
             古民家に宿泊される皆様へのご案内 

 

数馬・たいら荘のご利用案内 

◉古民家のご利用について 

◉古民家の現状 

◉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。 

 

2019 年 6月 

 

事業実施主体：東京都商工会連合会多摩観光推進協議会事務局 

委託事業会社：株式会社数馬観光デザインセンター 

 

《《本事業に関するお問合せ》》 

数馬観光デザインセンター【担当：岡部】：042－598-6789 

      お問合せ専用電話【事務局】：080-4262-5610 



古民家のご利用について 

宿泊いただく檜原村の古民家は、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、民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．管理人がご案内します 

チェックイン時およびチェックアウト時に管理人が立ち合い、利用方法

等をご説明します。集落から離れた場所にある古民家ですので、万が一

の緊急時でもすぐに対応できるように、夜間でも管理人が駆け付けられ

るようにします。緊急連絡先（携帯番号）はチェックイン時にご案内し

ます。 

 

２．備品の利用 

古民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。 

 

３．食事はご自由にお選びください 

食事は、別途お申込みいただくメニュー以外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、古民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料理体験、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できます 

  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 

古民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、歯ブラシ、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

ツは古民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～１７時３０分の間にお越しください。 

チェックアウト：１０時までにお願いします。 

 

９．連絡先 

古民家滞在中は、管理人の携帯電話番号に直接お申し出ください。 

古民家以外の観光等のお問い合わせは、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



古民家の状況 

数馬・たいら荘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤倉・不便楽舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アクセスのご案内【数馬・たいら荘】

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 

「数馬行き」に乗車してください。 

②「数馬」バス停で下車してください 

（約 60 分、940 円）。 

③「数馬」バス停からのルートは裏面の

地図をご確認ください。徒歩約 10 分

で【数馬・たいら荘】に到着します。 

◉帰り 

①「数馬」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「本宿役場前」バス停よりも西側の区

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 

 

 

 

 

 

◉古民家まで 

・南秋川沿いの都道 206 号線に「数馬」バス停があります 

・ナビゲーションでは、「檜原村数馬 2602」を目的地としてください 

・駐車場は、古民家南側の「大平」の駐車場をご利用ください 

 

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 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・数馬行 

時 平日 土曜 日曜・祝 

05 16     

06 18 22 22 

07 19 10 10 

08       

09 0 0 0 

10 30 35 35 

11       

12 3 0 0 

13 33 30 30 

14       

15 3 0 0 

16 3 10 10 

17 39     

18   8 8 

19 00,52     

数馬発・武蔵五日市駅行 

時 平日 土曜 日曜・祝 

06 14     

07 29 29 29 

08 35 30 30 

09       

10 18 18 18 

11 48 51 51 

12       

13 19 21 21 

14 49 51 51 

15       

16 9 6 6 

17 15 30 30 

18 46     

19   12 12 

20 06,50     



 



食事のご案内 ※朝食サービスはございません 

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 

古民家宿泊者限定・夕食プラン 

古民家にご宿泊いただいた方限定で、以下の食事プランをご利用いただ

けます。宿泊の申込時に、体験プログラムとしてお申し込みください。 

 

プログラム名 ⑮そば打ち体験 ⑯うどん打ち体験 

内容/食事場所 そば挽きからそば打ちま

で、出来立てお蕎麦をそ

の場でお召し上がりくだ

さい。【たいら荘】 

生地作りからうどん打ち

まで行い、出来立てのう

どんをお召し上がりいた

だけます。【不便楽舎】 

催行人数/料金 2 名～/1 人 3,000 円 2 名～/1 人 3,000 円 

実施日/時間 要相談/15:00～16:30 要相談/15:00～16:30 

主催者 岡部カツ子 平野和子 
 

プログラム名 ⑰たつくにシェフのケータリング ⑱数馬の湯夕食プラン 

内容/食事場所 村内在住のシェフが古民

家台所で調理して提供し

ます。 

【たいら荘/不便楽舎】 

数馬の湯にご入浴いただ

いた古民家宿泊の方限定

のお食事メニューをご用

意します。【数馬の湯】 

催行人数/料金 4 名～/1 人 3,000 円～ 2名～/1人2,500円(入浴券付) 

実施日/時間 要相談/17:00～19:00 随時/平日 17時 30分・

休日 18時ラストオーダー 

主催者 岡部竜州 数馬の湯トラベル 

 

朝食について 

朝食のサービスはございませんので、各自でご用意いただくか、飲食店

をご利用ください。10時前に開店している店舗は、以下の２店舗です。 

 

●森の風゜（パン）【開店】9 時【定休】水・木【場所】檜原村 18 

●カフェせせらぎ【開店】9 時【定休】無休【場所】檜原村役場内 



古民家の滞在前後に、 

檜原村の観光やエコツーリズムをお楽しみください♪

気軽に楽しめる体験から、熟練講師による本格指導の

体験まで充実したプログラムをご用意しています。 

東京にいることを忘れてしまうような、秋川源流域の

自然や文化の魅力を存分にご堪能ください。 

檜原村で楽しめる体験プログラムのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★地元特産品：大自然の恵みをご堪能ください♪ ★リフレッシュ体験：自然の力でストレスを解消♪ 

番号・プログラム名 ①マス釣り体験 ②まいたけの収穫体験 ③セラピーロード散策 ④滝行体験 

体験の概要/場所 

マス釣りやつかみ取り体験が

できます。釣った魚を焼いて

食べることもできます。 

神戸国際マス釣場 

天然舞茸と同じ環境で育つ檜

原村自慢の舞茸を収穫するこ

とができます。 

桧原きのこセンター 

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。 

檜原村内 

九頭龍神社または竜神の滝に

おいて、滝に打たれる修行を

体験できます。 

檜原村内 

催行人数/料金 ２名～/遊漁料１人 3,300円 ２名～/１人 2,500円土産付 ２名～/１人 2,500円 ２名～/男性5,500円女性6,000円 

実施日/所要時間 随時/制限なし 随時/１時間 随時/２時間 要相談/２時間 

主催者 神戸国際マス釣場 桧原きのこセンター 数馬の湯トラベル 天神社宮司 西澤形一 

イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

※ご利用方法：１泊に付き１つ以上の体験プログラムを必ずお申込くだ

さい。宿泊予約フォームの「メッセージ」欄に、プログ

ラム番号（①～⑱）又はプログラム名をご記入ください。

体験料金は主催者に直接お支払ください。 

【お問合せ】メール：hinoharakominka@gmail.com 

 電 話：０８０－４２６２－５６１０ 

mailto:hinoharakominka@gmail.com


 ★自然観察：美しい自然環境を間近に感じられます！ 

番号・プログラム名 ⑤滝巡りガイドウォーク ⑥数馬地区ガイドウォーク ⑦苔ウォーク 

体験の概要/場所 

払沢の滝をはじめ趣が異なる

大小様々な滝を地元ガイドが

案内します。 

檜原村内 

「数馬地区」で生まれ育った

地元ガイドが地域の自然や歴

史を丁寧に案内します。 

檜原村内 

古民家周辺や檜原村内を散策

し、苔の種類や特徴について

ガイドが詳しく解説します。 

檜原村内 

催行人数/料金 ２名～/１人 3,000円 ２名～/１人 3,000円 ４名～/１人 2,500円 

実施日/(所要)時間 随時/３時間 要相談/２時間 随時/１時間半 

主催者 数馬の湯トラベル 岡部広司 株式会社 mokadocos 

イメージ 

   

 

 

 

 
 

 ★アート体験：豊かな自然環境に身をゆだねて創作活動にチャレンジ！ 

番号・プログラム名 ⑧陶芸体験 ⑨水彩画体験 ⑩ガラス細工体験 ⑪手彫り木工体験 

体験の概要/場所 

銀座和光での個展経験をもつ

陶芸家と一緒に「手びねり」

で器作りに挑戦しませんか。 

マロ陶芸工房 

講師自慢のご自宅から眺める

自然の草花や野菜、風景など

を水彩画で描きます。 

マロ陶芸工房 

ガラス細工で色合い鮮やかな

ペンダントを作ることができ

ます♪ 

檜原村内 

手彫りした小指サイズのフク

ロウとクルミを使ってオリジ

ナルストラップを作ります♪ 

檜原村内 

催行人数/料金 ２名～６名/１人 4,000円 ２名～６名/１人 3,000円 ２名～４名/１人 3,500円 ２名～４名/１人 3,000円 

実施日/(所要)時間 火曜～金曜・日曜/２時間 火曜～日曜/10:00～12:00 火曜～日曜/３時間 火曜～日曜/２時間 

主催者 菊池一麿 菊池幸子 鈴木敬 大塚吉正 

イメージ 

 

 

 

 

 

   

 
 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiq0qfp_fviAhWCyrwKHZPhDIMQjRx6BAgBEAU&url=http://asacoco.jp/topnews/coquea/&psig=AOvVaw0dsbpdG3S0QitI7G0Re21R&ust=1561254823190850


  ★焙煎体験：手網で焙煎したドリンクで優雅なひと時を♪ 

番号・プログラム名 ⑫スタンプアート体験 ⑬コーヒー焙煎体験 ⑭玄米茶焙煎体験 

体験の概要/場所 

消しゴムハンコを組合せてオ

リジナルグッズを作ります。

(トートバック、手ぬぐい、Ｔシャツ等) 

たいら荘・不便楽舎 

生豆を手網焙煎してドリップ

体験ができます。焙煎豆 50g

をお土産にできます。 

たいら荘・不便楽舎 

玄米を手網焙煎してティータ

イムを楽しみます(菓子付)。玄米

茶 100gをお土産にできます。 

たいら荘・不便楽舎 

催行人数/料金 
４名～/１人 3,000円＋材料費 

【あきる野市・苔庵では２名から可】 

４名～/１人 3,000円 

【あきる野市・苔庵では２名から可】 

４名～/１人 2,500円 

【あきる野市・苔庵では２名から可】 

実施日/(所要)時間 随時/１時間 随時/１時間 随時/１時間 

主催者 消しゴムハンコ Stamp-UeGakkin 株式会社 mokadocos 株式会社 mokadocos 

イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 ★食事ケータリングサービス：地元のお母さんと一緒に料理体験や数馬の湯のお食事をお得なセットでご利用できます♪ 

番号・プログラム名 ⑮そば打ち体験 ⑯うどん打ち体験 ⑰たつくにシェフのケータリング ⑱数馬の湯夕食プラン 

体験の概要/場所 

そば挽きからそば打ちまで、

出来立てお蕎麦をその場でお

召し上がりください。 

たいら荘 

生地作りからうどん打ちまで

行い、出来立てのうどんをお

召し上がりいただけます。 

不便楽舎 

村内在住のシェフが古民家台

所で調理して提供するケータ

リングサービスです。 

たいら荘・不便楽舎 

数馬の湯にご入浴いただいた

古民家宿泊の方限定のお食事

メニューをご用意します。 

数馬の湯レストラン 

催行人数/料金 ２名～/１人 3,000円 ２名～/１人 3,000円 ４名～/１人 3,000円～ ２名～/１人 2,500円(入浴券付) 

実施日/(所要)時間 要相談/15:00～16:30 要相談/15:00～16:30 要相談/17:00～19:00 随時/平日 17時 30分・休日 18時ラストオーダー 

主催者 岡部カツ子 平野和子 岡部竜州 数馬の湯トラベル 

イメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



村内施設のご案内

おすすめ観光スポット 

都民の森 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。 

 

 

 

神戸岩 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 江戸時代中期の建物で、山岳

民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：9:00～20:00 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 17～18 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 九頭竜神社獅子舞／九頭竜神社太神楽（数馬） 

第３土・日 五社神社獅子舞（人里） 

10 月 6 日    東京ヒルクライム HINOHARA ステージ 

27 日    ひのはらいどサイクルロゲイニング大会 

11 月 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） 


