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《《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 

◉古民家の現状 

◉アクセスのご案内 

◉「農業等の作業支援」または「有料オプションメニュー」のご案内 

◉食事のご案内 

◉村内施設のご案内 



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空き

家を活用しています。ホテル・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会い、古民家の

利用案内等を行います。古民家滞在中の緊急時は、管理人がすぐに対応

できるように待機しています。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．設備・備品の利用 

古民家の台所、トイレ、シャワー等の設備、扇風機、暖房器具等の備品、

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。 
 

３．お食事について 

食事は、別途お申し込みいただく有料オプション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有料オプションメニュー「数馬の湯」での食事やケータリング料理 

②食事・弁当等の持ち込み(飲食物のお持ち込みは可能です) 

③古民家の台所および調理器具を利用した自炊(食材や調味料は各自

でご用意ください) 

→ガスコンロ、カセットコンロ、電子レンジ、トースター、炊飯器、

鍋、フライパン等の調理器具や冷蔵庫、一般的な食器類は古民家

に設置しており、無料でご利用いただけます。 

※村内飲食店での外食については「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、シャワー設備があります。 

→シャンプー、リンス、ボディーソープは無料でご利用いただけます。 

檜原村の天然温泉施設「数馬の湯」での有料オプションメニューご利用

の際は送迎いたします。 
 

５．アメニティグッズについて 

シャンプー、リンス、ボディーソープは古民家で用意します。 

次のものは古民家に用意がありませんので、ご持参ください。 

→タオル類(フェイスタオル、バスタオル等)、歯ブラシ、カミソリ、

綿棒、コットン、寝間着(パジャマ、バスローブ、浴衣等)、ヘアケ

ア用品(ヘアブラシ、ヘアゴム、ドライヤー等) 
 

６．寝具について 

布団、枕、シーツ等は古民家で用意します。 
 

７．アンケートにご協力ください 

チェックイン時にアンケート票を配布いたします。チェックアウト前に

全てご記入いただき、必ず管理人にご提出ください。 
 

８．ご利用時間 

チェックイン対応時間は 17 時～18 時です。必ず「たなごころ」(檜原

村人里 2100-1)にお越しください。 

チェックアウトは 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合せは、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 
 

10．新型コロナウイルス感染症対策関連のご案内 

「新型コロナウイルス感染症対策およびご宿泊者様へのお願い」につい

て、別途、予約サイトからダウンロードしてご確認いただきますようお

願い申し上げます。 

事務局スタッフの取り組みとしては、マスクの着用と適切な手指消毒、

出勤毎の検温と健康チェック、接触箇所の消毒、ご宿泊前後の清掃と換

気を徹底して実施しております。 



古民家の状況 

南郷地区・宮下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考:数馬地区・たいら荘) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



アクセスのご案内【南郷地区・宮下】

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「上川乗」バス停で下車してください 

（約 45 分、720 円）。 

③「上川乗」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 5 分

で【宮下】に到着します。 

◉帰り 

①「上川乗」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」のバスとなります。 

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「上川乗」バス停があります 

・ナビゲーションでは、「檜原村南郷1429-ロ」を目的地としてください 

・駐車場は、古民家敷地内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：9:30～15:30(返却時間 15:30) 

 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 20 10 10 

08       

09 00 00 00 

10 30 35 35 

11       

12 03 00 00 

13 33 30 30 

14       

15 03 00 00 

16 03 10 10 

17 39     

18   08 08 

19 00,52     

上川乗発・武蔵五日市駅行 

時 平日 土曜 日曜・祝 

06 31     

07 46 46 46 

08 52 47 47 

09       

10 35 35 35 

11    

12 05  08 08 

13 36 38 38 

14    

15 06 08 08 

16 26 23 23 

17 32 47 47 

18    

19 03 29 29 

20 23   

21 07     



 



この事業は、多摩地域の文化や魅力を理解して

いただくことを目的に試験的に実施しています。

皆様にはモニターとしてご参加いただき、下記の

Ａ・Ｂいずれかをご選択いただくことで、宿泊費

を無料としています。 

宿泊の条件Ａ「農業等の作業支援」 

宿泊の条件Ｂ「有料オプションメニューの利用」 

【プログラムの選択について】 

・１泊につき必ず１つ以上のプログラムをお申込ください。 

・予約画面のメッセージ欄にプログラム番号（①～⑯）また

はプログラム名をご入力ください。 

・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 

宿泊条件となる「農業等の作業支援」または「有料オプションメニューの利用」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ａ★農業等の作業支援 

番号・プログラム名 ①檜原村の農業支援 

支援の概要 
人手不足となっている村内農家さんの活動をお手伝いするプログラムです。支援場所は農地状況や天候によって変動するた

め、適切な支援先を事務局で調整します。Ａ①檜原村の農業支援をご選択の方は事務局返信メールで詳細をご確認ください。 

催行人数/料金 ２名～/作業支援のため料金無し  ２名～/作業支援のため料金無し  

実施日/所要時間 随時/３時間程度 随時/３時間程度 

主催者 東京里山シェアリング 出口さんちの畑 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hinoharakominka@gmail.com


 Ｂ★食事サービス：宿泊者様限定のお得なお食事プランや料理体験等をご利用いただけます♪ 

番号・プログラム名 ②数馬の湯食事プラン ③薪窯ピザ ④たつくにシェフのケータリング ⑤そば・うどん打ち体験 

体験の概要/場所 

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 

人里地区たなごころの薪窯ピ

ザやパスタ等が楽しめる宿泊

者限定のプランです。 

井上店(たなごころ) 

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・宮下 

手打ち麺を自分で作り、出来

立てをお召し上がりいただけ

ます。 

たいら荘・宮下 

催行人数/料金 ２名～/１人 2,500円(入浴券付) ２名～/１人 2,500円 ６名～/１人 5,000円～ ４名～/１人 3,000円 

実施日/(所要)時間 随時/10:00～18:00 要相談/11:00～20:00 要相談/18:00～20:00 土日/要相談 

主催者 数馬の湯トラベル 井上店(たなごころ) 岡部竜州 岡部カツ子・平野和子 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｂ★地元特産品：大自然の恵みをご堪能ください♪ Ｂ★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 ⑥マス釣り体験 ⑦まいたけの収穫体験 ⑧滝巡りガイドウォーク ⑨苔ウォーク 

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 

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 

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～/遊漁料１人 3,300円 ２名～/１人 2,500円土産付 ２名～/１人 3,000円 ４名～/１人 2,500円 

実施日/(所要)時間 随時/制限なし(混雑時入場制限あり) 随時/１時間 随時/３時間 随時/１時間半 

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 株式会社 mokadocos 

イメージ 
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 Ｂ★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 ⑩水彩画体験 ⑪ガラス細工体験 ⑫手彫り木工体験 ⑬スタンプアート体験 

体験の概要/場所 

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 

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・宮下 

催行人数/料金 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 ４名～/１人 3,000円＋材料費 

実施日/(所要)時間 火曜～日曜/10:00～12:00 火曜～日曜/３時間 火曜～日曜/２時間 随時/１時間 

主催者 菊池幸子 鈴木敬 大塚吉正 消しゴムハンコ Stamp-UeGakkin 

イメージ 

    

 

 

 

 

 

 Ｂ★手づくり体験：手網焙煎ドリンクやオリジナルレシピのジャムづくりで丁寧なひと時を♪ 

番号・プログラム名 ⑭コーヒー焙煎体験 ⑮玄米茶焙煎体験 ⑯留さんとジャムづくり体験 

⑬⑭⑮は【あきる野市・苔庵にご

来店いただく場合２名からのお

申し込みが可能です】 

体験の概要/場所 

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・宮下 

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・宮下 

ルバーブ・ナツハゼ・ユズ等

檜原で採れる新鮮な素材を手

づくりジャムにします。 

檜原村内 

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

実施日/(所要)時間 随時/１時間 随時/１時間 要相談/２時間 

主催者 株式会社 mokadocos 株式会社 mokadocos ひなたぼっこ 

イメージ 

 

 

 

 

 

  

 



食事のご案内 ※古民家での食事提供はございません 

夕食について 

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（売り切れ次第終了） 

休 業 日 毎週月曜 

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 【夜の部】１５：００～２０：００（ラストオーダー19:30） 

休 業 日 毎週火曜 

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 １０：００～１９：００（ラストオーダー18:00） 

休 業 日 毎週月曜（祝日の場合は翌日） 

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・食事プラン 

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 ②数馬の湯食事プラン ③石窯ピザと数馬の湯プラン 

内容/食事場所 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】 

薪窯ピザやパスタ等が楽

しめる宿泊者限定のプラ

ンです。 

井上店【たなごころ】 

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

実施日/時間 随時/10:00～18:00 要相談/11:00～20:00 

主催者 数馬の湯トラベル 井上店(たなごころ) 
 

プログラム名 ④たつくにシェフのケータリング ⑤そば・うどん打ち体験 

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/宮下】 

手打ち麺を自分で作り、

出来立てをお召し上がり

いただけます。 

【たいら荘/宮下】 

催行人数/料金 ６名～/1人 5,000 円～ ４名～/1人 3,000 円 

実施日/時間 要相談/18:00～20:00 土日/要相談 

主催者 岡部竜州 岡部カツ子・平野和子 

 

朝食について 

朝食提供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 3店舗です。 
 

●カフェせせらぎ【9時開店・無休】檜原村本宿 467-1(檜原村役場内) 

●森の風゜(パン)【9時開店・水曜木曜定休】檜原村下元郷 18 

●かあべえ屋(ミニスーパー)【9時開店・無休】檜原村上元郷 463イ 



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。 

 

 

 

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なアルカリ性単純温泉です。 

営 業 時 間：10:00～19:00（入館最終受付・レストランラストオーダーは 18:00） 

休 館 日：毎週月曜（祝日の場合は翌日） 

入 浴 料 金：大人 880 円・小人 440 円（就学前のお子様は無料） 

電 話：042-598-6789 

 

滞在中に村内で開催されるイベントについて 

新型コロナウイルス感染症対策により、例年開催しているイベント等のスケジュール

が変更となっている場合がございます。大変恐れ入りますが、最新情報は檜原村観光

協会までお問合せください。 

営 業 時 間：9:00～16:30 

電 話：042-598-0069 

 

お買い物 

かあべえ屋 

【スーパー】 

営業時間：9:00～20:00    電話：042-588-5595 

定休日：無休（年末年始休業） 

やまぶき屋 

【農産物】 

営業時間：9:30～17:00    電話：042-598-0429 

定休日：無休（冬季休業） 

山の店 

【酒・特産物】 

営業時間：お問合せください  電話：042-598-1025 

定休日：不定休 

谷合商店 

【酒・その他】 

営業時間：お問合せください  電話：042-598-0263 

定休日：不定休 

川端商店 

【酒・その他】 

営業時間：9:00～18:00    電話：042-598-0022 

定休日：不定休 

角屋商店 

【酒・その他】 

営業時間：9:30～19:00    電話：042-598-0180 

定休日：不定休 

西川屋商店 

【酒・その他】 

営業時間：7:00～17:00    電話：042-598-6070 

定休日：不定休 

松坂屋商店 

【酒・その他】 

営業時間：8:00～17:00    電話：042-598-6055 

定休日：不定休 

井上食品 

【こんにゃく】 

営業時間：8:30～17:00    電話：042-598-6068 

定休日：無休 

ひのはら豆腐 

ちとせ屋 

【豆腐】 

営業時間：9:30～17:00    電話：042-598-0056 

※ドーナツの販売は 10:30 開始 

定休日：火曜 

森の風゜ 

【パン】 

営業時間：9:00～19:00    電話：042-598-1685 

定休日：水曜・木曜 

たなごころ 

【パン】 

営業時間：10:00～18:00    電話：042-598-6307 

※売り切れ次第終了 

営業日：土曜・日曜（8 月以降の営業日は電話確認お願いします） 

 

 

※新型コロナウイルス感染症対策により、営業日時が変更となっている場合がござい

ます。ご来店の際は念のため最新情報を各店までお問合せください。 


