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産地でしか味わえないシロイカの活き造り
兵庫県北部、日本海に面した香美町の夏の名物、シロイカの活き造り「活イカ」です。

非常にデリケートな生き物「イカ」を生きたまま水揚げ。

町内のお宿、お食事処で６月から８月末頃まで味わうことができます。
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㉜ペットと旅行に行きたくなる宿 香住 臨海荘
　住所：香美町香住区境 661-1　電話：0796・36・0761

　▼提供プラン（7/ 中旬～ 8/ 中旬）

　　１泊２食　他のプランに別注（1匹 4,000 円～）

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉝日本夕陽百選の宿　夕凪の丘
　住所：香美町香住区境 548　電話：0796・36・3553

　▼提供プラン（7/15 ～ 8/30）　 ＃8/7 ～ 17 は除く

　　１泊２食　17,000 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉞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（7/1 ～ 8/20）

　　１泊２食　19,500 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

+0.3 ㎝+0.3 ㎝ +4.8 ㎝ +4.8 ㎝

㉔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（7/16 ～ 9/4)

　　１泊２食　20,800 円～　

　　食事のみ　11,300 円～　※昼食のみ可

⑲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（6/1 ～ 8/5）

　　１泊２食　20,000 円～

　　食事のみ　 9,000 円～　※昼食、夕食ともに可

⑱香住かにの宿　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（6/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　16,500 円～

　　食事のみ　11,000 円～　※昼食、夕食ともに可

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

　▼提供プラン（7/1 ～ 8/10）

　　食事のみ　4,400 円～　※昼食のみ可

　　提供時間：11:00 ～ 14:00　　定休日：不定休

①三七十鮨
　住所：香美町香住区香住 1772　電話：0796・36・1262

　▼提供プラン（5/9 ～ 8/30）

　　食事のみ　2,800 円～　※昼食、夕食ともに可

　　提供時間：10:30 ～ 22:00　　定休日：火曜日

③KAN-ICHI
　住所：香美町香住区七日市 308　電話：0796・39・1147

　▼提供プラン（6/ 中旬～ 8/ 上旬）

　　食事のみ　6,480 円～　※昼食のみ可

　　提供時間：11:00 ～ 14:30（Lo14:00）　定休日：水曜日

⑨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（7/1 ～ 8/31)

　　１泊２食　15,400 円～

　　食事のみ　10,000 円～　※昼食、夕食ともに可

⑧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（6/25 ～ 8/31）

　　１泊２食　19,800 円～

　　食事のみ　12,000 円～　※昼食、夕食ともに可

㉕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（7/1 ～ 8/22）

　　１泊２食　14,850 円～

　　食事のみ　 9,350 円～　※昼食、夕食ともに可

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（7/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　18,150 円～

　　食事のみ　 9,350 円～　※昼食、夕食ともに可

⑬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（7/1 ～ 8/28）

　　１泊２食　17,950 円～

　　食事のみ　 6,900 円～ ﾐﾆ活ｲｶ3,850 円～ ※昼食、夕食ともに可 

⑦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（6/1 ～ 9/5）

　　１泊２食　15,400 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉛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（6/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　19,800 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑰香りのお宿　庄屋
　住所：香美町香住区香住 1396　電話：0796・36・3512

　▼提供プラン（6/21 ～ 8/31）

　　１泊２食　16,000 円～

　　食事のみ　 8,500 円～　※昼食のみ可

㉒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（7/1 ～ 8/31)   ＃お盆は除く

　　１泊２食　22,000 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑯かに楽座　甲羅戯
　住所：香美町香住区浦上 312-1　電話：0796・37・0345

　▼提供プラン（6/ 中旬～ 8/31）

　　１泊２食　26,950 円～　

　　食事のみ　13,750 円～　※昼食、夕食ともに可

⑪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（6/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　18,000 円～　

　　食事のみ　 9,900 円～　※昼食、夕食ともに可

㉑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（6/ 初旬～ 8/31）

　　１泊２食　全プランに別注（１皿１匹 4,000 円～）

　　食事のみ　同上　※昼食、夕食ともに可 <電話予約のみ >

⑮香住　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（7/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　31,000 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑩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（7/17 ～ 8/12）

　　１泊２食　20,350 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑭かに料理・磯料理　旭屋
　住所：香美町香住区浦上 1230　電話：0796・37・0452

　▼提供プラン（7/18 ～ 8/23）

　　１泊２食　14,200 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑳汐騒の宿　民宿つかさ
　住所：香美町香住区矢田 58-1　電話：0796・36・2055

　▼提供プラン（6/1 ～ 8/10）

　　１泊２食　13,750 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑫癒しの宿　こえもん
　住所：香美町香住区浦上 1206　電話：0796・37・0356

　▼提供プラン（7/ 中旬～ 8/10）

　　１泊２食　18,000 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

⑥いさり火と汐の香りの宿　民宿 なぎさ
　住所：香美町香住区訓谷 105　電話：0796・38・0335

　▼提供プラン（7/10 ～ 8/20）

　　１泊２食　他のプランに別注 (1 匹 4,000 円～ )

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉙こころのお宿　庵月
　住所：香美町香住区下浜 646　電話：0796・39・1515

　▼提供プラン（6/12 ～ 8/29）

　　１泊２食　22,000 円～

　　食事のみ　11,000 円～　※昼食、夕食ともに可

⑤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（7/1 ～ 8/10）

　　１泊２食　他のプランに別注（1匹 4,400 円～）

　　食事のみ　ご利用いただけません

④味でいやす、田舎の宿　半兵衛
　住所：香美町香住区訓谷 89　電話：0796・38・0777

　▼提供プラン（7/15 ～ 8/7）

　　１泊２食　14,500 円～

　　食事のみ　10,000 円～　※昼食、夕食ともに可

㉖香住小宿　梅乃家
　住所：香美町香住区下浜 308-1　電話：0796・36・2941

　▼提供プラン（7/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　16,760 円～　

　　食事のみ　ご利用いただけません

㉚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（7/1 ～ 8/31）

　　１泊２食　18,250 円～　

　　食事のみ　 9,680 円～　※昼食、夕食ともに可

㉘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（5/22 ～ 9/5)　 ＃8/7 ～ 15 は除く

　　１泊２食　14,300 円～

　　食事のみ　 8,250 円～　※昼食、夕食ともに可

㉗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（6/1 ～ 9/3）

　　１泊２食　19,400 円～

　　食事のみ　ご利用いただけません

実施店舗のGoogle Map はこちら

※掲載情報は 2021 年 6 月現在のものです。

※漁や仕入れにより内容が変わったり、提供できない場合

　があります。

※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。

香住の活イカ料理
7.1 ～ 8.312021.

※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）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。

※実施期間は店舗により異なりますので、あらかじめご了

　承ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底しておりますが、

　お客様におかれましても、マスク着用などご理解とご協

　力をお願いいたします。

アクセス

J R　大阪・神戸・姫路→ 特急はまかぜ →香住駅下車
　　 大阪・尼崎→ 特急こうのとり →豊岡・城崎温泉→
           ( 乗換 ) 普通列車→佐津・柴山・香住・餘部駅下車

ﾏｲｶｰ  舞鶴道 / 播但道→北近畿豊岡道 但馬空港 IC 下車 30 分

お食事処

お食事処

お食事処
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