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NIPPONIA

NIPPONIAの4棟のホテルのうちのひとつ、ONAE。明治期に建てられた元銀行頭取の住居空間であった。

篠山城下町ホテル



HISTORY &
Location

江戸時代から守り、受け継がれる城下町全体をホテルに

古来より京都と山陰、山陽間の交通の要衝として栄えきた歴史を持つ篠山は町並みや文化に京都の影響が色濃く反映されており、
約 400 年の歴史を持つ篠山城の城跡から、明治期のもの、昭和期のものまで、歴史的に価値のある建物が多く、
国の重要伝統的建造物群保存地区にも選定されている。
また、随所には市民の熱意で復元された篠山城跡の大書院をはじめ、人の手によって大切に紡がれている
文化財のほか、丹波栗、丹波黒豆、松茸、ぼたん鍋（猪鍋）など、豊かな食文化を育む農村地域が広がっている。
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     大阪や神戸から車で 1時間のアクセス。

-note.jp/live/yokoku/post-3.html https://www.instagram.com/nipponia_sasayam

TORY &
ation

● 古くから山陰、山陽を結ぶ交通の要衝だった篠山は

hhhhtthhhhhhhhhhhhhhhhhhhthhhhhh p://plus-

NIPPONIA 店店、は、はは、は 各各地各地に点に点点点点点在在し在在して残て残されされされれていていて る古る古民民家家を、を、ををを、そのそのそそそそその歴史歴史歴 性を性を性 尊重尊重しなしなしななながらがらがらがらがらが 客客室客客客 や飲飲食店食店食
くくく取組組組組取組組組組取組み。みみ店店店店店舗と舗と舗と舗と舗としてしてしてしてしてしてしてリノリノリノリノノベーベーベーショショシ ンンを行い行い行い行い行い行いいい、、そ、そ、その土の土の土の 地の地の地の文化文化化文化や歴や歴史またまたまたまままたは店は 史を実感実感実感感感感できできででで る複る複複合宿合宿合宿泊施施泊施設としてして再生再生してしていくいく



篠山城下町ホテル NIPPONIA は、江戸時代から守り、受け継がれた篠山城下町全体をゆるやかにひとつのホテルと見立て、
築 100 年超の古民家を改装、篠山ゆかりの菊の種類の名前がついた 5つの宿泊棟が町に点在するような新しいスタイル
の宿泊施設である。それぞれの邸宅に残された芸術的な建築技術や意匠に、現代の感性と快適性を融合させたデザインは、
当時の日本建築の魅力を甦らせ新しい価値を生み出すことで、ここにしかない上質空間を演出している。
今回のレポートでは、NIPPONIA の 5 つの宿泊棟の内、もっとも古い建物で、明治時代の茶屋を営む店舗兼住宅であった
SAWASIRO( サワシロ )棟をご紹介する。

Renovation
城下町としての篠山

100 年を越える歴史的建築を守り、受け継ぎ、時空を旅するリゾート
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NOZI（ノジ）

レトロな街並みの一角に佇む大人のプライベート感漂う隠れ家

江戸末期に長屋として建築された宿泊棟は客室にそれぞれの入り口が設けられ、プライベート感
溢れる大人の空間にリノベーション。NOZI が位置する河原町は国の伝統的建造物群保存地区に
指定され、「美しい日本の歴史的風土 100 選」にも選ばれた風情豊かなエリア。

ONAE ( オナエ ) - メイン棟

明治前期に建てられた元銀行経営者の旧住居をリノベートしたNIPPONIA の代表棟

「フロント」や「レストランダイニング」があるNIPPONIA 最大の棟。虫籠窓（むしこまど）や
格子、レトロモダンなガラス戸など、篠山城下で花開いた芸術的な建築デザインが随所に
残っていることから「景観重要建築物」第一号に認定。

SAWASIRO（サワシロ）

城下町がうまれた時代に想いを馳せる明治時代の趣がある元お茶屋

創建は明治前期とされていますが、吹き抜けが開放的な土間に は、江戸後期の建物の梁や柱が
残され、その歴史と風情を感じることが出来る。

SYOUZI-AN（障子庵）

日本を代表するデザイナー喜多俊之氏プロデュースのハイセンス空間

部屋の三方を障子が囲み、和紙を通したやさしい光と高い天井の梁が主役の客室。約 40 年に渡り
日本の伝統産業を支える職人たちとコラボレーションしてきた喜多氏が、客室内のインテリアを
全てプロデュース。

SION（シオン）

古き良き日本のおうちを一棟貸し切り暮らすように泊まる

日本家屋の佇まいを残して現代風に改装された外観は、田舎に帰ってきたようなどこか懐かしい
気持ちにさせてくれる。国の「重要伝統的建造物群保存地区」河原町付近に位置し、観光や散策
の拠点にもぴったりな空間。

■ 城下町に点在する、5棟でひとつのホテル。　
　メイン棟であるONAE ( オナエ ) には「フロント」「ダイニングレストラン」「宿初施設」が設けられている。



和モダンな雑貨やアンティーク風椅子で飾られていた土間空間入り口のスペースに設けられた小規模の和食レストランを
通り抜けると、可愛らしい土間空間が現れる

SAWASIRO（サワシロ）棟 正面からの全景

廊下には、昔の姿を残した釡戸がそのまま残っていた

春日神社付近に位置する西町に位置する、茶屋を営む店舗兼住宅であったこの建物の創建は江戸後期とされ、
篠山城下町ホテルNIPPONIA の 5 棟の中で最も古い建物だそう。
通りに面している入口には「山里料理　まえ川」が店舗を構え、奥がホテルの客室となっている。
また、厨子（ツシ）二階に位置する部屋からは、眼下に春日神社を望むことができ祭礼時の山車を見ること
が可能で、中央付近に位置する部屋では、縁側から四季折々の中庭を楽しめる最も格式の高い贅沢な空間が。

Facade & Entrance 
of SAWASIRO ( サワシロ )

historical architecture

篠山城下町ホテル NIPPONIA の中で最も古い建物

～虫籠窓・格子戸・大正ガラス・太い梁・土壁など、歴史を重ねた建物～
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http://nipponiastay.jp/hotel-nipponia.html

開放的な通り土間



和室 6帖（＋前室）、板間 6~8 帖（＋前室）、土間、縁側、浴室、洗面脱衣、トイレ

畳の和室中央部には掘座敷式のテーブルに宿泊者のための電気ポットや
コーヒーメーカー等が用意されていた。

お部屋の出入りは障子＋大生ガラス組み合わせの木製引き戸から。

古民家の構造が美しく生かされた客室

▲201 ツイン  ＜38 平米＞  1 ～ 4 人       　　▲201 ツイン  ＜38 平米＞  1 ～ 4 人　 　　▲203ツイン  ＜60 平米＞  1 ～ 2 人

中庭

Room No.202 

Japanese-type room

（上）それぞれ違う意匠の模様ガラスが取り付けられている建具。入り口引き戸の施錠はこのねじ締り で行われ、
　　  昔ながらの住宅様式や暮らしを体験することができる。
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SAWASIRO 202 号室

当時の趣や風情が残された寝室

ラウンジ

歴史的建造物の保存を目的として当時の趣や風情を出来るだけ残して
再生している施設のため、断熱性や機密性は高くないが、だからこそ存分に
歴史ある空間に触れ合い、溶け込むように贅沢な時間を過ごすことができた。

Room No.202 

Bed room

Japanese-type room
Bed room

Toilet
Bath room
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( 上 ) 寝室から 2 重の建具を通り抜けると、こじんまりとした中庭が見えて、さらに中庭脇の
　　 廊下を辿ると、その先には古きの洗面所とお風呂、そしてお手洗いが出てくる。
　　 NIPPONIA のお風呂は、こちらの部屋以外はすべて新しくリフォームされているが、
　　 こちらの部屋のみ 唯一当時の姿のまま残されているだそう。

Room No.202 

Bath room 
& Toilet
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( 左 ) 洗面台とお風呂は古い様式のまま残っていた。
　　 現代のトイレにリフォームされている洗面台や便器と、古い木製扉が自然に馴染んでいる。

昔の姿を残したお風呂がそのまま残っていたりと、
各部屋の保存状態もよく古民家宿泊ならではの歴史の趣を楽しむことができる。



Select Shop & Cafe (outside)   

SAWASIRO ( サワシロ ) 棟からでて町を歩いていると、すぐに宿泊施設の外観と似たいような古い江戸末期築の町家が現れる。　
改修するまで 20 年間も空き家だったこの築 150 年の町屋は、東京でアパレルの仕事をしていた店長が篠山市に移住し企業した
こだわりのセレクト雑貨店、兼、カフェの「BREATH＆ROY」。
店内には篠山産の加工品から、てぬぐいや竹細工など各地の工芸品まで幅広く並ぶんでいて、奥の和室ではゆったりした
篠山の時間を楽しめる優雅な空間も。長年空き家だったこの古い建物は再び、明かりを取り戻しているようであった。

店内の奥野の和室には喫茶店もある。

眠っていた古民家に灯りを照らす

割烹料理店だった江戸末期築の町家をリノベーションしたセレクト雑貨店「SASAYAMA STYLE　BREATH&ROY」
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【施設情報】
・篠山城下町ホテル NIPPONIA
・Opened ： 2015 年 10 月
・Address ： 兵庫県篠山市西町 25 番地 ONAE 棟
・Website :　https://www.sasayamastay.jp/
・施設構成：宿泊施設 4 棟 , 収容人数 1 ～ 40 人 , 販売施設 1 , 料飲施設 1
・運営会社：バリューマネジメント株式会社　Value Management Co., Ltd.
・Photos： ©2017 篠山城下町ホテル NIPPONIA, ©Jiyeon Kang 

地域団体への支援をベースに、農商工連携による新産業の創造、クリエイティブツーリズムの振興などの
自主事業を展開して、法人としての自立性の向上と地域の雇用創出、活性化に取り組む一般社団法人。

NIPPONIA の取組みは、地域再生法に基づく「地域再生推進法人」の指定を受けた（平成 26 年 )
「 一般社団法人NOTE 」をはじめとする各分野のエキスパートが参画するプロジェクトとして、関西圏国家
戦略特区の特区事業認定を活用し、建築基準法の緩和や旅館業法の特例、また観光活性化マザーファンドの
出資を受けての実施など、数多くの” 今後の地方創世のあり方” を見ることができる先導事例として実施されている。




