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市 地域 名称 経営者 郵便番号 所在地 食事 カフェ
等

客室数 宿泊定
員(人)

電話番号 営業期間等 農家民宿からのメッセージ

農家民泊　かじか 阪田　　薫 623-1124 綾部市五泉町宮ノ腰２５ 有 2 6
0773-54-0970
090-7365-9602

通　年
（盆、正月は休業）

由良川の上流水源の里市志で水のきれいな川、移り行く
山々、里山の自然を心行くまで満喫していただけます。

里山ゲストハウス
クチュール

工忠　照幸 623-1124 綾部市五泉町下ノ段１６ 自炊 2 6 0773-21-6745 通　年
地元の方々、都会や外国の旅行者同士の出逢いを提供で
きる宿です。農村を満喫し新たな可能性を見つけて下さい。

月あかり 吉田　光広 629-1273
綾部市下原町野毛
１００－１

有 2 4 0773-21-6198 不定休
とれたての農産物から広がる豊かな食を味わってください。
春はさつき、秋はお月見、和風の庭を眺めてのんびりお過
ごし下さい。綾部へのＩターン応援します。

おもてなし処
かるな庵

水谷　太一 623-1124 綾部市五泉町太郎垣２ 有

ﾚｽﾄﾗﾝ
併設
(要予
約)

2 7 0773-21-4059
不定休

（予約制）

『かるな』とはインドの言葉で「思いやり」という意味で、思い
やりを育める宿を目指しています。おもてなし好きの妻と自
然が好きな旦那でやっています。隠れ里のような市志で田
舎暮らしを体感してください。

和宿オリジン 柏原　安子 623-1131 綾部市睦寄町向隅７－１ 有 1 5
0773-21-5816
080-9128-0888

不定休
(予約制)

何もせずにのんびりするも良し、田舎体験に精を出すも良
し。ご相談いただければ様々な体験プランもご用意できま
す。

農家民宿　はーばる
亭

青井　美紀
子

629-1252 綾部市佃町柳ヶ迫３７番地
共同
調理 1 5

0773-45-1631
090-9998-3702

不定休
(予約制)

薪ストーブの火がゆらぐ古民家の宿。里山に囲まれた畑で
自家野菜を、庭でハーブや花を育てる暮らしです。ハーバ
ルタイムをお過ごし下さい。

弥平治の丘 四方　房夫 623-0114 綾部市岡安町横田４４ 有 2 6 0773-44-0927
通　年

（盆、正月は休業）
静かな丘の上でのんびりと心のリフレッシュ。我が家の田ん
ぼのお米をおくどさんで炊いてお出し致します。

イワンの里 秋元　秀夫 623-0112
綾部市上八田町上ノ岡ノ下
２４

有 有 2 10 0773-21-1648 通　年
農作業、薪割りなど里山の暮らしが体験できます。玄米菜
食にも対応します。

蒼鳩庵 四方　宗和 623-0005 綾部市里町大坂２８番地
共同
調理 1 4 080-1436-8056 不定休

オーナーは趣味が山歩きで日本の山はもとより海外(ヒマラ
ヤ、ボルネオ、中国、台湾等)登山も経験しているので近郊
の山歩きのアドバイスなどもOK。またオーナー夫人は茶道
(裏千家)の指導者であり、海外での教授経験も持つ。着物
の着付け、抹茶体験等が期待できる。

さわらび草庵 松田　裕之 綾部市栗町市庭５６
共同
料理 1 5

0773-48-9951
090-8889-0143

不定休
築１５０年の古民家敷地内に畑があります。室内には囲炉
裏もあります。おくどさんや薪ストーブも自慢のお宿です。

さわらび草庵土居の内
松田　美佐

子
623-0222

綾部市栗町土居ノ内５５の
２

無 2 8
0773-48-9951
090-8889-0143

不定休
１階は田の字型の和室の田舎家。まったりとした田園風景
の中でゆっくり流れる時間に身をゆだね、何もしないという
贅沢に浸ってください。

民泊　さくら 石井　幸子 623-0344 綾部市西方町桜３４ 有 2 6 0773-49-1512 不定休
自家野菜を中心に、旬の料理を提供します。縁側からの田
園風景を眺めながら、ゆっくりした一時をお過ごし下さい。

手紙の木の家 金田　博子 623-0343
綾部市志賀郷町藤谷
１６－２

有 1 5 0773-21-2069 通　年
田んぼと山に囲まれた一軒家、ロケーション抜群の農家民
泊です。夏は田んぼから風が涼しく、冬は薪風呂と薪ストー
ブでポカポカです。星がとってもきれいですよ。

水田家の食卓 水田　裕之 623-0343 綾部市志賀郷町山ノ神１３ 有 1 5
0773-21-1245
090-7117-9068

不定休
（要問い合せ）

田舎暮らしや移住を希望されるにおすすめの体験宿です。
小さな農家のふだんの暮らしが味わえます。食事はベジタ
リアン料理です。

ばったり庵 多田　晃 623-0351 綾部市篠田町上岡１８ 有
有

(要予
約)

2 5 0773-21-1709 通　年
古民家の農家、田舎暮らし体験にぴったりな囲炉裏と薪ス
トーブのある和モダンな古民家です。

Seventh Home 石﨑　葉子 623-0343 綾部市志賀郷町北町１3
共同
調理 1 4 090-6920-5725

不定休
(要予約)

１００年経っている古い大きなお家。家の裏には、畑と小川
があり、野菜の朝採り体験や川遊びができます。食事は、
旬の無農薬野菜を中にした料理です。

古民家　羅美 水間　みどり 623-0364 綾部市西坂町高倉６
共同
調理 1 5 090-9701-4455

不定休
(要問い合せ)

築１００年の古民家で、表現アートセラピストがあなたの創
造性開花のお手伝いをします。

一汁一菜の宿
ちゃぶダイニング

山根　顕
安達伸子

623-0364 綾部市西坂町浄土寺40
共同
調理 1 5 090-4186-6264 不定休

土鍋で炊いた分づき米のご飯、手前味噌と地産地消の野
菜がたっぷり入ったみそ汁、漬物など日常的で「シンプルな
食事（一汁一菜）を提供します。

東部
･上林
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桐平宿 山本　喜美子 620-1302 福知山市三和町台頭２８６ 有 有 1 5 0773-58-4106 不定休
小鳥のさえずりと小川のせせらぎが聞こえる平家の末裔が
築き上げた桐差谷の宿です。日常から解放され、この空間
に身を置いてみてはいかがでしょう。

ふるま家 沢田　さやか 620-1311
福知山市三和町上川合
１５６

有 有 2 8 0773-58-2236 不定休(3月上旬～12
月中旬まで営業)

江戸時代の古民家を自ら改修しました。　外国製薪ストーブ
などで「和モダン」な雰囲気をお楽しみいただけます。 里山
の景観を眺めながら‘ほっこり’寛げます。

ひでじろう 加藤　英雄 620-1312 福知山市三和町岼２０９ 有 2 7
0773-58-2891
090-8535-0276

通　年
（不定期）

京都丹波の、四季が見える静かな山村です。おいしい空
気、おいしい水、自然がいっぱいの田舎暮らし体験と”のこ
ぎり”音楽で心を癒やして下さい。

長宮農園 土佐　祐司 620-1312 福知山市三和町岼５９５
共同
調理 1 4 0773-58-2265 不定休（4、5、9、10

月の農繁期は休業）

江戸時代に建てられた古農家で、庭に由良川源流の小川
が流れる静かな宿です。小川のせせらぎで心を癒やしてく
ださい。

農家民泊　さかや 水谷　徳夫 620-1442 福知山市三和町千束１４７
仕出し
＋共同
調理

1 5
0773-58-4067
080-3780-2730

不定休
築200年を越えた母屋まわりに、長屋門・土蔵・井戸・築地
塀など江戸時代の風情が残っています。食事を共にしなが
ら、お話しできるのを楽しみにしています。

B&B　みわファーム 旭　弘子 620-1411 福知山市三和町梅原１９ 有 1 4 090-9542-9890 不定休
犬のしつけ相談やアプリ開発もできますので、ファームの資
源を活用して何かやってみたいことがあれば、遠慮なくお問
い合わせください。

中南部 鹿鳴庵 足立　国昭 620-0968 福知山市字北山５００－１
共同
調理 2 7

0773-34-0817
090-8128-0597

１２月～２月末まで
休　業

おいしい上豊米の生産農家が経営する農家民宿です。春
の新緑、うぐいすや野鳥のさえずり、夏はホタル、秋の紅葉
等、年間を通じ田舎の良さを満喫していただけます。

雲の原っぱ社
吉田　美奈

子
620-0221 福知山市字雲原１１２７

共同
調理 2 4

火･水・木曜日休業
１２～３月は休業期

間

ふと思い出したときに帰れる、ふるさとのようなお宿です。
ちょっと息抜きしたいとき、気楽に帰れる“ふるさと”としてご
利用ください。

三岳山　天空の宿 足立　秀美 620-0901
福知山市字上佐々木
７７３－４

共同
調理 1 5 0773-33-2527

通年（冬季は気象条
件により相談）

標高 四〇〇メートルから見る景色・雲海と山の空気を存分
に味わえる宿です。三岳山登山の休憩所としてもご利用く
ださい。

農家民泊　そばの実
おざわ

小澤　五男 620-0321
福知山市大江町佛性寺
８４５

共同
調理 1 5 0773-56-0677 不定休

大江山の自然の中で農業体験ができる宿です。涼しい風が
吹く大江山中腹で、かじかや虫の声を聞きながら、農作業
やスローフードを体験してみましょう。

林業民宿　SEIZAI 衣川　修平 629-1304
福知山市夜久野町額田１４
５１

無 1 4
0773-37-0015
080-6116-8425

日曜祝祭日
利便性は片田舎としてはかなり便利で、少し移動すれば田
舎を満喫できます。夜にはシカなどの鳴き声も聞こえます。

舞鶴市 加佐 拾得 清水　祐輔 624-0118 舞鶴市字西方寺７８０
共同
調理 1 5 080-5343-1190 不定休

かまどで炊くご飯やジビエ、季節の野菜等、旨いものを一緒
に食べましょう。薪ストーブや薪給湯などエネルギーの自給
も進めています。
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