
ステイ、ノウハク。
あたらしい故郷を冒険しよう

自然豊かで開放的な農山漁村地域の「農泊」を紹介します。

「農泊」とは農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や
体験等を楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のことです。
ウィズコロナ・ポストコロナ社会の新たなニーズとして、農泊地域におけるワーケー
ション※が注目されています。
自然豊かな空間でワーケーションしつつ、農山漁村を冒険をしてみませんか！

中国四国農政局農村振興部農村計画課

令和４年３月

※テレワークを活用し、リゾート地・温泉地等で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと



ワーケーションの取組事例

県名 　　　協議会名 　　　施設名

1 鳥取県 五しの里さじ地域協議会 余戸宿（鳥取市）

2 〃 若桜谷活性化協議会 古民家太田邸（八頭町）

3 〃 南部町農泊推進協議会 緑水園　虹の村バンガロー（南部町）

4 〃 　　　〃 てま里（南部町）

5 島根県 水の都まつえ観光魅力化協議会 SUETUGU（松江市）

6 〃 石見銀山代官所跡周辺域活性化協議会 他郷阿部家（大田市）

7 奥出雲町農泊推進協議会 三井野原ガーデン（奥出雲町）

8 〃 邑南町田舎ツーリズム推進研究会 ゲストハウスエキノマエ（邑南町）

9 〃 島泊推進協議会 B&Bあとど（海士町）

10 岡山県 あば村農泊推進機構 もえぎの里あば交流館（津山市）

11 〃 　　　〃 阿波森林公園バンガロー（津山市）

12 〃 白石島農泊推進協議会 白石島国際交流ヴィラ（笠岡市）

13 〃 東粟倉農泊推進協議会 FARM RESORT あわのわ（美作市）

14 広島県 倉橋交流拠点構想推進協議会 シーサイド桂ヶ浜荘（呉市）

15 〃 　　　〃 SEESEASON（呉市）

16 〃 上下まちづくり協議会 泊まれる町屋 天領上下（府中市）

17 〃   〃 自然の森M.G.ユースホステル（府中市）

18 〃   〃 矢野温泉公園四季の里トレーラーハウス（府中市）

19 山口県 あとうスロー・ツーリズム推進協議会 自然満喫型ゲストハウス 郷（山口市）

20 〃 ながとふるさと体験受入協議会 ゲストハウスねる山（長門市）

21 徳島県 いろどり山Mass Compass協議会 月ヶ谷温泉村キャンプ場 パンゲアフィールド（上勝町）

22 香川県 讃岐広島・小手島・手島活性化協議会 尾上邸（丸亀市）

23 〃 さぬき市津田地区漁業活性化協議会 まち宿AETE（さぬき市）

24 〃 　　　〃 アール・ヴィラさぬき津田（さぬき市）

25 〃 みとよニューツーリズム推進協議会 Kanran（三豊市）

26 〃 　　　〃 燧-Hiuchi-（三豊市）

27 〃 　　　〃 Latoile（三豊市）

28 高知県 一般社団法人黒潮町観光ネットワーク ネスト･ウエストガーデン土佐（黒潮町）



【五しの里さじ地域協議会 （鳥取県・鳥取市） 】

余戸宿

外観

■仕様
（最大収容人数4人）個室１部屋 その他１部屋、
浴室・トイレ（共用） ワーク用机・椅子 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 炊飯器

■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～ （子ども）3,500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／現金、PayPay
予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 鳥取県鳥取市佐治町余戸392番地 JR鳥取駅より自動車約５０分
電話 080-5440-1794 URL https://sonmintyoumin.wixsite.com/yodoya

★体験プログラム
シャワークライミング・リバートレッキング 佐治ダムサップ
間伐体験 受入可能人数5人／回 各5,000円～／１人
（近隣施設での体験）
星空観察体験
因州和紙紙すき体験（うちわ・はがき）
受入可能人数要相談／回 330円～／１人

室内の写真

間伐体験風景



【若桜谷活性化協議会 （鳥取県・八頭町）】

外観

■仕様
一軒家貸切 ６部屋 最大収容人数20人 浴室・トイレ（個
別） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン 冷暖房
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
施設利用料 60,500円（平日）～
1泊2日／１人 11,000円（平日）～
駐車場有／無料 食事提供／有
自炊の可否／否 長期滞在／否
支払方法／クレジット不可 予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 鳥取県八頭郡八頭町富枝３８ 若鉄鉄道 丹比駅から徒歩７分
電話 0858-71-0736 URL https://ootatei.jp/

★体験プログラム
・そうめん流し体験 長さ15mの巨大なそうめん流し 受入
可能人数20／回
・「ひとつ山」トレッキング体験 標高約200mのトレッキング
入門 受入可能人数20／回 他２メニュー
※施設全棟利用者限定、体験料は要相談

会議室として利用できる多目的ホール

古民家 太田邸

レンタルスペース



【南部町農泊推進協議会 （鳥取県・南部町） 】

緑水園 虹の村バンガロー

外観

緑水園 本館

緑水湖

■仕様（虹の村バンガロー）
一軒家貸切平屋（３棟） 最大収容人数10名 一軒家
貸切２階（４棟） 最大収容人数8名個室
２ベット トイレ テーブル 椅子 テレビ ビデオ
冷蔵庫 炊飯器 ポット 調理器具 電子レンジ
ガスコンロ 鍋類一式 食器類一式
洗濯機（洗剤なし） ドライヤー 無線LAN
※浴室は本館大浴場が利用できます。

■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棟 ４人まで15,600円 ＋1名ごとに3,900円
日帰り／１棟 ４人まで7,000円 ＋1名ごとに1,750円

〇所在地
住所 鳥取県西伯郡南部町下中谷606 JR米子より自動車30分
電話 0859-21-1527 URL www.town.nanbu.tottori.jp/ryokusuiko/nijinomura

★体験プログラム
・BBQ他

当初、1事例の写真の提供をお願いしてお
りましたが、緑水園も併せて紹介する必
要がありましたら、写真等の提供をお願
いします。



【南部町農泊推進協議会 （鳥取県・南部町） 】

てま里

外観

ワークスペース

サイクリング体験

■仕様
個室２部屋 最大収容人数６人 その他１部屋 最大収容
人数８名 浴室・トイレ（共用） ワーク用机・椅子 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

■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／１人 8,200円～ 10,500円～ 3,500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／クレジット可 予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 鳥取県西伯郡南部町天萬897 JR米子より自動車約15分
電話 0859-21-1527 URL https://temari.tottori.jp/stay/

★体験プログラム
・キノコの植菌と収穫体験 里山ならではの原木シイタケ収穫
受入可能人数10人／回 1,500円／１人

・サイクリング体験 電動自転車で里山散策
受入可能人数要相談／回 1,500円／１人
他８メニュー



【水の都まつえ観光魅力化協議会 （島根県・松江市）】

外観

■仕様
個室 １部屋 最大収容人数6人 浴室・トイレ（共用）
ワーク用机・椅子 無線LAN レンタルプリンター
キッチン 冷暖房 冷蔵庫 電子レンジ ドライヤー

■アメニティ
お風呂セット（近隣の日帰り温泉チケット付き）
バスタオル ミネラルウォーター

■料金等
1泊2日／１部屋
20,000円（1～2名） 24,000円（3名/1人あたり8,000円）
28,000円（4名/1人あたり7,000円） 32,000円（5名/1人あ
たり6,400円） 36,000円（6名/1人あたり6,000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 島根県松江市末次町5 JR松江駅から車で8分
電話 0852-67-1699 URL suetugu.info@gmail.com

★体験プログラム
・チェリートマト収穫体験
受入可能人数20／回 1,000円／１人
・島デイキャンプ体験 無人島で日帰りキャンプ体験
受入可能人数10／回 3,000円／１人
他２メニュー有

シェアオフィス

宍道湖の夕景

ＳＵＥＴＵＧＵ



【石見銀山代官所跡周辺域活性化協議会 （島根県・大田市）】

外観

■仕様
３部屋 最大収容人数10人 浴室（個別・共用）
トイレ（共用） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン
冷暖房 テレビ 冷蔵庫 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 50,000円～ 駐車場有／無料
食事提供／有 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等可ワークスペース

他郷阿部家

〇所在地
住所 島根県大田市大森町ハ159-1
電話 0854-89-0022 URL https://kurasuyado.jp/

★体験プログラム
・石見銀山・伝建地区町歩き

受入可能人数５／回 1,000円／１人

石見銀山の町並み



〇所在地
住所 島根県仁多郡奥出雲町八川2915-2 JR三井野駅より徒歩約5分
電話 090-9309-5904(須山）/0854-54-2260（奥出雲町観光協会）
URL https://okuizumo.org/jp/guide/detail/2134/

【奥出雲町農泊推進協議会 （島根県・奥出雲町） 】

三井野原ガーデン

室内

室内の写真

原口鉄穴残丘

■仕様
一軒家貸切 最大収容人数６人 個室（和室）1部屋
ロフトあり 浴室・トイレ（共用） 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

■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／11,000円（大人1～3名まで）
※4名から1名につき3300円
（小学生以上同額未就学児無料）
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等可

★体験プログラム
家主や地域の農家が育てた野菜の収穫を体験
いただけます。
野菜は一年を通して収穫いただけます。



【邑南町田舎ツーリズム推進研究会 （島根県・邑南町）】

外観

■仕様
３部屋 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 レンタルプリンター キッチン
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

■料金等
1泊2日／１人 3,000円～ 駐車場有／無料
食事提供／無 自炊の可否／可 長期滞在／要相談
支払方法／クレジット不可 予約方法／OTA等可

〇所在地
住所 島根県邑智郡邑南町矢上3929-1
電話 070-7564-1754 URL ekinomae.com/

★体験プログラム
・水稲栽培体験（冬季以外）
・椎茸狩り体験（春季秋季限定）
受入可能人数５／回 2,000円／１人
他８メニュー有

ワークスペース

ゲストハウス エキノマエ

寝室の様子



【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



【あとうスロー・ツーリズム推進協議会 （山口県・山口市） 】

自然満喫型ゲストハウス 郷 ～sato～

室内

■仕様
個室２部屋 和室1部屋 最大収容人数７人
浴室・トイレ（共用） ワーク用机・椅子 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

■アメニティ
タオル ボディソープ シャンプー リンス 洗剤

■料金等
1泊2日／１人 3,500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・電子決済可
予約方法／電話・メール等

〇所在地
住所 山口県山口市阿東徳佐上３４０-２番地 JR船平山駅より自動車約５分
電話 0９０－７８９８－７１９２ URL https://www.guesthousesato.com

★体験プログラム
・野菜収穫体験 採れたて野菜でBBQ（実費）
受入可能人数10人／回 1,500円／１人
・サイクリング体験 バンブーバイクで里山散策
受入可能人数要相談／回 2,000円／１人
他８メニュー

バンブーバイク体験

ＢＢＱ
収穫体験

外観



【ながとふるさと体験受入協議会 （山口県・長門市）】

外観

■仕様
７部屋 最大収容人数20人 トイレ（共用） 簡易キッチン
冷暖房 テレビ 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ

■料金等
1泊2日／１人 3,000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／クレジット不可、現金
予約方法／自社HP、楽天トラベル

〇所在地
住所 山口県長門市俵山5150 JR長門湯本よりサンデン交通バス俵山温泉停より徒歩5分
電話 0837-29-5000 URL https://www.guesthouse-neruyama.com/

★体験プログラム
・俵山そば打ち体験 俵山の名水で育ったそば粉を使い、
打ち立てを「ざるそば」にして味わいます
受入可能人数12人／回 2,000円／１人
他5メニュー

施設内のワークスペース

市内にある元乃隅神社

ゲストハウスねる山



【いろどり山Mass Compass協議会 （徳島県・上勝町） 】

外観

上勝町風景（いろどり橋）

月ヶ谷温泉村キャンプ場 パンゲアフィールド

ワークスペースとして利用可能なフリースペース

■コテージ仕様
４部屋 最大収容人数24人（各部屋6名×4部屋）
浴室・トイレ（個別） 机 無線LAN ミニキッチン 冷暖房
テレビ 冷蔵庫

■アメニティ
タオル・歯磨きセット（各販売）

■料金等
1泊2日／１人 4,000円～（大人） 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／OTA等可

〇所在地
住所 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字川北4番地
電話 0885-46-0371 URL http://www.k-pangaea.com/

★体験プログラム
・Moon Shot プログラム（学校研修プログラム）
上勝町の地域資源から持続可能な町づくりについて学ぶ
教育旅行プログラム
受入可能人数最大80名／回 料金は問い合わせ対応
・Ｍａｓｓ Compassプログラム（企業研修プログラム）
上勝町の地域創生ブランドを活用し新価値創造力、チーム
ビルド、コミュニケーション能力等を養う企業研修プログラム
受入可能人数最大80名／回 料金は問い合わせ対応



【讃岐広島・小手島・手島活性化協議会 （香川県・丸亀市） 】

尾上邸

外観

室内の写真

登山体験

■仕様
個室２部屋【その他3部屋】 最大収容人数5人 浴室・トイ
レ（専用） 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

■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／１人 10000円（小学生以下半額、3人以上で10％
引き） 駐車場有／無料 食事提供／仕出し弁当or調理体験
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or 自社HPより

〇所在地
住所 香川県丸亀市広島町立石443 丸亀港から高速艇で20分、江の浦港より自動車5分
電話 0877-29-2332（NPO石の里広島） URL https://onoetei.wixsite.com/official

★体験プログラム
・漁師体験 島の漁師と海へ！ 受け入れ可能人数 4人/
回 30,000円/1組 所要3時間程度
・採石場見学 そびえたつ石壁の迫力を味わう 受入可能
人数要相談／回 1000円／１人 所要1時間程度
他４メニュー



【さぬき市津田地区漁業活性化協議会 （香川県・さぬき市）】

外観

■仕様
一軒家貸切 ３部屋 最大収容人数８人 浴室・トイレ（共
用） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン 冷暖房
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

■料金等
1泊2日／１人 9,000円～(2人目以降は＋3,000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／OTA等可

〇所在地
住所 香川県さぬき市津田町津田737 JR讃岐津田より徒歩約10分
電話 080-8638-4528 URL https://machiyado-aete.studio.site/ 

ワークスペース

宿泊施設の近隣の風景

まち宿ＡＥＴＥ



【さぬき市津田地区漁業活性化協議会 （香川県・さぬき市） 】

外観

〇所在地
住所 香川県さぬき市津田町鶴羽2837-1 JR鶴羽より徒歩約10分
電話 080-2987-7828 URL https：//www.r-villa.jp/

ワークスペース

アール・ヴィラ さぬき津田

■仕様
一軒家貸切 ２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 キッチン 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

■料金等
1泊2日／１人 26,000円～(2人目以降は＋7,000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／OTA等可

一面のオーシャンビュー



【みとよニューツーリズム推進協議会 （香川県・三豊市）】

外観

■仕様
一軒家貸切 ２部屋 最大収容人数８人 浴室・トイレ
（個別） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン
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

■料金等
1泊2日／１人 12,000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／OTA等可

〇所在地
住所 香川県三豊市詫間町積１００３-１ JR詫間駅より車で約15分
電話 0875-83-5651 URL http://kanran.jp/

★体験プログラム
・地域食アテンダント 地元の食材を活用した食事づく
り体験 5,000円～
・ガイドツアー クルーザーをチャーターした島巡り、
森歩きなど 6,000円～

施設近くの紫雲出山山頂から多島美

Kanran

瀬戸内海が一望できるワークスペース



【みとよニューツーリズム推進協議会 （香川県・三豊市）】

外観

燧-Hiuchi-

ワークスペースとして利用可能なオープンデッキ

■仕様
一軒家貸切 ２部屋 最大収容人数６人 浴室・トイレ
（個別） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン
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

■料金等
1泊2日／１人 12,000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／OTA等可

〇所在地
住所 香川県三豊市詫間町大浜甲２１４４-４ JR詫間駅より車で約20分
電話 0875-83-5651 URL http://hiuchi-rc.com/

★体験プログラム
・地域食アテンダント 地元の食材を活用した食事づく
り体験 5,000円～
・ガイドツアー クルーザーをチャーターした島巡り、
森歩きなど 6,000円～

瀬戸内クルージングツアー



【みとよニューツーリズム推進協議会 （香川県・三豊市）】

外観

Latoile

ワークスペースとして利用可能なデッキ

■仕様
一軒家貸切 ３部屋 最大収容人数６人 浴室・トイレ（個
別） ワーク用机・椅子 無線LAN キッチン 冷暖房
冷蔵庫 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 歯ブラシ

■料金等
1泊2日／１人 12,000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／OTA等可

〇所在地
住所 香川県三豊市高瀬町下麻２７２-１ JR高瀬駅より車で約10分
電話 0875-83-5651 URL http://latoile.jp/

★体験プログラム
・地域食アテンダント 地元の食材を活用した食事づくり体
験 5,000円～
・ガイドツアー クルーザーをチャーターした島巡り、森歩き
など 6,000円～

里山ハイキング



【（一社）黒潮町観光ネットワーク （高知県・黒潮町）】

外観 客室

■仕様
15部屋 最大収容人数63人 浴室・トイレ（個別・共
用） ワーク用机・椅子 無線LAN 冷暖房 洗濯機
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 7,733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 (コミュニティールーム）

大方ホエールウォッチング

ネスト・ウエストガーデン土佐

〇所在地
住所 高知県幡多郡黒潮町入野184 土佐くろしお鉄道土佐入野駅より徒歩約８分
電話 0880-43-0101 URL http://www.nest-wgt.jp 

★体験プログラム
・ホエールウォッチング
漁船に乗ってニタリクジラやイルカを見に行くツアー
受入可能人数12名／隻 6,000円／１人

・天日塩づくり
風と太陽の力を借りて完全天日塩を作る過程を体験
します。
受入可能人数40名／回 2,000円／１人
他８メニュー





農泊

〒700-8532
岡山県岡山市北区下石井１丁目４番１号
中国四国農政局農村振興部農村計画課

電話 086-224-4511(代表)
FAX 086-227-6659


