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おばあちゃん家のような
懐かしさを感じる場所
小さな橋を渡ると現れる、静かで素朴な趣の古
民家。広 と々した庭でBBQが楽しめます。川に降
りて遊んだり、近くの森で昆虫採集したりできる
ので、お子さまたちに喜ばれること間違いなし。
庭を独り占めできるから、ペットものびのび楽し
めるのも魅力のひとつです。

こむかい山荘
住所：檜原村 南郷 1088
電話番号：042-598-6104
営業時間：10：00 ～ 15：00
定休日：不定休　駐車場：20 台　
収容人数：2 ～ 20 名（冬は 1 名可）
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檜原村の四季を感じながら
BBQを楽しめる貴重な場
屋根付きスペースでのんびりしたり、川泳ぎを楽し
んだりお好みの過ごし方ができます。夏場でも日
陰が多く、日差しが強い日でも1日楽しく過ごせま
す。また、川沿いを彩る紅葉を眺めながら楽しむ
BBQもおすすめ。冬場も営業しているので、1年を
通して思い立ったら即訪れて。　

北秋川の魅力がたっぷり
広 と々した雰囲気を楽しむ
四季折々の風情を感じられるのは、北秋川渓
谷の恵みを活かした施設ならでは。丸太で作
られた迫力あるテーブルが設置されたBBQハ
ウスのほか、バンガロー、ロッジ、オートキャン
プでのＢＢＱも楽しい。キャンプファイヤーや
花火などもOKなので、仲間たちとわいわい過
ごすのにもぴったり。

　施設設備案内

初心者でも安心
清らかな渓流で釣りを楽しむ
渓流釣り初心者でも安心して楽しめる釣場。清
らかで冷たい北秋川の支流・神戸川で育った魚
は味のよさで定評あり。川のせせらぎと風が心
地よいBBQハウスで、その場で釣果を味わえる
のも醍醐味です。併設された食堂「くうべえ屋」
もお食事処として人気。マスの塩焼き定食もご
ざいます。

檜原村神戸国際マス釣場
住所：檜原村 神戸 3387
電話番号：042-598-0132
営業時間：8：00 ～ 16：00
定休日：無休（4 月～ 10 月）水曜（11
月～ 3 月）※水曜が祝日の場合は営業              
駐車場：50 台（大型バス可）
収容人数：1 ～ 200 名
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緑豊かな林道沿いに
さまざまな施設が点在
パワースポットとして有名な神戸岩へと続く林道
にロッヂやキャビン、バンガロー、山荘、テントサ
イト、BBQスペースなどさまざまな施設が点在。
遊漁券を購入すれば、敷地内を流れる赤井沢で
ヤマメやハヤなどの釣りも可能。夏はホタルや星
座の鑑賞、秋は紅葉狩りなど、檜原村の自然を
体感できます。

話題のグランピングで
おしゃれにアウトドアを
山をひな壇式に切り拓いたキャンプ場。テント
サイトと、いま話題のグランピングが楽しめる
注目の施設。ベルテントや天蓋付きジャグジー
などを備え、おしゃれな雰囲気でアウトドア初
心者にも大人気。広 と々したリビングのような
BBQテラスではワンランク上のBBQ体験がで
きます。

広大な敷地でゆとりある
アウトドア体験を
約3300㎡の広大な敷地を有する、昭和40年開
業の老舗キャンプ場。気軽な日帰りBBQから
オートキャンプ、コテージやバンガローでの宿泊
まで、用途に合わせて活用できます。直火の焚
火ができるのもめずらしく喜ばれています。

小川が隣接する
隠れ家的スポット
眼下に広がる小さな滝のマイナスイオンパワー
をたっぷり浴びながらのBBQはいかが？BBQ
スペースはすべて屋根付きで天候を気にせず
楽しめるのもうれしいポイント。滝の近くで泳
いだり、川あそびもできます。まずはお気軽に
電話で問い合わせてみてください。
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川あそびのあとは
天然温泉で癒しのひととき
地元民にも愛されている日帰り温泉施設「数馬
の湯」の利用者のみが使用できる屋外施設。静
かな南秋川のせせらぎでの川あそび、BBQのあ
とに露天風呂やジャグジーで疲れを癒せるのは
温泉施設ならでは。1日1組の利用なので、気兼
ねなくゆったりと過ごせます。
※入浴・トイレは「数馬の湯」にてご利用できます。

静寂な山間に佇む
可愛らしいコテージ村
山間に佇む可愛らしいコテージ村は、その静けさ
が自慢。ふもとの北秋川近くに建てられた屋根
付きBBQハウスは夜10時までの利用が可能なの
で、仲間たちとしみじみとしたひとときを。 隣接
する養魚センター「トラウトファーム秋川」で釣っ
た魚を持ち込んで楽しみましょう。 ※入浴設備
は温水シャワーになります。※ペット要相談

木の温もりに包まれて
都会の喧騒を忘れる
林業家が営むちょっとワイルドなログハウスで
す。木のかぐわしさや温もりを体感できる4棟
のコテージがあり、川あそびやBBQ、いろり体
験、キャンプファイヤーなどさまざまなアクティ
ビティが楽しめます。子ども会にも最適。石窯を
使ったピザ造りにもチャレンジ！（別料金）

檜原村の玄関口にあり
利便性と景観がバツグン！
檜原村の玄関口にある立地のよさに加え、バンガ
ローやキャンプ施設も充実。河原での魚釣りから
檜原名物・鬼切石からの飛び込みなど大胆に遊べ
る一方、お子さまも安全に遊べる浅瀬もある好立
地。ご主人がテントの立て方などを教えてくれる
ので、キャンプ初心者も安心です。
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日帰りBBQ可

川遊び　　　

釣り堀

※川釣りするには「秋川漁業協同組合指定遊漁証」が必要になります。
　詳しくは秋川漁業協同組合（TEL:042-596-2215）までお問い合わせください。
※ペットの宿泊など詳細につきましては、施設まで直接お問い合わせください。

用品レンタル

洋式トイレ　　　

和式トイレ　　　

入浴施設　　

宿泊施設

ペット可

バーベキュー場 谷合
住所：檜原村 上元郷 395
電話番号：042-598-0017
営業時間：9：00 ～ 18：00
定休日：無休　駐車場：40 台
収容人数：200 名

清水苑キャンプ場
住所：檜原村 下元郷 27
電話番号：042-598-0254
　　　　　090-4092-6340
営業時間：8：00 ～ 17：00
定休日：不定休（冬期休業 11 月～ 4 月）
駐車場：15 台　収容人数：1 ～ 30 名
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数馬の湯 川遊び広場
住所：檜原村 数馬 2430
電話番号：042-598-6789
営業時間：9：30 ～ 16：00
定休日：月曜（祝日の場合は翌日）　
駐車場：20 台　収容人数：4 ～ 20 名

  Map-b-4

ひのはら緑の休暇村 
フォレスティングコテージ
住所：檜原村 本宿 729
電話番号：042-598-0052
営業時間：8：00 ～ 20：00　利用時間：チェックイン 14：
00 ／チェックアウト11：00　定休日：不定休（冬期休業 1
月～ 3 月）　駐車場：10 台　収容人数：3 ～ 50 名

ひのはら緑の休暇村 
フォレスティングコテージ
住所：檜原村 本宿 729
電話番号：042-598-0052
利用時間：チェックイン 14：00 ／チェックアウト11：00
定休日：不定休（冬期休業 1 月～ 3 月）
駐車場：10 台　収容人数：3 ～ 50 名
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ロッヂ神戸岩
住所：檜原村 神戸 8034-2
電話番号：042-598-1029
営業時間：9：00 ～ 18：00
定休日：不定休（冬期休業 12 月上旬～
3 月中旬）
駐車場：40 台　収容人数：1 ～ 130 名

  Map-c-1

8

4

お子さまも安心な河原で
のんびり自然を満喫
秋川の河原を活かした施設は、川のせせらぎ、
鳥のさえずり、清流の川音…奥多摩の自然をと
ことん満喫できます。ヤマメとニジマスが泳ぐ
釣り堀のほか、夏場は川をせきとめて川魚のつ
かみ取りも可能。流れがゆるやかな浅瀬なの
で、お子さまも安心して自然体験ができます。

トラウトファーム秋川
住所：檜原村 樋里 4426
電話番号：042-598-0204
営業時間：8：00 ～ 17：00
定休日：不定休
駐車場：12 台
収容人数：約 50 名
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北秋川の清流を活かした
老舗キャンプ場内の釣り堀
檜原村の名所・神戸岩近くにある創業50年余
の老舗キャンプ場内の釣場。ニジマスとヤマメ
で分けられた2つの池では小さなお子さまも安
心して楽しめます。釣った魚は持ち帰るのはも
ちろん、敷地内の食堂で塩焼きにしてもらうこ
ともできます。

神戸園マス釣場（神戸園内）
住所：檜原村 神戸 8018
電話番号：042-598-0107
営業時間：9：00 ～ 17：00
定休日：不定休（冬期休業 12 月～ 3 月）
駐車場：30 台
収容人数：1 ～ 20 名
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BBQ レンタル 入浴川遊 洋WC 宿泊釣り 和WC ペット
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BBQ

川遊

釣り

レンタル

洋WC

和WC

入浴

宿泊

ペット

ふれあい広場
住所：檜原村 三都郷 3186
ご予約（web のみ）：
http://fureaihiroba.tokyo/
営業時間：9：00 ～ 18：00
定休日：無休　
駐車場：15 台　収容人数：9 名
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田舎っぽう 柚子の木
住所：檜原村 神戸 8016
電話番号：090-1604-5545
利用時間：日帰り BBQ（12：00 ～ 17：00）宿泊
BBQ（チェックイン 13：00 ／チェックアウト 10：
30） 　定休日：不定休（冬期休業 12 月上旬～ 3 月
中旬）　駐車場：7 台　収容人数：1 ～ 10 名
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神戸園
住所：檜原村 神戸 8018
電話番号：042-598-0107
営業時間：9：00 ～ 17：00
定休日：不定休（冬期休業 12 月～ 3 月）　
駐車場：30 台
収容人数：1 ～ 80 名
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奥秋川ビレッジ
住所：檜原村 樋里 8902-1
電話番号：090-6188-4578 ／ 042-598-1234
営業時間：8：00 ～ 22：00
利用時間：チェックイン 14：00 ／チェックアウト11：00
定休日：不定休（冬期休業 12 月～ 2 月）
駐車場：18 台　収容人数：2 ～ 62 名
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北秋川自然休暇村
住所：檜原村 樋里 9031-1
電話番号：090-2330-9031
営業時間：10：00 ～ 18：00
利用時間：チェックイン 13：00 ／チェックアウト10：00
定休日：月・火曜日（冬期休業 12 月～ 3 月）
駐車場：40 台（大型バス可）収容人数：2 ～ 80 名
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野菜の収穫体験もできる
家族向けキャンプ場
敷地内は広々としていて宿泊コテージやオート
キャンプ場も充実。季節ごとに表情を変える山
並み、裏山を登った一角に祀られた南郷神社か
ら臨む景色など見所満載。1つ1つのキャンプ区
画が広いため、周囲が気にならず過ごしやすい
のもポイント。隣接する畑での野菜の収穫体験
も大好評です。

キャンピング ガーデン モク
住所：檜原村 南郷 1111
電話番号：042-598-6125
利用時間：チェックイン 14：00 ／チェックアウト11：00
定休日：不定休（冬期休業 1 月～ 3 月）
駐車場：6 台
収容人数：1 ～ 70 名
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檜原村の木を使った
手づくりログハウス
檜原村の間伐材を使用し、スタッフたちが作り
あげたログハウスに注目。童心に返って川あそ
びをし、屋根付きスペースでBBQを楽しみ、テ
レビ等がない静かな空間で囲炉裏を囲み、五
右衛門風呂にゆっくり浸かれば、日ごろの忙し
さから解放され、身も心も癒やされること間違
いなし。

人里休暇村
住所：檜原村 人里 1527
電話番号：042-598-6346（福田）
　　　　　042-598-6256（高橋）
営業時間：9：00 ～ 18：00
定休日：不定休（冬期休業 12 月～ 4 月）
駐車場：10 台　収容人数：2 ～ 35 名
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本格的ピザ窯で
ひと味違うBBQタイムを
2018年にオープンした宿泊施設内のBBQス
ペースは、本格的なピザ窯付き。隣接する人
気のパン屋「たなごころ」でピザ生地を購入す
れば、ひと味違うBBQが楽しめます。裏手を
流れる南秋川で遊んだり、もみじ山を散策し
たり、世代を問わず満足なひとときを過ごせま
す。　※BBQのみペット可

ゆらく（たなごころビレッジ）
住所：檜原村 人里 2100-1
電話番号：042-598-6307
営業時間：10：00 ～ 18：00　
定休日：BBQ は無休（冬期休業 12 月～ 3 月）
駐車場：6 台
収容人数：1 ～ 20 名
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雰囲気も設備も大満足
カナディアンログハウス
南秋川沿いに車を走らせていると、ひときわ目
を引く本格的なカナディアンログハウスがこち
ら。夏は開放的なテラスで眼下の川を臨みなが
らのBBQ、冬はリビングで暖炉を囲んでゆった
り語らいのひとときを。プライベート感をとこと
ん堪能できる広さたっぷりな一棟貸切制なの
で、家族や友人たちと気兼ねなく楽しめます。

キャンベルヒルズ
住所：檜原村 南郷 1191
電話番号：042-598-6100
利用時間：チェックイン 13：00 ／チェックアウト11：00
定休日：無休（冬期休業 12/27 ～ 1/10）
駐車場：7 台
収容人数：6 ～ 25 名
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BBQ レンタル 入浴川遊 洋WC 宿泊釣り 和WC ペット
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東京の清流「秋川」の川沿いで
自然を感じながらのご褒美ごはん！

都心から2時間の檜原村だから
1日たっぷり楽しめる！

清らかで美しい川は檜原村の宝！

清 ら か に 澄 ん だ 川 の 水 は
ちょっぴり冷たいけれど、気持
ちいい！ 釣りや小魚を追いか
けたり、遊び方は無限大。

おうちでのお手伝いとは違う体
験に子ども達も大張り切り！ 自
分で釣った魚をその場で食べら
れるのも貴重な思い出に。

都心から2時間で非日常なひ
とときを。自然のパワーに包
まれて、子どもはのびのび、
大人はゆったりと。

Tさんファミリー
アウトドア好きのパパ
が、5歳と8歳の娘を連
れて檜原村で初キャン
プ！家 族で思いっきり
楽しみながら、自然を
大切にする気持ちとマ
ナーを教えるのがパパ
の密かな裏テーマ。

キャン
プ

BBQ

川あそ
び

アウトドアブランドが勢ぞろい！
人気のアウトドアブランドの直営店を始めクライミ
ングジムなど、アウトドアの魅力を存分に体感でき
る施設。イベントも充実しており、檜原村で遊ぶ前
後に立ち寄りたいおすすめスポット。

「仲間や家族と楽しむアウトドア」を
スローガンにするドイツ生まれのブラ
ンド。機能性と快適性に富んだアイテ
ムは、オンオフ問わず使えると幅広い
層に人気。

Jack Wolfskinsnow peak

オートキャンプスタイルのパイオニア
として、数々の斬新でおしゃれなキャ
ンプ用品を発信する新潟県三条市発
のブランド。「人生に野遊びを」提案
する。
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【心得1】　川を汚さない
美しい自然やおいしい魚は、川がきれいであってこそ。川や
生き物に悪影響を与える行為は絶対にしないこと。

【心得2】　ゴミは持ち帰ろう
次の人も気持ちよく使えるよう、ゴミの置き去りや投げ捨て
は絶対にしない。ゴミの処理は施設のルールに従うこと。

【心得3】　火の始末をきちんとする
焚き火台が必要な場所では、必ず台を使用する。山火事
を防ぐため、寝る前などは入念に火の後始末をすること。

【心得4】　自然の音を感じよう
音楽やラジオ、話し声の音量に注意すること（特に夜と早
朝）。静かにすると川のせせらぎや風の音が聞こえてくる。

【心得5】　自然を大切にする
山や川、木や草花など豊かな自然は自分だけのものではない。
地球の大切な資源をむやみに壊さないよう配慮すること。

【心得6】　挨拶をしよう
出会った人達には笑顔で挨拶をすること。同じ空間を共有
して、お互いに気持ち良く過ごしましょう。

【心得7】　動物に餌をあげない
野生動物にエサを与えると自然の中で生きる力が弱まったり、
人に慣れて危害が及ぶ恐れがあるので、エサは与えないこと。

【心得8】　植物を大切に
花や山菜などの無断採取は犯罪となる場合があるの
で、絶対にしないこと。

檜原村を楽しむための心得8訓

＜取材協力／アイテム協力＞

モリパーク アウトドアヴィレッジ
〒 196-8533 東京都昭島市田中町 610-4　
TEL：042-541-0700　
http://outdoorvillage.tokyo/aboutmov/
平日 11:00 ～ 20:00
土日祝 10:00 ～ 20:00

静寂の中、キャンプを楽しみたい方へ

山間キャンプ

みんな揃って川岸でワイワイと、
野外で食べるごはんは最高！

川沿いBBQ
自分で釣った魚をその場で食べられる幸せ♪

清流フィッシング
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