２食　19,800 円～　

　　食事のみ　13,200 円～　※昼食のみ可

㉘まるみや荘㉘まるみや荘
　住所：香美町香住区安木 1506　電話：0796・38・0107

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/20）

　　１泊２食　19,940 円～　

　　食事のみ　14,300 円～　※昼食、夕食ともに可

㉙民宿　みはら㉙民宿　みはら
　住所：香美町香住区訓谷 268-4　電話：0796・38・0314

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/20）

　　１泊２食　17,600 円～　

　　食事のみ　13,700 円～　※昼食のみ可

㉚貝殻荘㉚貝殻荘
　住所：香美町香住区訓谷 110-2　電話：0796・38・0412

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/ 末）

　　１泊２食　16,500 円～　

　　食事のみ　12,500 円～　※昼食、夕食ともに可

㉝民宿　紺屋㉝民宿　紺屋
　住所：香美町香住区訓谷 273　電話：0796・38・0201

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/21）

　　１泊２食　22,000 円～　

　　食事のみ　13,000 円～　※昼食のみ可

⑩旬の宿　尾崎屋⑩旬の宿　尾崎屋
　住所：香美町香住区余部 1809-1　電話：0796・34・0064

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/22）

　　１泊２食　28,600 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉟かや荘㉟かや荘
　住所：香美町香住区七日市 102　電話：0796・36・1482

　▼提供プラン（11/ 上旬～ 3/ 末）

　　１泊２食　28,600 円～　

　　食事のみ　18,700 円～　※昼食、夕食ともに可

㉖松島屋㉖松島屋
　住所：香美町香住区下浜 839　電話：0796・36・0290

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/20）

　　１泊２食　18,700 円～　

　　食事のみ　12,100 円～　※昼食、夕食ともに可

㉔応挙前㉔応挙前
　住所：香美町香住区森 656　電話：0796・36・1758

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　１泊２食　25,300 円～　

　　食事のみ　14,300 円～　※昼食、夕食ともに可

⑧夕香楼　しょう和⑧夕香楼　しょう和
　住所：香美町香住区七日市 312-1　電話：0796・36・0052

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　１泊２食　55,000 円～

　　食事のみ　30,000 円～　※昼食、夕食ともに可

⑨かにの宿　丸世井⑨かにの宿　丸世井
　住所：香美町香住区香住 31-1　電話：0796・36・0028

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　22,000 円～

　　食事のみ　13,000 円～　※昼食、夕食ともに可

③三七十鮨③三七十鮨
　住所：香美町香住区香住 1772　電話：0796・36・1262

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　食事のみ　9,870 円～　※昼食、夕食ともに可、予約不要

　　提供時間：10:30 ～ 22:00

　　定休日：火曜日

④カニ工房　まるや④カニ工房　まるや
　住所：香美町香住区香住 1809-1　電話：0796・20・9890

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　食事のみ　5,500 円～　※昼食のみ可、予約不要

　　提供時間：10:30 ～ 15:30（Lo）

　　定休日：水曜日

⑤旬彩 dining 膳⑤旬彩 dining 膳
　住所：香美町香住区香住 802-6　電話：0796・36・4387

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/ 末）

　　食事のみ　5,000 円～　※昼食、夕食ともに可、予約不要

　　提供時間：11:30 ～ 14:00（Lo13:30）、18:00 ～ 24:00（Lo23:30）

　　定休日：日曜日（ランチは日曜日、月曜日）

②かに八代　れんが亭②かに八代　れんが亭
　住所：香美町香住区香住 1452　電話：0796・36・1341（代）

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/10）

　　食事のみ　6,600 円～　※昼食のみ可、予約不要

　　提供時間：11:00 ～ 14:00

　　定休日：不定休

①ＫＡＮ－ＩＣＨＩ①ＫＡＮ－ＩＣＨＩ
　住所：香美町香住区七日市 308　電話：0796・39・1147

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　食事のみ　9,000 円～　※昼食、夕食ともに可

　　提供時間：11:00 ～ 14:30（Lo14:00）

　　定休日：水曜日

⑲ちいさなお宿　たきろく⑲ちいさなお宿　たきろく
　住所：香美町香住区訓谷 65-1　電話：0796・38・0667

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/27）

　　１泊２食　20,900 円～

　　食事のみ　14,300 円～　※昼食のみ可

⑫潮風香る内湯の宿　かめや⑫潮風香る内湯の宿　かめや
　住所：香美町香住区訓谷 61　電話：0796・38・0935

　▼提供プラン（11/10 ～ 3/31）

　　１泊２食　22,200 円～

　　食事のみ　13,200 円～　※昼食のみ可

㉑ほのぼの民宿　木船㉑ほのぼの民宿　木船
　住所：香美町香住区訓谷 383-1　電話：0796・38・0416

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/23）

　　１泊２食　21,450 円～

　　食事のみ　18,700 円～　※昼食、夕食ともに可

㉒民宿旅館　ひろや㉒民宿旅館　ひろや
　住所：香美町香住区下浜 15-1　電話：0796・36・0465

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/21）

　　１泊２食　27,500 円～

　　食事のみ　20,900 円～　※昼食、夕食ともに可

㉓あさ陽の宿　なべや㉓あさ陽の宿　なべや
　住所：香美町香住区下浜 871　電話：0796・36・0462

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/20）

　　１泊２食　25,920 円～

　　食事のみ　13,200 円～　※昼食、夕食ともに可

⑪お宿　まる屋⑪お宿　まる屋
　住所：香美町香住区浦上 1189　電話：0796・37・0325

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/ 末）

　　１泊２食　24,600 円～

　　食事のみ　15,100 円　※昼食のみ可

㉕民宿　美味し宿かどや㉕民宿　美味し宿かどや
　住所：香美町香住区訓谷 319　電話：0796・38・0113

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　20,350 円～

　　食事のみ　12,800 円～　※昼食のみ可

㉞いまご荘　櫂の詩㉞いまご荘　櫂の詩
　住所：香美町香住区境 634　電話：0796・36・0856

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/ 末）

　　１泊２食　23,100 円～

　　食事のみ　14,300 円～　※昼食のみ可

⑯潮風香る民宿　せきのや⑯潮風香る民宿　せきのや
　住所：香美町香住区矢田 59-2　電話：0796・36・3782

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　18,700 円～　

　　食事のみ　13,200 円～　※昼食のみ可

⑭波音の宿　くろしお⑭波音の宿　くろしお
　住所：香美町香住区訓谷 114　電話：0796・38・0927

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　26,400 円～　

　　食事のみ　10,450 円～　※昼食、夕食ともに可

㊲おやど　旬香㊲おやど　旬香
　住所：香美町香住区矢田 61-2　電話：0796・39・1112

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/ 末）

　　１泊２食　27,500 円～

　　食事のみ　16,000 円～　※昼食、夕食ともに可

⑮民宿　一（かず）⑮民宿　一（かず）
　住所：香美町香住区訓谷 153-85　電話：0796・20・5959

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　１泊２食　18,500 円～

　　食事のみ　12,000 円～　※昼食のみ可

㊳いわや㊳いわや
　住所：香美町香住区浦上 1253-2　電話：0796・37・0508

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　43,000 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑰にしたにや　海華⑰にしたにや　海華
　住所：香美町香住区訓谷 383-2　電話：0796・38・0565

　▼提供プラン（11/6 ～ 4/4）

　　１泊２食　23,100 円～　

　　食事のみ　12,650 円～　※昼食のみ可

㊱やすぎや㊱やすぎや
　住所：香美町香住区安木 215-1　電話：0796・38・0087

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/30）

　　１泊２食　25,000 円～

　　食事のみ　14,000 円～　※昼食のみ可

㉛はまなす群れる海辺の宿　源六㉛はまなす群れる海辺の宿　源六
　住所：香美町香住区訓谷 21　電話：0796・38・0902

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　19,800 円～

　　食事のみ　13,200 円～　※昼食、夕食ともに可

㉜半兵衛㉜半兵衛
　住所：香美町香住区訓谷 89　電話：0796・38・0777

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　１泊２食　19,700 円～

　　食事のみ　13,000 円～　※昼食のみ可

⑥日本夕陽百選の温泉宿　三七十館⑥日本夕陽百選の温泉宿　三七十館
　住所：香美町香住区境 906　電話：0796・36・3330

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　39,420 円～　

　　食事のみ　32,420 円～　※昼食、夕食ともに可

⑦荒神の宿　三宝⑦荒神の宿　三宝
　住所：香美町香住区下浜 653-5　電話：0796・36・3545

　▼提供プラン（11/6 ～ 3/31）

　　１泊２食　18,700 円～

　　食事のみ　12,100 円～　※昼食、夕食ともに可

⑳湯宿　川本屋⑳湯宿　川本屋
　住所：香美町香住区下浜 653-16　電話：0796・36・0468

　▼提供プラン（11/7 ～ 3/31）

　　１泊２食　21,000 円～

　　食事のみ　13,000 円～　※昼食、夕食ともに可

※記載の料金は平日２名様でご予約された場合の１名様当たり

　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。

※掲載以外に松葉ガニプランを提供している店舗もあります。

　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。
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