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藤倉・不便楽舎のご利⽤案内 
◉古⺠家のご利⽤について 
◉古⺠家の現状 
◉アクセスのご案内 
◉食事のご案内 
◉檜原村で楽しめる体験プログラムのご案内 
◉村内施設のご案内 

※ 本事業は、檜原村の魅⼒を発⾒していただくことを狙いとしています。無料で
宿泊いただけるこの機会に、体験プログラムや食事を是非ご利⽤ください。 
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古⺠家のご利⽤について 
宿泊いただく檜原村の古⺠家は、⼀般の住宅として使⽤されてきた建物
です。ホテルや旅館、⺠宿とは異なりますので、以下の点にご理解いた
だいた上で、ご利⽤ください。 
 
１．管理⼈が常駐します 
集落から離れた場所にある古⺠家ですので、万が⼀の緊急時でもすぐに
対応できるように、夜間も含めて常に管理⼈が滞在します。管理⼈は別
の部屋に宿泊しますのでご理解ください。 
 
２．備品の利⽤ 
古⺠家に設置されている扇風機、暖房器具等の設備、ティッシュ等の消
耗品、家具類等は、⾃由にご利⽤いただけます。また、台所、トイレ、
シャワー・風呂も同様です。ただし、お風呂とトイレは管理⼈と共⽤と
なります。 
 
３．食事はご自由にお選びください 
食事はご⽤意いたしませんので、お客様が⾃由に選択してください。 
 ①食材を持込み、古⺠家の台所で⾃炊することができます 
  鍋、フライパン、ガス台、炊飯器、電子レンジ、トースター、 
  冷蔵庫、電気ポットがあります 
 ②出前、ケータリングサービスを予約できます 
 ③村内の飲食店で外食をご案内します 
  ②、③については、「食事のご案内」をご確認ください。 
 
 

４．お風呂について 
古⺠家には風呂場があり、シャワーを利⽤することができます。 
檜原村の温泉施設「数⾺の湯」をご利⽤いただく場合は、無料送迎でき
ます（⼊浴料は有料）。 
 
５．アメニティグッズについて 
フェイスタオル、バスタオル等のタオル類、⻭ブラシ、カミソリ、綿棒、
ブラシ等のアメニティグッズは、お客様がお持ちください。 
 
６．寝具について 
寝間着や浴衣類はございませんので、お持ちください。布団、枕、シー
ツは古⺠家で準備いたします。 
 
７．アンケートにご協⼒ください 
アンケートにご回答いただき、管理⼈にお渡し下さい 
 
８．ご利⽤時間 
チェックイン︓15 時以降  チェックアウト︓10 時まで 
 
９．連絡先 
古⺠家滞在中は、管理⼈に直接お申し出ください。 
村内での滞在中は、下記電話番号にご連絡ください。 
 事 務 局︓０８０－４２６２－５６１０ 
 数⾺の湯︓０４２－５９８－６７８９



古⺠家の状況 
藤倉・不便楽舎 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数⾺・河⼾ 
 



アクセスのご案内【藤倉・不便楽舎】
公共交通機関でお越しの場合 
◉往き 
①ＪＲ武蔵五日市駅・１番バス乗場から 

「藤倉⾏き」に乗⾞してください。 
②終点の「藤倉」バス停で下⾞してくだ

さい （約 49 分、750 円）。 
③「藤倉」バス停からのルートは裏⾯の

地図をご確認ください。舗装の坂道を
650m、登山道を 350m、徒歩約 20 分
で【藤倉・不便楽舎】に到着します。 

◉帰り 
①「藤倉」バス停からＪＲ武蔵五日市駅

⽅⾯の上りは、全て「武蔵五日市⾏き」
のバスになります。 

②「払沢の滝入口」バス停よりも⻄側の
区間は⾃由乗降区間となっており、バ
ス停に限らず乗降することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃家⽤⾞・レンタカーでお越しの場合 
◉檜原村まで 
【中央⾃動⾞道より】⼋王⼦ＩＣから滝山街道経由 24km 45 分 
          上野原ＩＣから甲武トンネル経由 26km 50 分 
【圏央道より】日の出ＩＣから五日市街道経由 15km 30 分 
       あきる野ＩＣから滝山街道経由 15km 30 分 
 
 
 
 
 
 

◉古⺠家まで 
・北川沿いの都道 205 号線に「藤倉」バス停があります 
・ナビゲーションでは、「檜原村藤原 4849」を目的地としてください 
・駐⾞場は、裏⾯のマップでご確認ください 

村内周遊の移動手段として 
◉レンタサイクル 
 場所︓四季の⾥(払沢の滝入口) 
 時間︓9:30〜16:30(最終貸出 15:00) 
 料⾦︓終日 3,000 円 
 申込︓080-4175-3196 
◉観光タクシー 
 横川観光株式会社 
  【電話】0120-489-083 
 9 人乗りのジャンボタクシーで周遊観光できます。 

武蔵五⽇市駅発・藤倉⾏ 
時 平日 土曜 日曜・祝 
05 20   
06 33 33 33 
07 43 39 39 
08 40   
09    
10 00 08 08 
11 33 30 30 
12    
13 03 00 00 
14 33 30 30 
15 33 00 00 
16    
17 00 55 03 03 
18    
19  22 22 
20 28   

仲の平発・武蔵五⽇市駅⾏ 
時 平日 土曜 日曜・祝 
06 10   
07 27 27 27 
08 36 31 31 
09 34   
10    
11 07 07 07 
12 33 34 34 
13    
14 04 04 04 
15 34 24 24 
16 42 40 40 
17 54 57 57 
18 47   
19    
20  15 15 
21 18   



 
 



食事のご案内
夕食が食べられる飲食店 
檜原村では夕食の時間帯に営業している飲食店は下記の３軒しかあり
ませんので、営業時間に注意してご利⽤ください。 
 
店  名 手打ちうどん はたの 
所 在 地 檜原村８１９ 
電話番号 ０４２－５９８－１０２６ 
営業時間 【夜の部】１７︓００〜２２︓００ 
休 業 日 毎週月曜日（祝日の場合翌日） 
主な 
メニュー 

・カレー南蛮うどん  ・肉汁うどん    ・定食 
・野菜あんかけうどん ・丼物（かつ丼等） 

 
店  名 たちばな家 
所 在 地 檜原村５５７４ 
電話番号 ０４２－５９８－００２９ 
営業時間 １１︓００〜１９︓００（予約があれば 19 時以降も対応） 
休 業 日 毎週火曜日 
主な 
メニュー 

・ラーメン   ・丼物      ・定食 
・わんたんめん ・カレーライス  ・やまめ塩焼き 

 
店  名 数馬の湯 
所 在 地 檜原村２４３０ 
電話番号 ０４２－５９８－６７８９ 
営業時間 平日 10︓00〜19︓00 土日祝日 10︓00〜20︓00 
休 業 日 毎週月曜日（祝日の場合翌日） 
主な 
メニュー 

・舞茸天ぷらそば  ・コロッケ定食   ・ラーメン 
・舞茸えび天丼   ・刺⾝こんにゃく  ・デザート 

ケータリングサービス（夕食・朝食） 
古⺠家にご宿泊いただいた方限定で、古⺠家の台所で調理した料理を提
供する「ケータリングサービス」を承ります。予算及び収穫可能な食材
によってメニューを提案します。宿泊の１週間前までにご予約ください。 
【料⾦】夕食 3,000 円〜5,000 円、朝食 1,000 円 
【人数】４名以上 【予約】電 話︓０８０－４２６２－５６１０ 
             メール︓hinoharakominka@gmail.com 

◉夕食の例（１） 
・⾥芋のコロッケ ・稲荷寿司   ・フルーツ 
・ヤマメの塩焼き ・こんにゃく煮 ・香の物 
・刺⾝こんにゃく ・手打ちうどん 
・天ぷら（舞茸、蕗の薹等） 
◉夕食の例（２） 
・温そーめん ・⿅肉シチュー  ・太巻き 
・大根サラダ ・⿅肉ジャーキー ・梅干し 
・いなり寿司 ・ぶり照り焼き 
・天ぷら（舞茸、エビ、鮎、蕗の薹、人参） 
◉朝食の例（１） 
・⿅肉じゃが ・ごはん ・卵焼き 
・おから煮  ・香の物 ・けんちん汁 
・こんにゃくと⻑芋のサラダ 
・ヨーグルト＆蜂蜜 
◉朝食の例（２） 
・パン３種  ・ハムエッグ 
・野菜サラダ ・肉じゃが 
・スープ   ・コーヒー 
 



檜原村で楽しめる体験プログラムのご案内 
古⺠家に滞在しながら、檜原村の観光やエコツーリズムを楽しみません
か︖檜原村には、無料で気軽に楽しめる体験から、インストラクターに
よる本格的な体験までプログラムが充実しています。東京とは思えない
秋川源流域の⾃然や⽂化の魅⼒を存分に感じてください。 

※ご利⽤⽅法︓体験プログラムの利⽤は、予約が必要です。 
 予約は主催者に直接申し込みをするか、事務局にご連絡ください。 
  【事務局】電 話︓０８０－４２６２－５６１０ 
       メール︓hinoharakominka@gmail.com 

 

 

①⾃然観察︓秩⽗多摩甲斐国⽴公園の豊かで美しい⾃然を間近に⾒ることができます 
番号・プログラム名 【１】都⺠の森・野⿃観察 【２】都⺠の森・⾃然観察 【３】ひのはらガイドウォーク 【４】滝巡りガイドウォーク 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

森林セラピーロード「⼤滝の
路」を散策しながら、野⿃の鳴
き真似ができるインストラク
ターがバードウォッチングを
ご案内します。 
【随時／2 時間】 

森林セラピーロード「⼤滝の
路」を散策しながら、樹⽊や草
花について詳しく解説します。 
【随時／２時間】 

檜原村で生まれ育った元都レ
ンジャーのガイドが、花の名前
や地域の歴史などを丁寧に案
内します。 
【毎週水曜日／9 時〜15 時】 
【毎週⾦曜日／要望に応じて
設定可】 

檜原村には「日本の滝百選」に
選らばれている払沢の滝をは
じめ⼤小様々な滝があります。
地元ガイドが、趣が異なる複数
の滝を案内します。 
【随時／３時間】 

最少⼈数／料⾦ ２名／無料 ２名／無料 ２人／一人 5,000 円 ２人／一人 3,000 円 
主催者 数馬の湯トラベル 数馬の湯トラベル ガイドウォークの会 数馬の湯トラベル 
申込先 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

   

 
  



②伝統芸能︓檜原村の例⼤祭は９⽉中旬に実施される地区が多く、複数のお祭りを⾒学できます 
番号・プログラム名 【５】お祭り⾒学 【６】数馬・獅子舞体験 檜原村観光協会 HP（郷土芸能の紹介） 

http://hinohara-kankou.jp/about/kyodogeinou/ 
 
【期間中の東京都無形⺠俗⽂化財】 

伝統芸能の名称 実施日 実施場所 
笹野式三番 9/15 または直前の土曜日 笹野⾃治会館 

柏⽊野神代神楽 9/15 または直前の土曜日 柏⽊野⾃治会館 

数馬太神楽 ９⽉の毎年第２日曜日 
（他の日もあり） 九頭龍神社境内 

数馬獅子舞 ９⽉の毎年第２日曜日 
（他の日もあり） 

小沢式三番 毎年９⽉第１土曜日 小沢コミュニティ 
センター 

藤倉獅子舞 9/15 または直前の土曜日
15:00〜 藤倉ドーム  

 

体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

獅子舞、神楽、⼭⾞、お囃子等、
地区の誇り⾼い伝統芸能を例
⼤祭（お祭り）で⾒ることがで
きます。【観光協会 HP 参照】 

都指定無形⺠俗⽂化財の獅子
舞について解説し、舞の一部を
披露します。 
【随時／２時間】 

最少⼈数／料⾦ １名／無料 ２名／3,000 円 
主催者 村内各地区 数馬の湯トラベル 
申込先 予約不要 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

 

③ものづくり体験︓檜原村の⾃然の素材を活⽤し、伝統的に作られてきたものづくりにチャレンジできます 
番号・プログラム名 【７】都⺠の森・木工⾃由教室 【８】都⺠の森・木工教室 【９】紙漉き体験 【10】つる細工体験 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

電動の糸のこぎりを使い、キー
ホルダーや手形抜きなどを作
ることができます。【開館日の
10:00〜15:00／１時間】 

インストラクターの指導で椅
子やテーブルを製作します。週
により制作物が異なります。 
【日曜日／10:00〜15:00】 

都無形⽂化財に指定されてい
る「軍道紙」の紙漉きで、はが
きを作ります。 
【随時／２時間】 

檜原を代表する工芸品のつる
細工（コースター、かご等）を
体験し、お土産としてくださ
い。【随時／3 時間】 

最少⼈数／料⾦ 1 名／無料 1 名／2,100〜8,100 円 ２人／一人 3,000 円 ２人／一人 3,500 円 
主催者 都⺠の森 都⺠の森 数馬の湯トラベル 数馬の湯トラベル 
申込先 予約不要 都⺠の森ＨＰから申込 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

   



④農林業体験︓⼭村の環境を活かした農林業に触れるだけで、都会では味わえない非日常的な体験ができます 
番号・プログラム名 【11】観光協会・農業体験 【12】薪割り体験 【13】こんにゃく工場⾒学 【14】舞茸工場⾒学 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

特産品のじゃがいもの収穫や
農作業のお手伝いをします。時
期によって内容が異なります。 
【随時／３時間】 

数馬の湯に設置している薪ボ
イラーの説明と、薪づくりを体
験できます。 
【随時／1 時間】 

檜原村の特産品「こんにゃく」
を製造している井上食品の工
場を⾒学できます。 
【随時／30 分】 

天然舞茸と同じ標⾼に位置し、
⾹りと⻭ごたえのある舞茸を
製造している工場の⾒学【随時
／1 時間】 

最少⼈数／料⾦ 2 名／無料〜3,000 円 2 名／無料 ２人／無料 ２人／一人 3,500 円(土産付) 
主催者 檜原村観光協会 数馬の湯トラベル 井上食品 桧原きのこセンター 
申込先 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

   

⑤郷土食体験︓⼭村の環境を活かした農林業に触れるだけで、都会では味わえない非日常的な体験ができます 
番号・プログラム名 【15】こんにゃくづくり体験 【16】おやきづくり体験 【17】郷土料理づくり体験 【18】てもみ紅茶づくり体験 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

こんにゃく 2kg お持ち帰りで
きます。 
【随時／2 時間】 

おやき 10 個お持ち帰りできま
す。 
【随時／2 時間】 

檜原村の食⽂化についてお話
ししながら、料理づくり体験と
試食を⾏います。 
【随時／3 時間】 

紅茶の試飲と持ち帰り約 50g
【随時／3 時間】 

最少⼈数／料⾦ 2 名／1,500 円 2 名／1,500 円 ２人／2,000 円 1 人／1 組 2 名まで 2,500 円 
主催者 森の学校 森の学校 数馬の湯トラベル 森の学校 
申込先 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

   



⑥リフレッシュ体験︓⾃然が持つ⼒を活かして、日常のストレスを解消できます 
番号・プログラム名 【19】セラピーロード散策 【20】滝⾏体験 【21】ヨガ体験 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

リフレッシュすることを目的
に、セラピーロード「⼤滝の路」
の散策をガイドします。 
【随時／2 時間】 

九頭龍神社または⻯神の滝に
おいて、滝に打たれる修⾏を体
験できます。 
【随時／2 時間】 

滞在している古⺠家において、
ヨガを体験できます。 
【随時／2 時間】 

最少⼈数／料⾦ 2 名／2,000 円 2 名／5,000 円 ２人／3,000 円 
主催者 数馬の湯トラベル 天神社宮司  ⻄澤形一 数馬の湯トラベル 
申込先 事務局 080-4262-5610 ⻄澤⽒携帯 090-3225-6286 事務局 080-4262-5610 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

  

⑦アウトドア体験︓地元のガイドが⼤⾃然の楽しみ⽅をご案内します 
番号・プログラム名 【22】MTB ガイドツアー 【23】マス釣り体験 
体験の概要 
【実施日／所要
時間】 

要望に応じてコースや時間を
⾃由に設定できるマウンテン
バイクのガイドツアーです。 
【随時／要望に応じて設定可】 

マス釣り、魚のつかみ取り体験
ができます。釣った魚をその場
で焼いて食べたり、BBQ も楽
しめます。【随時／制限なし】 

最少⼈数／料⾦ 1 名／人数によって異なる 2 名／釣セット 4,000 円 
主催者 裏⼭ライド Tokyo 神⼾国際マス釣場 
申込先 ジンケン 090-6115-6524 042-598-0132 
イメージ  

 
 
 
 
 
 

 



村内施設のご案内
おすすめ観光スポット 
都⺠の森 さまざまなハイキングコースが
整備された⾃然公園で、森林館、⽊材⼯芸セ
ンター等での⾒学体験もできる。 

 
 
 

払沢の滝 都内で唯一「日本の滝百選」に選
ばれている滝で、冬に完全結氷することもあ
る。夏にはライトアップイベントが⾏われる。 

 
 
 

神⼾岩 高さ 100m の岸壁が扉のように
そびえたつ景勝地で、東京都の天然記念物
に指定されている。 

 
 
 

⼩林家住宅 江⼾時代中期の建物で、山岳
⺠家としては稀有な存在であり、国の重要
文化財に指定されている。 

 
 
 

郷⼟資料館 ⾃然や郷土文化の模型展示
が⾏われている。事前に申込めば檜原の歳
時記を記録した映像を⾒ることができる。 

 
 
 

⼈⾥もみじの⾥ ⼈⾥(へんぼり)地区で
紅葉の植栽を⾏っている。⽟傳寺のカフェ
や井上⾷品の⼯場⾒学・買物も楽しめる。 

 
 
 

檜原温泉センター「数馬の湯」 
温泉の特徴︓薪ボイラーで加温する柔らかいアルカリ性単純温泉のお湯で、

ジャグジー、サウナ、露天風呂等が楽しめます。 
営業時間︓平日 10︓00〜19︓00、土日祝日 10︓00〜20︓00 
休 館 日︓毎週⽉曜日（祝日の場合は翌日） 
⼊浴料⾦︓大⼈ 820 円。小⼈ 410 円 
電  話︓042-598-6789 
 

お買い物 
かあべえ屋 
【スーパー】 

営業時間︓10:00〜20:00 定休日︓無休 
電話︓042-588-5595 

山の店 
【農産物】 

営業時間︓10:00〜17:00 定休日︓不定休 
電話︓042-598-1025 

やまぶき屋 
【農産物】 

営業時間︓9:30〜17:00 定休日︓無休（冬期休業） 
電話︓042-598-0429 

森の風゜ 

【パン】 
営業時間︓9:00〜19:30 定休日︓毎週⽊曜日、第２第４⽔曜日 
電話︓042-598-1685 

たなごころ 
【パン】 

営業時間︓10:00〜18:00 電話︓042-598-6307 
営業日︓4 ⽉〜11 ⽉は土・日、12 ⽉〜3 ⽉は予約のみ 

主なイベント（祭事の日程は変更されることがあります） 
８月 18〜19 日 払沢の滝ふるさと夏祭り【滝ライトアップ／花火】 

最終土曜日 伊勢清峯神社獅子舞（湯久保） 
最終土曜日 ⼋坂神社・貴布弥神社獅子舞（樋⾥） 

９月 第１土曜日 伊勢清峯神社 式三番・獅子舞（小沢・湯久保） 
      貴布弥伊龍神社 獅子舞（下元郷） 
      貴布弥伊龍神社 囃子（下元郷） 
中旬    春日神社 神代神楽（柏⽊野） 
      南郷神社獅子舞（下川乗） 
      春日神社 神田囃子（上元郷・本宿） 
中旬（隔年）神明社 式三番（笹野） 
第 2 土曜日 春日神社獅子舞（藤倉） 
第 2 日曜日 九頭⻯神社獅子舞／九頭⻯神社太神楽（数⾺） 
第３土・日 五社神社獅子舞（⼈⾥） 

10 月 7 日    第 8 回東京ヒルクライム HINOHARA ステージ 
11 月 中旬   ひのはらいどサイクルロゲイニング大会 

下旬   へんぼりもみじ祭り【ライトアップ】 

《イベントに関するお問合せ》 
 檜原村観光協会 電話︓042-598-0069（9:00〜16:30） 




