
 
 

いよいよカニの季節がやってきました！ 

「かにカニ日帰りエクスプレス」発売開始！！ 
平成２５年１０月４日 
西日本旅客鉄道株式会社 
福 知 山 支 社 

  
ＪＲ西日本福知山支社では、お気軽に“カニ料理”をお楽しみいただける日帰りプラン「かにカニ日帰りエ

クスプレス」（「往復の乗車券・特急券」と「カニ料理」がセット）を 10月 7日より発売いたします。 

今年の「かにカニ」は昨年以上に魅力が満載。新たに仲間入りした 4 施設を加えた充実のラインアップ。と

くに11月のご利用なら500円分のキヨスククーポンや現地での特典（平日利用）などおトクな情報がいっぱい。

さらに今年は夕方からの忘年会や懇親会に便利な夕食プランを新たにご提案！ 

おいしいカニ料理を楽しむ、のんびり・快適な列車の旅に是非お出かけください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 設定期間 ： 平成２５年１１月７日（木）～平成２６年３月２１日（金） 
＊ただし平成 25年 12月 28日（土）～平成 26年 1月 5日（日）は除く。 

            また施設によりご利用いただけない日があります。 

※夕食（ナイトプラン）については別紙をご覧ください 

○ 発売期間 ： 平成２５年１０月７日（月）～平成２６年３月１８日（火） 
＊ご利用の 1ヵ月前の 10時から 3日前まで発売。2名様以上でお申し込みください。 

ご利用は同一列車に限ります。こどものみのご利用はできません。 
※夕食（ナイトプラン）については別紙をご覧ください 

○ 新規施設も加え、充実のラインアップ！ 
香住エリアの 2施設、佐津エリアの 1施設、柴山エリアの 1施設を新たに加え、城崎温泉、香住・余部、竹野、

佐津、柴山、浜坂、夕日ヶ浦温泉の 7エリアで、昼食：35施設 47コース、夕食：5施設 8コースの合計：35施設

55コースを取り揃えました。 

昼食プランは 3種類、夕食プランは 2種類のプランから、お客様のご希望にあわせてお選び頂けます。 

一部のコースでは、お子様も満足の「こどもメニュー」をご用意。ご家族おそろいで楽しい旅を！ 

・昼食プラン 

プラン①「極み」プラン  … 個室でゆったり、料理はハイグレード！ 

プラン②「くつろぎ」プラン… カニ料理をちょっぴりグレードアップ、全施設個室でゆったり！ 

プラン③「和み」プラン  … お手ごろな価格で、カニ料理をご賞味！ 

※ 普通車指定席利用のおねだんにプラス1,500円（篠山口発は2,000円）で往復グリーン車へグレードアップ！

ちょっと贅沢に快適なご旅行を！（一部設定のない列車もございます。） 

・夕食プラン 

プラン①「くつろぎ」プラン… カニ料理をちょっぴりグレードアップ、全施設個室でゆったり！ 

プラン②「和み」プラン  … お手ごろな価格で、カニ料理をご賞味！ 

夕食プランとは･･･ 

●城崎の温泉街散策や外湯巡り等昼間たっぷり観光していただいた後にカニ料理をお楽しみ頂けます。 

●忘年会や新年会、ちょっと早めの夕食など、みんなでワイワイしたい時間帯のプランです。 

●イブニングプラン（15時食事開始）、ナイトプラン（17時食事開始）からお選び頂けます。 

○ 11月中のご利用がだんぜんおトクです。 
・「キヨスク」などで使用できる 500円分商品引換券プレゼント！ 
・地元ならではのおトクな特典をご用意！【平日限定】 

城崎温泉地区（全ての施設）オリジナルエコバッグ、柴山地区（全ての施設）地物一夜干しエテカレイ 
香住・余部、竹野、佐津、夕日ヶ浦温泉（一部の施設）：特典は施設によって異なります 

○ 臨時列車の運転及び佐津駅臨時停車を行います。 
・臨時特急「かにカニはまかぜ号」を大阪～浜坂間で運転いたします。 

○ かにカニ専用ダイヤルからの電話予約が大変便利、自宅に居ながらご相談・ご予約頂けます。 

～商品内容、おねだん、臨時列車など、詳しくは別紙をご覧ください～ 

４施設が 

仲間入り 

夕食プランも 

新登場 
１１月早得 
キャンペーン 



 

「かにカニ日帰りエクスプレス」 

１．設定期間    平成２５年１１月７日（木）～平成２６年３月２１日（金） 

  ＊ただし、平成２５年１２月２８日（土）～平成２６年１月５日（日）の設定はありません。 

  ＊上記以外に、施設によってご利用できない日があります。 

 

 

 

 

 

２．発売期間    平成２５年１０月７日（月）～平成２６年３月１８日（火） 

  ＊ご利用の１ヵ月前の１０時から３日前まで（駅での取扱いは、各駅の窓口営業時間内です。） 

 

 

 

 

３．商品内容 

・往復の乗車券・特急券（グリーン席、指定席、自由席）とカニ料理お食事券とセットで発売いたしま

す。 ※ナイトプランは、復路普通列車利用となります。 

・グループ・ご家族様で２名様からご利用いただけます。 

・カニ料理だけでなく、お土産、温泉入浴等、各施設により工夫したお楽しみをご用意しております。 

・食事施設が満席になり次第、発売を終了します。 

・途中下車はできません。ただし、プランにより途中下車の指定がある場合は、指定する駅で途中下車

ができます。 

【今回のかにカニ日帰りエクスプレスのポイント】 

○ 11月中（11月 7日～30日）ご利用のお客様限定特典について 

    ・全エリアを対象に、当日利用できるキヨスク500円分商品引換券をプレゼントいたします。 
    ・地元ならではのおトクな特典（平日限定）をご用意いたします。 
     城崎温泉エリア（すべての施設）… オリジナルエコバッグ 

柴 山 エ リ ア （すべての施設）… 地物一夜干しエテカレイ 
香 住 エ リ ア （ 一 部 の 施 設 ） … 夕香楼しょう和（カフェ「プラージュ」にて、ちょっ

ぴりプレゼント）、旬の宿 尾崎屋（余部鉄橋ポストカー

ド）、よしはる荘（干物の詰め合わせ）、うえ庄（海苔の

佃煮）、ひろや（食前酒） 
竹 野 エ リ ア（ 一 部 の 施 設 ）… 後藤旅館（兵庫県産コシヒカリ）、よどや（海苔の佃煮）、

休暇村 竹野海岸（カニの身入り海苔の佃煮） 
佐 津 エ リ ア（ 一 部 の 施 設 ）… 民宿 なぎさ（イカの麹漬け１品付き）、民宿 みはら（カ

ニスティック1/2本） 
夕日ケ浦温泉エリア（ 一 部 の 施 設 ）… 静花扇（あわびの踊り焼１品サービス） 

○ 新規施設が４つ 

・香住エリアで２施設（民宿 応挙
おうきょ

前
まえ

、かに八代
はちだい

 れんが亭） 

・佐津エリアで１施設（民宿 みはら） 

・柴山エリアで１施設（みゆき荘） 

○ 夕食プランの設定 
城崎温泉エリアに限定して、夕食の時間帯（１５時又は１７時開始）に設定するプランになります。 

  イブニングプラン（１５時から食事開始）とナイトプラン（１７時から食事開始）の２種類からお

選び頂けます。 

・イブニングプラン（１５時から食事開始）ご利用施設：しのゝめ荘 

  ・ナイトプラン（１７時から食事開始）ご利用施設：三國屋・つばきの旅館・小林屋・つちや旅館 

  ＊食事前に、温泉（施設により、内湯又は外湯）を利用することができ、街の散策や外湯めぐりに

邪魔になる手荷物は施設に預けることができます。 

ナイトプラン設定期間 平成２５年１１月７日（木）～平成２６年３月２０日（木）（２１日帰着まで） 

  ＊ただし、平成２５年１２月２７日（金）～平成２６年１月５日（日）の設定はありません。 
＊上記以外に、施設によってご利用できない日があります。 

ナイトプラン発売期間 平成２５年１０月７日（月）～平成２６年３月１７日（月） 

＊ご利用の１ヵ月前の１０時から３日前まで（駅での取扱いは、各駅の窓口営業時間内です。） 



 

○ こどもメニューの設定 

・ファミリーのお客様用に「こどもメニュー」を29施設で設定いたしました。 
○ 個室でゆったり 

・「極み」「くつろぎ」プランは、全ての施設で個室をご利用いただけます。ゆったりカニ料理をお

楽しみください。 
 
 

４．発売箇所  JR西日本福知山支社エリア内の主な駅のみどりの窓口 

広野、相野、篠山口、谷川、柏原、野里、香呂、溝口、福崎、寺前、福知山、和田山、八鹿、江原、 
豊岡、城崎温泉、香住、浜坂、綾部、西舞鶴、東舞鶴 

 
 
 
 
 
５．かにカニ専用ダイヤルからの予約サービス 

・上記発売箇所に加え、ご自宅などからお気軽に電話でお申し込みいただける「かにカニ専用ダイヤル」

を設置いたします。 

・お電話でのお申し込み（１０月７日（月）から受付開始予定） 

＊ 受付電話番号：００８８－２４－８３８３【通話料無料】  ０７８－３８２－８６４２【通話料有料】 
＊ 受 付 時 間：８：００～２１：００ 
＊ お申し込み期間：ご利用日の１ヵ月前の１０：００から３日前の２１：００まで 
＊ お申し込みの手続きが完了した時点でクレジットカードでのご購入となります。 
＊ お電話でのお申し込みは、ご本人様名義のクレジットカードでのお支払いのみとなります。 
＊ 利用日当日までお受け取りいただけます。（窓口が混雑している場合がございますので、余裕を持

ってお越しください。） 
 
 
 
 
 

６．施設・おねだん 

・おとなの平日のおねだんです。 
（本資料には、おとなの料金のみ記載しております。こども料金など詳しくは、パンフレットでご確認ください。） 
○「極み」プラン 

  （施設一覧） 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 西村屋ホテル招月庭、ホテル金波楼 

（指定席プラン）                                       おとなお一人様（単位：円） 
プラン 綾部発 篠山口発 柏原発 福知山発 福崎発 

極み １４，９００ １５，８００ １５，１００ １４，５００ １５，０００ 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増し（篠山口・福崎発は1,500円増し）となります。 

※ グリーン車利用の場合は、指定席プランに1,500円増し（篠山口発は2,000円）となります。    

 （おとな・こども共通） 

※「極み」プランは城崎温泉エリア限定です。また、こどもの設定はありません。 

※ 発駅～城崎温泉駅間は特急列車の普通車指定席、グリーン車のいずれかを選択いただけます。 

 

 

 

 

 

ナイトプラン発売箇所は、下記になります。 

篠山口、柏原、福崎、寺前、福知山、和田山、豊岡、城崎温泉、綾部、西舞鶴、東舞鶴 

＊  ナイトプランについては、施設への予約問合せが必要なため、比較的通話時間が長くなる可能性
があります。 



 
○「くつろぎ」プラン  
（施設一覧） 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 ホテル金波楼、森津屋旅館、ぎゃらりーの宿 つばきの旅館、三國屋、小林屋、 

つちや旅館、つたや晴嵐亭 

竹野 後藤旅館、奥城崎シーサイドホテル、よどや 

佐津 湧昇 

柴山 癒しの宿こえもん、かめや、みゆき荘 

香住・余部 三七十館、香りのお宿 庄屋、夕香楼しょう和、旬の宿 尾崎屋、大吉 

浜坂 マル海渡辺水産 

夕日ヶ浦温泉 一望館、静
しずか

花
はな

扇
おうぎ

 

（指定席プラン）                            おとなお一人様（単位：円） 
エリア 綾部発 篠山口発 柏原発 福知山発 福崎発 

城崎温泉 １２，０００ １２，９００ １２，２００ １１，６００ １２，１００ 

竹野 １１，４００ １２，６００ １１，８００ １１，２００ １１，８００ 

佐津 １１，１００ １２，２００ １１，４００ １０，８００ １１，６００ 

柴山 １１，１００ １２，２００ １１，４００ １０，８００ １１，６００ 

香住・余部 １１，６００ １２，２００ １１，４００ １１，１００ １１，８００ 

浜坂 １１，３００ １２，０００ １１，３００ １０，９００ １１，６００ 

夕日ヶ浦温泉 １２，４００ １３，４００ １２，６００ １２，１００ － 

（自由席プラン）                            おとなお一人様（単位：円） 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増し（篠山口・福崎発は1,500円増し）となります。 

※ グリーン車利用の場合は、指定席プランに1,500円増し（篠山口発は2,000円）でご利用いただけます。 

 （おとな・こども共通） 

※ 特急列車の普通車定席、自由席、グリーン車のいずれかを選択いただけます。 

 
○「和み」プラン 

（施設一覧） 

（指定席プラン）                                         おとなお一人様（単位：円） 

エリア 綾部発 篠山口発 柏原発 福知山発 福崎発 

城崎温泉 ９，９００ １０，８００ １０，１００ ９，５００ １０，０００ 

竹野 ８，９００ １０，１００ ９，３００ ８，７００ ９，３００ 

佐津 ９，１００ １０，２００ ９，４００ ８，８００ ９，６００ 

香住・余部 ９，６００ １０，２００ ９，４００ ９，１００ ９，８００ 

浜坂 ９，３００ １０，０００ ９，３００ ８，９００ ９，６００ 

エリア 綾部発 柏原発 福知山発 和田山発 

城崎温泉 １１，０００ １１，２００ １０，６００ － 

竹野 １０，４００ １０，８００ １０，２００ － 

佐津 １０，１００ １０，４００ ９，８００ － 

柴山 １０，１００ １０，４００ ９，８００ ９，０００ 

香住・余部 １０，６００ １０，４００ １０，１００ ９，６００ 

浜坂 １０，３００ １０，３００ ９，９００ ９，４００ 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 ホテル金波楼、ぎゃらりーの宿 つばきの旅館、三國屋、小林屋、つちや旅館、 

しのゝめ荘、川口屋城崎リバーサイドホテル 

竹野 後藤旅館、奥城崎シーサイドホテル、よどや、江んや、久兵衛、休暇村竹野海岸 

佐津 民宿なぎさ、民宿みはら、湧昇 

香住・余部 夕香楼しょう和、よしはる荘、うえ庄、ひろや、民宿 応挙
おうきょ

前
まえ

、かに八代
はちだい

 れんが亭 

浜坂 マル海渡辺水産 



 
（自由席プラン）                                         おとなお一人様（単位：円） 

エリア 綾部発 柏原発 福知山発 和田山発 

城崎温泉 ８，９００ ９，１００ ８，５００ － 

竹野 ７，９００ ８，３００ ７，７００ － 

佐津 ８，１００ ８，４００ ７，８００ － 

香住・余部 ８，６００ ８，４００ ８，１００ ７，６００ 

浜坂 ８，３００ ８，３００ ７，９００ ７，４００ 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増し（篠山口・福崎発は1,500円増し）となります。 

※ グリーン車利用の場合は、指定席プランに1,500円増し（篠山口発は2,000円増し）でご利用いただけます。 

 （おとな・こども共通） 

※ 特急列車の普通車指定席、自由席、グリーン車のいずれかを選択いただけます。  
 

○夕食「イブニングプラン・和み」プラン  
（施設一覧） 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 しのゝめ荘 

（指定席プラン）おとなお一人様（単位：円） 

エリア 篠山口発 

城崎温泉 １０，８００ 

（自由席プラン）                            おとなお一人様（単位：円） 

エリア 綾部発 柏原発 福知山発 

城崎温泉 ８，９００ ９，１００ ８，５００ 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増し（篠山口発は1,500円増し）となります。 

 

○夕食「ナイトプラン・くつろぎ」プラン  
（施設一覧） 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 三國屋、ぎゃらりーの宿 つばきの旅館、小林屋、つちや旅館 

（自由席プラン） おとなお一人様（単位：円） 

 

 

 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増しとなります。 

 （おとな・こども共通） 

※ 往路は特急列車の普通車自由席、復路は普通列車利用となります。 

※ 有効期間は２日間です。夕食は１日目にご利用ください。宿泊は含みません。 

 

○夕食「ナイトプラン・和み」プラン  
（施設一覧） 

エリア 施     設     名 

城崎温泉 三國屋、ぎゃらりーの宿 つばきの旅館、小林屋、つちや旅館 

（自由席プラン） おとなお一人様（単位：円） 

エリア 福知山発 

城崎温泉 ７，９００ 

※ 土休日は、上記おねだんよりおとな1,200円増しとなります。 

（おとな・こども共通） 

※ 往路は特急列車の普通車自由席、復路は普通列車利用となります。 

※ 有効期間は２日間です。夕食は１日目にご利用ください。宿泊は含みません。 

 

エリア 福知山発 

城崎温泉 １０，０００ 



 
７． 臨時列車の運転及び佐津駅臨時停車 

・大阪・神戸・姫路方面から但馬エリアへは、直通運転の特急 「かにカニはまかぜ号」（全車指定席）
を運転します。   

・「かにカニ日帰りエクスプレス」にあわせて、特急「はまかぜ１号・６号」を佐津駅に臨時停車しま
す。（12/28～1/5は臨時停車いたしませんので、ご注意ください。） 

※10月 4日現在の情報です。時刻等は変更となる場合がありますので、詳しくは最新の大型時刻表ま
たは「おでかけネット」をご覧ください。 

○ 臨時列車 

種別 列車名 運転区間 編成 運転日 乗降駅 

特急 
かにカニ 

はまかぜ 

発駅 着駅 

気動車 

６両 

（１８９系） 

11/15～17・22～24・

29・30、12/1・6～8・

13～15・20～23、1/7

～31、2/1～28、3/1・

2・8・9・15・16・21 

大阪・三ノ宮・神

戸・明石・加古川・

姫路・福崎・寺前・

和田山・豊岡・城

崎温泉・竹野・佐

津・香住・浜坂 

大阪 7：49 浜坂 11：29 

浜坂 14：51 大阪 18：50 

※3月の時刻は変更になる場合があります。 

○ 臨時停車 

列車名 停車駅 
発着時刻 

運転期間 記事 
着時刻 発時刻 

はまかぜ1号 佐津 12：44 12：44 11/7～30、12/1～27、

1/6～31、2/1～28、

3/1～21 

※3 月の時刻は変更になる場合が

あります。 

はまかぜ6号 佐津 16：58 16：58 

 


