
【島泊推進協議会 （島根県・海士町）】

外観

■仕様
個室 ６部屋 最大収容人数７人 浴室（個別） トイレ（個
別・共用） ワーク用机・椅子 無線LAN 冷暖房 テレビ
冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ ドライヤー

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤 歯ブラシ
浴衣

■料金等
1泊2日／１人 8,580円～ 駐車場有／無料
食事提供／朝食可 自炊の可否／否 長期滞在／可
支払方法／クレジット可 予約方法／自社ＨＰ、OTAのみ

〇所在地
住所 島根県隠岐郡海士町福井９６８-５ 菱浦港から徒歩5分
電話 08514-2-2322 URL https://oki-ama.org/bbatodo/

★体験プログラム
・夜間の神社参拝 受入可能人数20名／回 3,000円／１人
・アマリウム（貝殻等を使ったキャンドル作り）
受入可能人数5／回 1,000円／１人

Ｂ＆Ｂあとど

ワークスペースからの眺め

室内



【あば村農泊推進機構 （岡山県・津山市）】

外観

■仕様
個室 5部屋 最大収容人数30人 浴室・トイレ（個別）
ワーク用机・椅子 無線LAN 冷暖房 テレビ 冷蔵庫
ドライヤー

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤 歯ブラシ
浴衣

■料金等
1泊2日／１人 8,000円～ 駐車場有／無料 食事提供／有
自炊の可否／否 長期滞在／可 支払方法／クレジット可
予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 岡山県津山市阿波1200 中国自動車道津山ICから約35分
電話 0868-46-7111 URL http://abamura.com/sanpo/yado-onsen 

★体験プログラム
・木工体験 木工体験（椅子など）
受入可能人数5人／回 1,000円～／１人
・蕎麦打ち体験 阿波産の蕎麦で蕎麦打ち体験
受入可能人数4組／回 4,000円／１組
他２メニュー

和室内のワークスペース

もえぎの里 あば交流館

温泉を併設



【あば村農泊推進機構 （岡山県・津山市）】

外観

■仕様
個室 5棟 最大収容人数30人 浴室・トイレ（個別）
ワーク用机・椅子 キッチン テレビ 冷蔵庫 炊飯器
電子レンジ、ファンヒーター、電気こたつ 扇風機
電気掃除機 ドライヤー

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤 歯ブラシ
等は持参してください。

■料金等
1泊2日／１棟 12,500円～ 駐車場有／無料
食事提供／無 自炊の可否／可 長期滞在／可
支払方法／クレジット不可 予約方法／OTA等不可

〇所在地
住所 岡山県津山市阿波3108-4 中国自動車道津山ICから約45分
電話 0868-46-2077 URL https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=2529 

★体験プログラム
・渓流釣り 大人3,700円/1日、女性・子ども1,900円（道具別）
魚のつかみ取り 2,500円～/㎏
・サウナ体験 テントサウナ貸出料金15,000円～
一式（サウナテント、薪ストーブ、ベンチ他）
他２メニュー

バンガロー内の様子

渓流釣り

阿波森林公園バンガロー



【白石島農泊推進協議会 （岡山県・笠岡市）】

外観

■仕様
個室 ５部屋(内、１部屋が和室) 最大収容人数10人
浴室・トイレ（共用） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン
オーブンレンジ 電子ケトル 炊飯器 冷暖房 冷蔵庫
洗濯機、電子レンジ ドライヤー

■アメニティ

タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗濯洗剤
■料金等

1泊2日／１人 4,500円～ 駐車場／無 食事提供／無
自炊の可否／可 長期滞在／可 支払方法／クレジット可
予約方法／OTA等可

〇所在地

住所 岡山県笠岡市白石島317
JR笠岡駅から徒歩５分の定期客船乗り場（住吉港）から白石島行の定期船に乗船し、約３５分。

電話 080-3838-7898 URL https://www.shiraishiisland.com

★体験プログラム
・桑の実収穫体験 桑の茶摘み体験
受入可能人数各10／回 3,000円／１人
他２メニュー

施設内のワークスペース

白石島国際交流ヴィラ

ワークスペースとして利用可能なオープンデッキ



【東粟倉農泊推進協議会 （岡山県・美作市） 】

FARM RESORT あわのわ 一棟貸しの宿 福屋

外観

室内の写真

グランピング体験

■仕様
民家１棟貸し切り 部屋：和室３部屋（ふすま仕切り）
最大収容人数10人 その他受付施設あり（会議利用可）
宿泊棟：無線LAN キッチン 冷暖房 冷蔵庫 洗濯機
電子レンジ ドライヤー 浴室・トイレ 掘りごたつ
受付棟：無線LAN ワーク用机・椅子

■アメニティ
ボディソープ シャンプー リンス

■料金等
1泊2日／１人 4,950円～ 駐車場有／無料
食事提供／可 自炊の可否／可 長期滞在／可
支払方法／現金・振込 予約方法／直予約・OTA等可

〇所在地
住所 岡山県美作市後山1431-1 智頭急行大原駅より自動車約１０分
電話 090-1181-7851 URL https://awano-wa.com/

★体験プログラム
・グランピング体験 宿の裏庭のグランピングスペースで
バーベキューやたき火体験など
・地域内でできる魚のつかみどりや農業体験などで収穫
した農産物も調理可
受入可能人数10人／回 1,000円～／１人
他８メニュー



【倉橋交流拠点構想推進協議会 （広島県・呉市）】

外観

■仕様
個室 ８部屋 最大収容人数40人 浴室（共用）
トイレ（個別・共用） ワーク用机・椅子 無線LAN
冷暖房 テレビ 冷蔵庫 洗濯機 ドライヤー

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤
歯ブラシ 浴衣

■料金等
1泊2日／１人 8,000円～ 駐車場有／無料
食事提供／有 自炊の可否／否 長期滞在／可
支払方法／クレジット可 予約方法／OTA等可

■ワークスペース利用
ドロップイン利用
3時間以内1000円、3時間以上2000円
※どちらもワンドリンク付き
※月額利用も可能。ご相談ください。

★体験プログラム
・倉橋をめぐる食育ツアー
倉橋の生産者を訪ね、食材を自分たちで調達、
各宿泊施設で地元の食にかかわるコーディネー
ターの指導を受け、自分たちで調理。できたもの
を絶景を眺めながらアウトドアディナー
受入可能人数10／回 10,000円／１人
他３メニュー

〇所在地
住所 広島県呉市倉橋町才ノ木576-7

JR呉駅より広電バス乗車、桂浜温泉館行「桂浜温泉館」下車（約１時間）
電話 0823-53-0231 URL https://katsuragahamaso.com/

シーサイド桂ヶ浜荘

ワークスペース



【倉橋交流拠点構想推進協議会 （広島県・呉市）】

外観

■仕様
一軒家貸切 ３部屋 最大収容人数10人 浴室・トイレ（個別）
ワーク用机・椅子 無線LAN プロジェクター キッチン
冷暖房 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ ドライヤー

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤 歯ブラシ

■料金等
1泊2日 3５,000円（平日）～ 駐車場有／無料
食事提供／無 自炊の可否／可 長期滞在／可
支払方法／現金、キャッシュレス決済
予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 広島県呉市倉橋町才ノ木171-8

JR呉駅より広電バス乗車、桂浜温泉館行「桂浜温泉館」下車（約１時間）
電話 080－633-1112 URL https://see-season.com/

★体験プログラム
・マリンレジャー各種 ＳＵＰ、カヤック等のレンタル
受入可能人数10／回 3,000円／１人

手ぶらでマリンスポーツ体験

ＳＥＥ ＳＥＡ ＳＯＮ

ワークスペース



【上下まちづくり協議会（広島県・府中市） 】

泊まれる町家 天領上下

外観

室内の写真

まちあるきガイドの様子

■仕様
個室３部屋 最大収容人数14人 共有スペース1部屋
シャワー・トイレ（共用２） キッチン無線LAN 冷暖房
冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ ドライヤー

■アメニティ
（無料）バスタオル フェイスタオル 浴衣 足袋
ソックス 歯ブラシセット 髭剃り（有料）

■料金等
50,000円/棟 8,000円/部屋
共有スペース 2時間1,000円
駐車場有／無料 食事提供／無 自炊の可否／可
長期滞在／可 支払方法／クレジット可
予約方法／電話・HPから

〇所在地
住所 広島県府中市上下町上下1003 JR上下駅より徒歩10分
電話 0847-54-2468 URL https://jogeyado.com

★体験プログラム
・まちあるきガイド 3,500円/20名迄・2時間
・レンタサイクル 100円/日



【上下まちづくり協議会（広島県・府中市） 】

自然の森Ｍ.Ｇ.ユースホステル

外観

室内の写真

■仕様
個室７部屋 最大収容人数２０人 共有スペース・台所・
執務室、浴室（温泉）２ トイレ（男女・各２）
無線LAN 冷暖房 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ ドライヤー

■アメニティ
（有料）タオル、浴衣、歯ブラシセット

■料金等
4,100円/大人・素泊まり 執務スペース 2時間1,000円
駐車場有／無料 食事提供／有（有料） 長期滞在／可
支払方法／現金 予約方法／電話

〇所在地
住所 広島県府中市上下町矢野470-1 
中国横断自動車道 尾道松江線 世羅ICから車で約20分
電話 0847-62-3244 URL http://wp1.fuchu.jp/~mgyh/

★体験プログラム
・ピザづくり体験 2名以上・ひとり1,500円/90分 要予約

ピザづくり体験



【上下まちづくり協議会（広島県・府中市） 】

矢野温泉公園四季の里トレーラーハウス

外観

室内の写真

■仕様
ワーケーション １室（3名まで）
無料サービス：Wi-Fiルーター貸出、E-bikeレンタル・
コーヒーメーカー（カプセル式）は2022年3月31日迄無料
有料サービス：コインシャワー、弁当デリバリー

■料金等
利用時間：9：00～16：00 料金は府中市観光協会ホーム
ページにてご確認ください

■定休日 /毎週水曜日 （水曜日が祝日の場合はその翌日）

〇所在地
住所 広島県府中市上下町字矢野691-2
中国横断自動車道 尾道松江線 世羅ICから車で約20分
電話 0847-62-4990 URL https://fuchu-kanko.jp/recommended/recommended-3469

★体験プログラム
・E-bikeレンタル 無料（2022年3月31日迄、以降は1日
1,000円）
・蕎麦打ち体験（1～10名）/3,500円（1鉢5人前）
・ピザづくり体験/窯使用料5,000円、ピザ（1枚）1,200円

E-bikeレンタル


