
知憩軒
あるものに手を加え、古いけど新しい、懐かしいのに新鮮、田舎
なのにおしゃれ、という非日常が日常であることの暖かさに出会
う空間を提供しています。

代表者名 長南光

部屋数 ２部屋（定員５名）

ご予約
完全予約制
前日迄に電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

1日２組限定の農家民宿で、農家レストランを併設。「献立は
その日の畑と相談」がモットーで、食材は畑から摘んできた
ばかりの旬の野菜と果実が中心。味付けは薄味で化学調
味料を使わないなど、工夫された料理を提供。宿泊部屋は
離れにあり、のんびりとした時間を演出。

農家の暮らし、食文化をそのまま堪能できる農家民宿

その他
農林漁家民宿おかあさん１００選認定者の宿
■チェックイン：１５時～ ■チェックアウト：１０時
■昼食は別途お付けすることができます。 ■農業体験

りんご、柿等 収穫体験

■機織り体験

問合せ ■ＴＥＬ：０２３５－５７－２１３０ ■ＦＡＸ：０２３５－５７－４１８５

住 所 山形県鶴岡市西荒屋宮ノ根９１

みなさまのお越しをお待ちしております！

農村の食と居と暮らしに触れて
いただければ嬉しいです。

地域から一言

主な体験可能メニュー

山形県
鶴岡市

農林漁家民宿
おかあさん

100選
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幸生ふれあい友遊館
ナスやジャガイモなどの収穫体験、冬はスノーモービルや炭焼き
体験ができます。葉山の自然の中で自由に遊びましょう！

代表者名 菊地 健

部屋数 ２部屋（定員１５名）

ご予約 通年（要事前連絡）

定休日 なし

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

自然を満喫できる幸せ生まれる場所

その他 ■チェックイン／チェックアウト：要問合せ
■農業体験
収穫体験
くろべえなす整枝
■スノーモービル体験
■炭焼き体験

問合せ ■ＴＥＬ：０２３７－８７－３２９８ または ０２３７－８７－３３４２

住 所 山形県寒河江市大字幸生ミナミ４７８－７

みなさまのお越しをお待ちしております！ 寒河江市農林課 ＴＥＬ：０２３７－８６－２１１１

幸生は田舎のゆっくり流れる時間と新鮮な空気、
３６０度の大自然の中で過ごすひと時は心に栄
養を与えてくれますよ！ぜひ一度泊まりに来て
みてくださいね！地域から一言

主な体験可能メニュー

山形県
寒河江市
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畑宿
ここは楽しむところ、ゆっくりくつろぐところです。地産地消の伝統料
理のそばがき膳を食べる「食体験」、農産物でごちそうを作る「農産加
工体験」、五感で時の流れと暮らしを楽しむ「民宿体験」ができます。
みなさまのお越しを、心よりお待ち申し上げます。

代表者名 今田 とも子

部屋数 １部屋（定員５名）

ご予約 電話・ＦＡＸ受付

定休日 お問合せください

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

こんな体験ができます!
春－春野菜収穫(いちごなど)、笹巻き・豆ぬた作りなど
夏－夏野菜・くだもの収穫(すいか、さくらんぼ、ももなど)など
秋－稲刈り、くだもの収穫(りんご、ラ・フランス)、芋煮作りなど
冬－雪の中の野菜収穫(キャベツ、大根など)、もちつき、

でんがく作りなど

五感で自然を感じられる宿

その他
■チェックイン：１６～１８時まで ■チェックアウト：１０時
■農作業体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。
■昼食は別途お付けすることができます。 ■農業体験

田植え、稲刈り
野菜・くだもの収穫

■料理体験
郷土料理、加工

問合せ
■ＴＥＬ：０２３７－７２－４６６５ ■ＦＡＸ：０２３７－８５－００４８
■ホームページ：http://hatayado.web.fc2.com/index.html

住 所 山形県西村山郡河北町大字田井中曽根２０１

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ 体験型滞在施設 ひなの宿 ＴＥＬ：0237-85-0789

のどかな自然の中で、農業体験から収穫し
た野菜・くだものの加工などいろいろな体
験ができます。ぜひ畑宿へ、ござてけらっ
しゃい！（来てみてください！）

地域から一言

主な体験可能メニュー

山形県
河北町
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橋本荘
地元で採れた山菜、キノコを使用した、大井沢地区ならではの食
事と、朝日連峰に抱かれた山紫水明の風景を満喫してください。

代表者名 遠藤 知良

部屋数 ６室大広間１室（定員３５名）

ご予約
電話・ＦＡＸ受付
※体験受入時期：春・秋

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，８００～（税別）

旬のおいしい山菜料理と手打ちそばの宿

その他 ■チェックイン／チェックアウト：要問合せ

■農業体験

畑作業、山菜・キノコ採り、
キノコの菌打ち、薪割り
■料理体験
そば打ち

問合せ ■ＴＥＬ：０２３７－７６－２３５３

住 所 山形県西村山郡西川町大字大井沢１１８１－３

西川町のお宿のことなら右記へご連絡ください 月山朝日観光協会 ＴＥＬ：０２３７－７４－４１１９

西川町は、東北自動車道月山Ｉ．Ｃからアクセス抜群！忘れか
けた農山村の原風景を保ち続けている里があります。心が疲
れたかな？と感じたら是非西川町に来てみてください。

地域から一言

主な体験可能メニュー

山形県
西川町
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農家民宿 はちみつ屋
四季折々、その時一番旬の食材を使用した田舎料理でおもてなし。
季節の移ろいがはっきりとわかる真室川をお楽しみください。
養蜂家ならではの自家製はちみつドリンクもご賞味あれ！

代表者名 大沼 有一

部屋数 ２部屋（定員５名）

ご予約
ホームページ専用フォーム又は
電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００（税込）

その他
■チェックイン：１４時 ■チェックアウト：１０時
■体験メニューは時季により異なるため要確認 ■農業体験

山菜とり、なめこ植菌、
蜜蜂見学
■文化体験
山ぶどうストラップ作り
■自然体験
雪遊び、釣り、自然薯掘り
■料理体験
笹巻づくり、干し柿づくり

問合せ

■ＴＥＬ：０２３３－６３－２７０８ ■ＦＡＸ：０２３３－６３－２５０８
■携帯：０９０－９０３０－７１６６
■Ｍａｉｌ：info@onuma-honey.com
■ホームページ：http://onumahoney.jimdo.com/

住 所 山形県最上郡真室川町大字大沢５５９９－２

ほかにも宿あります。右記へご連絡！ 真室川町観光物産協会ＴＥＬ：０２３３－６２－２１１１

山形県
真室川町

真室川町は、豊かな山に囲まれ、伝統芸能・郷
土料理・伝承野菜など昔から受け継がれてきた
様々な文化が色濃く残る地域です。
“まだ知らない日本”を体験してみませんか？地域から一言

主な体験可能メニュー

養蜂家が営む語り合いの宿

アメニティ ：シャンプー リンス ボディソープ
※町内日帰り温泉もご案内できます。

駐車場 ：５台（冬期２台）
客室 ：８畳和室 ２部屋
ペット同伴 ：不可
体験メニュー：季節によって様々なメニューを揃えて

います。お気軽にお問い合わせください。
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農家民宿 まつ乃
当宿は山形県の北部、昔ながらの自然が残る山奥にあります。
山菜料理を食べ、野山の散策や川遊びをする・・・そんな懐かし
い「田舎」を体験してみませんか。

代表者名 佐藤清雄

部屋数 ２部屋（定員５名）

ご予約
電話受付
（平日８時～１２時）

定休日 なし

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，５００～（税込）

やまがたの田舎の風情を感じる宿

その他
■チェックイン：１５時～ ■チェックアウト：１０時

■体験メニューにつきましては、自然状況やガイドとの調整が
ございますので、事前にお問い合わせください。

■農作業体験
■投網、川漁体験
■船頭さんになってみよう
■鮭川民謡会
■自然案内
■わら細工体験
■雪遊び

問合せ
■ＴＥＬ：０２３３－５５－２１２２ （平日８時～１２時）
■ホームページ：http://matsuno-s.sakura.ne.jp/

住 所 山形県最上郡鮭川村大字川口965

鮭川村はその名のとおり、秋にはサケが遡
上する、四季折々の自然が溢れる村です！
どこか昔懐かしい・・・そんな鮭川で田舎の風
情を感じてみませんか。お待ちしてます！

地域から一言

主な体験可能メニュー

山形県
鮭川村

農業体験、投網体験、自然案内、
わら細工作り、雪遊び体験などを
組み合わせてやまがたの自然を
満喫できます。

また、体験メニュー等で収穫した
新鮮な食材をそのまま調理し召し
上がっていただくことも可能です。
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農家民宿 ふもと
朝日連峰が育てたブナの原生林の中に作った幾つかの吊り橋や小
屋。主人の初男さんは、訪れた人達にきれいな自然のめぐみを案
内、紹介してくれます。

代表者名 齋藤 初男

部屋数 ３部屋（定員１０名）

ご予約 ３日前迄に電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，０００～（税込）

☆山歩き体験ができます！☆
地元を知り尽くして磐梯朝日国立公園の管理人もつとめる
主人が山歩きを案内します。軽い山歩きから雪深い山越え
まで、親切にガイドいたします。

雄大な磐梯朝日連峰のふもと

その他
■チェックイン：１５時まで ■チェックアウト：１０時
■山歩き体験を希望する方は体験用の着衣をご持参ください。

■自然体験
山登り、
山菜採り
きのこ収穫

問合せ
■ＴＥＬ：０２３８－６７－２３０３
■メール：hatuo@ic-net.or.jp

住 所 山形県西置賜郡小国町大字五味沢３３７－１

みなさまのお越しをお待ちしております！

「白い森」と呼ばれるブナ原生林の広がる
雄大な磐梯朝日連峰のふもとにあります。
地元にこだわった民宿でくつろいでください。

主な体験可能メニュー

山形県
小国町

小国町観光大使
ワラビーマン
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農家民宿 「いろり」
昭和はじめの田舎にいるような、そんな景色を楽しんでください。
家族みんなでお待ちしております。

代表者名 伊藤 信子

部屋数 ２部屋（定員５名）

ご予約 電話受付

定休日 要問合せ

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，８００～

あったか昔語りの宿

その他 ■チェックイン：１５時～ チェックアウト：１０時

■農作業体験
山菜収穫体験

■郷土料理体験
■花笠づくり体験

問合せ ■ＴＥＬ：０２３８－７７－２６３１

住 所 山形県西置賜郡飯豊町大字岩倉５５９

飯豊町のお宿のことなら右記へご連絡！ なかつがわ農家民宿事務局 ＴＥＬ：０２３８－８７－０５２５

オーナーから
一言

主な体験可能メニュー

飯豊連峰のふもとにある農家民宿「いろ
り」。田舎に帰ったような気分で私たちと気
軽に交流しましょう。
田舎のおばあちゃんの笑顔にふれて、美
味しい山菜料理をお楽しみください。

オーナーの
伊藤さん

山形県
飯豊町
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農家民宿 いからし（本家）
飯豊連峰がよく見える古いたたずまい。心の安らぎと癒しの水車
が迎えるお宿です。

代表者名 五十嵐 あい

部屋数 ２部屋（定員５名）

ご予約 電話受付

定休日
８月１２日～１７日
１２月２８日～１月５日

料 金
大人１名 １泊２食（夕・朝）付き
￥６，８００～

水車と蛍の宿

その他 ■チェックイン：１５時～ チェックアウト：１０時 ■農業体験
山菜収穫体験
■郷土料理体験
■お手玉作り体験
■ほたる見学（７月）
■山菜の保存体験

問合せ ■ＴＥＬ：０２３８－７７－２０８８

住 所 山形県西置賜郡飯豊町大字白川８９

飯豊町のお宿のことなら右記へご連絡！ なかつがわ農家民宿事務局 ＴＥＬ：０２３８－８７－０５２５

オーナーから
一言

主な体験可能メニュー

自分で収穫した山菜や野菜は格別です。旬の味をお楽しみくださ
い。昔を思い出し、お手玉を作るもよし、自由気ままにゆっくり過ご
すもよし、田舎を満喫していただければうれしいです。

農林漁家民宿
おかあさん

100選

「いからし『本家』」は築200年
の古民家を改築した宿です。
養蚕が盛んであった時代が偲
ばれる天井が高く、広々とした
住空間は心を和ませてくれま
す。
季節の山菜や、山女魚の塩
焼きなど地域の食材を１００％
使用した料理を提供していま
す。

オーナーの
五十嵐さん

山形県
飯豊町
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