上条集落・茅葺古民家の宿

もしもしの 家
moshi-moshi house

https://koushu-minka.jp/
住所：
アクセス：
駐車場：
館内施設：

〒404-0025 山梨県甲州市塩山下小田原 1099
中央自動車道勝沼 IC から車で 30 分
JR 中央線塩山駅から車で 20 分（バスもあり）
７台（無料）
板の間、和室×2、台所 (IH)、水洗トイレ、お風呂、FreeWiFi

田舎ぐらし体験イベントに参加する
予約制で、ほうとうづくり、季節の農業体験などをお楽しみいただけま
す。季節ごとにさまざまなイベントも開催。詳細は Web でチェック！
ほうとうづくり体験

料金：日帰り利用 おひとりあたり 3,000 円
宿泊利用
おひとりあたり 1,500 円
４名〜（相談可）、３日前までに予約

※ おもちつき等、
ご要望で行うこともできます。
ご相談ください。
※団体利用も受け付けております。

「もしもしの家」
を”まるっと”借りる
合宿、
子供会、
同窓会、
撮影会、
ワークショップなど、
使い方は自由。
大菩薩
やワイナリー、果樹園、社寺観光などの拠点にも最適です。
貸切ですので、
ご家族やご友人など、
大切な人たちとこの豊かな空間で、ゆっくり、ゆった
りとお過ごしください。
施設利用料： ≪日帰り利用≫（11 時〜 14 時）
時間あたり 2,000 円
（お時間は要相談）
≪宿泊利用≫（15 時〜翌朝 10 時）
平日 10,000 円、
日祝前 20,000 円、
ハイシーズン 30,000円
サービス料（布団代込）おひとりあたり
大人 3,000 円 小中高生 2,000 円 未就学児 無料
※ 上記金額は全て税込みです。
※ ハイシーズンは Web でご確認ください。
※ 宿泊の場合：施設利用料＋サービス料 × 人数となります。
※ キャンセル料：当日および不泊不着 ＝宿泊料の 100%、

address

1099, shimoodawara enzan Kōshū-shi, YAMANASHI

tel

0553 - 32 - 4748 (Yamanashi ienami hozon-kai)

fax
traﬃc access

0553 - 32 - 2171 (Yamanashi ienami hozon-kai)
【Car】About 30 minutes from Katsunuma IC Chuo highway
【Train】About 20 minutes by taxi from Enzan station

car parking

Free parking avairable for 7 cars

check-in

15:00 (last check in by 18:00)

check out

10: 00

num of rooms

1 room (rented for 1 building)

room facilities

Free WiFi, Kitchen, Bathroom, Toilet, Heating, Slippers, Sofa

card

Not accepted
We do not handle cards for payment.

cancellation
policy

Cancellation fee will be applied as follows.
On the day: 100% of the room charge
The day before: 80% of the room charge
From 4 days prior: 50% of room charge
From 7 days prior: 30% of room charge
As for the no-show we will charge as follows.
No contact / no arrival: 100% of the room charge

ご予約・お問合せ先
NPO 法人 山梨家並保存会 事務局

TEL：0553-32-4748 ( 平日 8:30〜16:30) FAX：0553-32-2171

予約受付：080-8820-9339
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♪
能
可
約
予

当会では、山梨の景観維持活動の一環として、古民家の利活用
に取組んでおります。
より多くの皆さまに、古民家の良さを味わ
っていただきたいと考えております。
サービスの改善に向けて、
SNSでの発信にご協力をお願いいたします。
宿泊後のアンケート、
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そこは、
まるで昔話の中の世界

茅葺き民家、
まるごと一棟借りられます

上条集落は、甲州市塩山市街から大菩薩峠・奥多摩方面に延

江戸末期に創建され、
改修されながら利用されていた民家を、

など、
果樹栽培が主ですが、
昔は養蚕がさかんな地域でした。

リップしたような田舎暮らしを楽しめる古民家として、日帰りや

びる青梅街道の北側の山手にあります。
今は桃やすもも、葡萄

ふくすけ型民家とは？
お蚕さんのための風や光を確保するために、切妻屋根の真ん
中が持ち上がった「突上げ式屋根」の民家。
カミシモを着た福

助のように見えるこの民家に、NPO 法人 山梨家並保存会でつ

NPO 法人 山梨家並保存会で復元を行いました。
昔にタイムス
宿泊利用で貸し出しています。

もしもしの家の由来は？
昔、この家にだけ電話があり、集落の人たちが電話を借りに来

ていたそうです。
誰ともなく
「もしもしの家」
と呼ぶようになりま

けた愛称が
「ふくすけ型民家」
です。

した。

そして、重伝建 ( 重要伝統的建造物群保存地区 ) に

どんなことが体験できる？

多くの
「ふくすけ型民家」
が残る上条集落の素晴らしい景観や、

麺から作るほうとう、野菜収穫、お餅つきなどの体験メニュー

市役所文化財課の尽力、
ナショナルトラストや日本民家再生協

ナリー見学、ぶどう狩り、座禅体験など、ここを拠点に足をのば

東山梨にしかないという稀少価値が次第に世に広まり、甲州

に参加するもよし、その前後に泊まるもよし。
大菩薩登山、ワイ

会などの視察を経て、2015 年に国の重要伝統的建造物群保

して遊ぶのもおススメ。
一棟借りきっての家族旅行や合宿、ワ

It is like entering the world of an old Japanese tale.

You can use "MOSHI MOSHI House" as a rental
villa to experience country life in Japan.

存地区に選定されました。

Kamijo Village is located in the northeast of Yamanashi

ークショップ、
同窓会などの会場にもお使いいただけます。

Prefecture, and it is not too far from Tokyo. It takes 15 minutes

"MOSHI MOSHI House" is one of the oldest houses in Kamijo

and a half by limited express train from JR Shinjuku station. It is

by the local inhabitants as it was the only place in the village

by car from JR Enzan station, which you can reach in one hour
a beautiful place where many old Japanese style houses
remain.

Due to the work of an NPO called "Yamanashi ienami

preservation association", which promotes on the historical
architecture value of the Kamijo, the village was designated as
the Nation's Preservation District for Groups of Historic

Buildings in 2015 . The characteristic houses of Kamijo Village

are given the nickname, "Fukusuke doll-like houses" and the
whole village makes you feel like you have stepped into the
world of an old Japanese tale.

Village. It has been called "MOSHI MOSHI (Hello Hello) House"
where a telephone has been installed at one time.

The Yamanashi ienami preservation associtaion NPO gives
you a variety of country life experiences, such as making

traditional Yamanashi "HOTO" noodles from flour and water
under the guidance of locals. You may use "MOSHI MOSHI
House" either for day trips or as accommodation.
If the weather is good, you also have the chance
to see Mt. Fuji from a nearby mountain pass or
by trekking to Mt. Daibosatsu which is
considered one of the best viewing
points for Mt. Fuji.

遊
び
方
は
あ
な
た
次
第

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
田
舎
の
古
民
家

