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Hinataboccoでは無限にある昔から変わら
ないよさを、田舎で暮らしたいひとや古民
家で暮らしたいひと、もう地方で住んでい
るひとにも、色々なひとに知ってほしいと
思います。

大正14年の古民家から現代の日本へ

Concept

A message to the modern world from a 1924 folk house

“Hinatabocco” is a window into the unique and everlasting beauty of 
life in the Japanese countryside. We reach out to those interested in life 
in rural areas and old traditional kominkan buildings where time seems 
to have stopped.



一人ひとりが“地方創生者”として田舎暮らしにつ
いてオンライン・オフライン両方で発信していま
す。古民家を改修してシェアハウスに、荒れ地を
開墾して畑にしてます。そして日々の暮らしや田
舎暮らしに役立つ情報をオンラインで発信してい
ます。

Hinatabocco 田舎暮らしとは？

About Me

About Hinatabocco - The Rural Life

We are all contributing both online and in person as regional supporters to help 
revitalize rural areas.We renovate old kominka houses and transform them into 
share houses and breathe new life into abandoned fields. We then share this and 
other useful information on life in the countryside on our website and social 
networks.



地方移住に関心が集まる中、田舎には課題
が山積しています。私たちはリアルな古民
家という「場」とオンラインでの情報発信
により地方の課題解決にも取り組んでいき
ます。


Youtube / Instagram / note

Hinatabocco Camp / シェアハウス / 移住体験 /  

古民家撮影スタジオ / 無農薬野菜の栽培

プロジェクト内容

オンライン事業

オフライン事業

Project 

Project Description

The uptick of people moving to less dense areas is creating new 
challenges for rural communities.

We support local entities in making the most out of these 
opportunities by also sharing information both online and from our 
physical kominka headquarters.



Youtube

・ 非 日 常


・ 日 本 か ら 世 界 ヘ 多 言 語 で 情 報 発 信


・ A S M R


・ 圧 倒 的 な 映 像 美  4 K


・ 日 本 の 四 季  ×  食  ×  文 化



Instagram



「地方に移住して、自然豊かな街で悠々自適に生活したい」「人の目を気に
せずに、大自然に囲まれた場所で自分らしく伸び伸びと生きたい」こんな風
に思った事はありませんか？そんな夢を、現実的でないと諦めてしまってま
せんか？

・田舎で仕事が見つかるか分からない

・もし移住しても、生活が自分に合わなかったらどうしよう？

・いきなり地方に住居を購入する勇気・お金が無い諦める

　理由は人それぞれですが、

　そんな「夢」、叶うかもしれません。

・テレワークの普及により、場所を選ばず仕事ができる

　時代が、すぐそこまで来ています。

・田舎への移住を体験するという選択肢があります。

・いきなり住居を購入するのは難しい。

　それなら、まずはシェアしてみればいい。

～都会の喧騒を忘れホッと落ち着ける。自分らしくいられる。そんな空間～

現代の毎月の固定費として欠かせない家賃。そのコストはできる限り抑え、
シンプルにお得に、だけど楽しい生活を送ってみませんか？

「固定費はできるだけ抑えたい！」「好きなことや趣味にお金を使いたい！
「預金にまわしたい！」そんな方にもおすすめです。

田舎に住むという「体験」をもっと身近に、もっと手軽に

Share house

The uptick of people moving to less dense areas is 

creating new challenges for rural communities.


We support local entities in making the most out of these 

opportunities by also sharing information both online and 

from our physical kominka headquarters.



昭和のレトロな雰囲気で撮影できる一軒家の


古民家ハウススタジオ。


昔懐かしい日本家屋の縁側や土間など、


商用からコスプレまでノスタルジックな和風のイメージに


最適です。


一般的な撮影スタジオに引けを取らないくらいの


ビデオライトなどがあります。

古民家ハウススタジオ

The uptick of people moving to less dense areas is 

creating new challenges for rural communities.


We support local entities in making the most out of these 

opportunities by also sharing information both online and 

from our physical kominka headquarters.

House studio



情報の錯綜と本質
アウトプットを行い、就職活動や独立のチャンスを考える

・様々な情報やキャリアスクール、コンテンツが溢れている中で


　本質的な情報というものが少なかった。


　またそれらを鵜呑みにする社会人と溢れるマーケットの中で、


　価値を見出すことが難しいのが現状で再就職や


　キャリアステップに活かせていないのが現状である。


・座学ベースのものが多く、アウトプットの少ないものが


　ほぼ全てである。


・田舎で移住したいけど、キャリアのことや、


　将来のことを考えれる場所がなかった。


　ファクトベースで実績のあるヒトから話を聞いて活かす


　チャンスを全てのヒトに与えたい。

Hinatabocco Camp



はじめてましての人も、おかえりなさいの人も。


慣れ親しんだ実家に帰ってきたような、


安心できる空間を目指しています。


“旅行者“ではなく“地域の住人”として。


あなたらしい1日が過ごせますように。

帰りたい場所がここにある

移住体験

The uptick of people moving to less dense areas is creating new 

challenges for rural communities.


We support local entities in making the most out of these 

opportunities by also sharing information both online and from 

our physical kominka headquarters.





Concept
慮　OMONPAKARI

Hinatabocco Hatake

慮に込めた想い

”Hinataboccoの畑事業を通して自分も、他人（ヒト）も大切にしてほしい”

もともと何十年もの間、人に見捨てられ雑草が生え石がごろごろ落ちている荒地でした。

一度は見放された土地から畑として再起するという、長年に渡って栽培をしている畑ではなく

ゼロから創り出していく畑になります。

私たちに共感して栽培に関わってくれる人は、自然と向き合うこ
とで自分や地球のことを栽培を通して食べてくれる人のことを
想っているはずです。そして、その作物を食べてくれる人は自分
や大切な人の身体のことに思い巡らせて自分のことを大切にし
てほしいという想いを込めました。



今後場所にとらわれない働き方がスタン
ダードになっていく現代。おうち時間を大
事にする動きも活発化し、生活の質を高め
たい人も増え、都会の騒音から離れた田舎
への移住に関心が高まっています。

問題提起

Social  Issues

Tackling Challenges

We have entered a new era in which we can work outside of our office. 
People now place more importance on spending time at home, with 
many moving to the countryside, away from the noise of the city, to 
improve the quality of their lives.



解体費用の問題や、所有者が高齢で維持で
きなくなり放置されている空き家は全国に
多くあります。

空き家問題

Social  Issues

The “akiya” problem: Japan’s abandoned houses

There are many vacant homes nationwide that are left 
unattended due to high dismantling costs that elderly owners 
couldn’t afford.



Social  Issues

後継者不足により毎年多くの田畑が耕作放
棄地へと変わっています。農業の楽しさを
気軽に知ってもらえるイベントやSNSでの
発信に加え、加工品の販売を通して「 生計
を立てれない」イメージを払拭し、

農業従事者の増加に貢献します。


農業従事者の減少
Lack of Farmers

Many fields lie fallow every year because of a lack of interested heirs 
and specialized manpower.By organizing events and information 
sessions to raise awareness on the benefits and joys of tending to a 
field, we aim at dispelling the misunderstanding that it is impossible 
to make a living from the sale of processed products and contribute 
towards increasing the number of agricultural workers.



地方移住に憧れる人は一定数いますが、田
舎暮らしに関する情報が少なくなかなか一
歩が踏み出せない人がほとんどです。


ホームページやInstagramなどのSNSをは
じめ、シェアハウスやゲストハウスでの生
活で田舎暮らしの情報を提供し、働き方や
暮らし方の見直しに繋げます。


都心部への一極集中

Social  Issues

Overpopulation in Tokyo

Many people would like to move out of Tokyo towards more rural areas 
but can’t because of a lack of clear information. Through our 
homepage and other social networks like Instagram, we provide 
invaluable information on rural life in shared houses and guest houses, 
and help people reconsider their lifestyle and employment 
opportunities.



「日本の真ん中ってどこだろう」と考えたことはありますか？

日本の真ん中に名乗りを上げている町はいくつかありますが、

地理的中心は、辰野町（たつのまち）といわれています。

「ひともまちも自然も輝く 光と緑とほたるの町 たつの」を

キャッチコピーにしている辰野町。

自然豊かな辰野町は、訪れる人を癒し、楽しませてくれます。

辰野町について
About Tatsuno Town

Have you ever wondered where the center of Japan is? Many locations have become famous for this, 

but it is said that the geographical center is exactly in Tatsuno Town.Through its catchphrase “Hito 
mo machi mo shizen mo kagayaku hikari to midori to hotaru no machi Tatsuno” you can understand 
that 

Tatsuno is a land where people live a happy life, surrounded by nature and the bright fireflies the 
town is famous for  (they even hold a festival every year!).  A welcoming town that both entertains 
and heals its visitors.



Hinatabocco 田舎暮らしを体験しながら、
下記の業務を得意な分野で担当していただ
きます。自分の得意を発揮できるのはもち
ろん、活動を通してさらなるスキルアップ
もできる環境で、一緒に地域活性化のため
に活動してくれるキャストさんを募集して
います。


ボランティアスタッフの募集

Join Us

We are recruiting volunteers

Experience life in rural Japan, while being in charge of various tasks 
based on your skills. 

We are looking for candidates who will work in a team to help revitalize 
the region. This is a great chance to work in a unique environment 
where you can not only demonstrate your strengths but also improve 
your skills through various practical activities. Get in touch with us to 
learn more about this!



Hinatabocco 田舎暮らしに関
するお問い合わせ。入居、取
材、タイアップに関すること
はこちらまでご覧ください。
メディアのお客様、ご取材に
関するお問い合わせ、掲載や
画像提供のご依頼もこちらか
らお問い合わせください。


お問い合わせ

Contact Me

Get in touch with us

For any questions about Hinatabocco - The Rural 
Life, information on our project, news articles 
and collaborations; to request permission to use 
information and media from this site, please use 
the form below.


