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山梨ワーケーション施設テーマ別一覧

自然を満喫し
たい方

LivingAnywhere Commons八ヶ岳北杜
八ヶ岳コモンズ
CAMP SPACE DOUSHI
anyplace.work富士吉田
宿坊 端場棒（はばのぼう）
ホトリニテ

CROSS BE
Teraco
アメリカヤ
ホテル マウント富士

駅近やアクセス
重視の方

五番地 ※1棟貸し
もしもしの家 ※1棟貸し
パブリックハウス モモ

家族や友人と楽
しみたい方



中北エリア富士東部エリア
Teraco（コワーキング）

施設住所
（アクセス）

山梨県都留市田原２丁目１４−８小宮ビル 2F
都留文科大学前駅から徒歩5分

利用時間 9:00～17:00

利用料金 ドロップイン 2,000円/日、学生は1,000円
月額会員 6,000円/月（キャンペーン期間、通常
は8,000円）

利用者層 地元のフリーランスの方や都留文科大学の学生
が多く利用しています。

施設利用者の声 利用者同士スキルシェアして仕事しています。
徒歩圏内にスーパーがありスペース内のキッチ
ンも利用できて、快適に作業可能です。

特徴 フリーランスや学生と地域、そして移住者の交
流の拠点です。
徒歩圏内にゲストハウス（ゲストハウスゆか
り）や車で20分圏内に宿泊施設あります。

anyplace.work富士吉田（コワーキング＆宿泊）

施設住所
（アクセス）

山梨県富士吉田市新西原1-7-12 新西原ビル3F
富士山駅徒歩5分

利用時間 有人運営 平日9時-15時（最終受付時間14時）
無人運営 平日15時-21時 ※不定期運営
土日祝休み

利用料金 ドロップイン1,500円/日
月額会員22,000円/個人ブース33,000円

利用者層 地元フリーランス、関東圏からのテレワーク・
ワーケーション利用者が多いです。

施設利用者の声 自然光がたっぷり入る施設で大迫力の富士山を
見ながら仕事できるので仕事中も自然を感じら
れます。

特徴 LivingAnywhere Commonsの富士吉田拠点としても
登録されいます。
誰でも参加できる交流会イベントや無料会議室
も利用できます。

https://teraco-tsuru.com/space/
https://anyplace.work/


中北エリア富士東部エリア

ホテル マウント富士（宿泊施設）

施設住所
（アクセス）

山梨県南都留郡山中湖村山中1360-83
山中湖ICから車で15分

利用時間 15：00～翌10：00

利用料金 1泊素泊まり9,800円～

利用者層 30～40代の夫婦やカップルが多いです。

施設利用者の声 仕事で行き詰まったらサウナですぐ整えられる
ので頭がリフレッシュして最高です！

特徴 富士山を見ながらお部屋でゆっくりお仕事でき
ます。温泉&サウナも入り放題です。

中北エリア CAMP SPACE DOUSHI（宿泊施設）

施設住所
（アクセス）

山梨県南都留郡道志村字大振８８３９

利用時間 現在は土日の予約が埋まっており平日のみの会
員募集になっています。

利用料金 サブスクリプション制
月額3,000円（個人）
月額4,000円（家族）

利用者層 20～50代まで幅広い方が利用
首都圏からの30～40代の家族連れやソロキャン
パーも多いです。

施設利用者の声 ルールの無いキャンプ場なので自由度が高く会
員同士の信頼関係で成り立っているのが良い。

特徴 月額定額制のキャンプ施設で20のフリーサイト
があるので自身の好きな空間で過ごせます。
Wi-Fiも完備しているので自然を味わいながらお
仕事可能です。

https://www.mtfuji-hotel.com/
https://csd20.site/


ホトリニテ（宿泊施設）

施設住所
（アクセス）

山梨県山梨市牧丘町北原4139-1
JR塩山駅より車にて約40分

利用時間 14：00～翌10：00

利用料金 基本プラン＊店主周辺ガイド付き／27,500円（税
込／1～最大5名様）

利用者層 都内の３０～４０代の広告やクリエイティブ関
係の方が利用しています。

施設利用者の声 まわりが静かで、近くに散策路などもあり
仕事と息抜きのちょうどよい、時間を過ごせた。

特徴 山奥の乙女湖の近くに佇む自然と共存した気持
ちになれる宿です。小鳥のさえずりを聞きなが
らお仕事できます。
アウトドアサウナやBBQも楽しめます。

もしもしの家（コワーキング&宿泊）

施設住所
（アクセス）

山梨県甲州市塩山下小田原1099

利用時間 宿泊の場合 15：00～翌10：00
日帰りの場合 応相談

利用料金 基本料金（1棟貸）＋サービス料×人数
平 日：20,000円、日祝前：28,000円
ハイシーズン：35,000円
◇サービス料：大人 5,000円 小中高生 2,500円
未就学児無料

利用者層 首都圏からの家族連れや近隣の家族連れや
20～30代の会社員の仲間同士での利用が多い。

施設利用者の声 普段の仕事でも風景が変わるだけで気分がリフ
レッシュした。Wi-Fiも問題なく快適。

特徴 日帰りでも1時間2,000円で利用可能。
体験メニューが豊富なので家族連れにおススメ

峡東エリア

http://www.hotorinite.com/
https://koushu-minka.jp/


五番地（コワーキング&宿泊）

施設住所
（アクセス）

山梨県南巨摩郡南部町楮根763-1
JR身延線内船駅から車で10分程

利用時間 15：00-翌10：00

利用料金 1泊12,000円～/日

利用者層 20代～40代の家族連れやカップルの方の利用や
会社の研修などで1棟貸をする方が多いです。

施設利用者の声 周りに何もないので作業が捗り、仕事終わりの
テントサウナや川遊びが良かった。

特徴 敷地内には三棟の宿泊棟、コワーキングスペー
スやキッチンがある母屋、カフェや食事を楽し
めるカフェがあります。屋外BBQやテントサウナ
等のオプションも楽しめます。
敷地内すべて貸し切りでの利用となります。

中北エリア峡南エリア

宿坊 端場棒（はばのぼう）（宿泊施設）

施設住所
（アクセス）

山梨県南巨摩郡身延町身延3493

利用時間 15：00～翌10：00

利用料金 1泊2食 8,000円～

利用者層 20代～60代まで幅広い方が利用している。
1人での利用から夫婦や家族の利用まで幅広い。

施設利用者の声 清潔で細かい気遣いもあり、食事も美味しく、
住職さんや奥さんの良い人柄を感じる宿です。

特徴 宿坊施設で共用ラウンジ、無料専用駐車場、庭、
テラスを提供しています。山の景色を望むエア
コン付きのお部屋にはデスクと無料WiFi完備

https://gobanchi.com/
https://www.habanobo.org/


LivingAnywhere Commons八ヶ岳北杜（コワーキング&宿泊）

施設住所
（アクセス）

北杜市大泉町谷戸5460
※中央自動車道長坂ICより車で約15分
JR中央本線小淵沢駅よりタクシーで約20分

利用時間 LivingAnywhere Commons会員であれば24時間可能

利用料金 LivingAnywhere Commons会員登録が必須
月額25,000円で登録拠点泊まり放題

利用者層 首都圏在住の20代～30代の会社員やフリーラン
スの方の利用が多いです。

施設利用者の声 泊まる際は綺麗な和室も利用できるし外のキャ
ンプ場でBBQが出来たり不定期でサウナトラック
も体験出来て自然を満喫できた。

特徴 オフグリッド生活の実現を目指した施設です。
研修所をリノベーションした館内と広いキャン
プ場が併設しています。

八ヶ岳コモンズ （コワーキング）

施設住所
（アクセス）

山梨県北杜市高根町清里3545-2083
須玉ICから車で約2時間

利用時間 10：00～16：30（水曜定休）

利用料金 ドロップイン（3時間以内）300円
1日500円、1週間2000円、1か月4500円、3か月
10000円、6か月18000円、1年間32000円

利用者層 県内の方を中心に利用。
30～70代を幅広い方が利用しています。

施設利用者の声 静かな環境なので効率的に仕事が捗りました。

特徴 廃校した小学校を活用したコワーキングスペー
スです。レンタルスペースや体育館、図書館カ
フェなど併設多数で楽しめます。
近隣にゲストハウスやペンションなど宿泊施設
も豊富です。

中北エリア

https://livinganywherecommons.com/base/yatsugatake/
https://mt8commons.com/


パブリックハウス モモ

施設住所
（アクセス）

山梨県南アルプス市沢登456

利用時間 9：00～22：00 ※OPEN後変更の可能性有

利用料金 9：00～16：00 500円/回
17：00～22：00 1,000円/回

利用者層 地域外問わず幅広い世代が交流できるような施
設を目指してます。

施設利用者の声 OPEN前のため不明

特徴 「あったらいいな」を形にする「新しい公共」
がコンセプトの施設。
ギャラリー、図書館、畑、キッチンなどを用意
し、交流を重視した複合スペースです。
車で20分圏内にビジネスホテルや宿泊施設があ
ります。

中北エリア

CROSS BE（コワーキング）

施設住所
（アクセス）

山梨県甲府市丸の内2-2-1 CROSS 500 1F
甲府駅南口徒歩3分 甲府昭和I.C から車で15分

利用時間 10時～22時

利用料金 ドロップイン990円/3時間・1,760円/1日
月額8,800円～40,700円（詳細はHPへ）

利用者層 会社員やフリーランス幅広い方が利用。7割が山
梨県内の方で３割は首都圏の方の利用。

施設利用者の声 甲府駅から徒歩すぐなので東京のクライアント
にもすぐ行けるので便利です。

特徴 県内最大級の規模で設備も整っております。
ドロップインから月額利用、ミーティングス
ペースの利用なども可能です。
徒歩圏内の民泊『ゑびす屋』に宿泊するとコ
ワーキング利用特典などの連携もあります。

https://www.facebook.com/coworking.aeru
https://crossbe.co.jp/


アメリカヤ（コワーキングスペース）

施設住所
（アクセス）

山梨県韮崎市中央町10-17 

利用時間 10：00～18：00

利用料金 無料 ※フリースペースとして開放

利用者層 小学生～大人まで幅広い世代の方が利用

施設利用者の声 ビルの５階にあるので景色が抜群に良い。
富士山や八ケ岳を見ながら仕事できる。
無料なので立ち寄りやすい。

特徴 韮崎中央商店街の中にある築50年以上のビルを
リノベーションした施設でカフェやショップな
ど９つのテナントが入るコミュニティスペース
です。徒歩すぐにゲストハウス（chAho Hostel 
Nirasaki）もあります。

中北エリア

興味のある施設がございましたら各施設のHPをご覧いただき
直接お問い合わせいただけますと幸いです。

記載内容と一部変更の可能性もございますのでご了承くださいませ。

山梨県でのワーケーションお待ちしております♪

https://americaya1967.jp/

