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いつもより特別な一日に 
一日を島根・日貫に 

美味しい旬の食材を料理する宿 グランドオープン 

日貫一日｜HINUI HITOHI

一般社団法人弥禮は、島根県邑南町日貫に、旬の食材を料理し、この地での一日を楽しむ宿「日貫一日」を、2019年9
み らい ひ ぬい ひ ぬい ひ とひ

月1日、グランドオープンいたしました。 

田園と赤瓦が並ぶ中国山地深くにある、 島根県日貫の古民家をリノベーションした一棟貸しのこの宿では、ゆったりと

せせらぎを聞きながら気持ちの良い土間でわいわい料理を楽しむ時間を提供します。 

きれいな水・豊かな食材・伝統の郷土料理、季節によってかわりゆく山の色や風の香り。 
日貫だから体験できる、いつもより特別な一日を、風がぬける気持ちの良い土間で。 
ひ ぬい

島根・日貫で大切な人とゆったりと食事を囲むかけがえのない一日をお楽しみください。 
ひ ぬい

* 一般社団法人弥禮  古民家を再生し地域のにぎわい拠点にすることを目的に、地区住民により2017年7月設立。 
み らい

* 本プロジェクトは、空き家の再活用を通して、地域の方と来訪する方の交流を深めるきっかけとなり、日貫地区に関わる人口を増や

していきたいという想いが込められています。日貫の魅力を発信し、人を迎え入れる事ができる場として、この宿が誕生したのを起

点に、この宿を中心に、地域と関わりをさらに深くもち、暮らしの中の「食」というものに重きを置いた、日貫でしか味わえない特
別な日を、より良い体験となるように展開していきたいと考えています。
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安田邸（宿） 気持ちの良い土間でわいわい料理を楽しむ宿 

料理や食事を楽しむ土間、くつろげる居間、寝室2部屋、ゆっくり足の伸ばせるヒノキ風呂を設置した浴室で構成され
ます。民家の面影は残しながら、家具、照明、器など、ひとつひとつ、さまざまな人と作り上げた、この場所だけの特
別な空間を、周囲の美しい自然と合わせて堪能いただけます。 
島根県庁を設計した建築家の故 安田臣氏が育った築90年の木造平屋を、建築家dot architectsとアトリエ縁の清水徹

かたし

（歴史的建造物修理）が担当しました。 

一揖｜いちゆう（フロント）　木漏れ日の差込む旅のはじまりの場所 

お客様をを迎え入れる日貫の玄関を、「会釈する」という意味を持つ「一揖」と名付けました。フロントとしてだけで
いちゆう

なく、お茶を飲んだり朝食を食べたり日貫を案内したり、旅の拠点の役割も果たします。地元の方が集まるための拠点
ひ ぬい

として、町の交流の場でもあり、日貫を発信する場所でもあります。設計は、デザイナー加藤 正基が担当しました。 
ひ ぬい

料理 採れたての季節の食材を調理してここでしか味わえない食事を 

「日貫一日」がある邑南町地域は、農業が盛んで新鮮な野菜がたくさん採れ、また、石見ポークや石見和牛でも知られ
ひ ぬい ひ とひ

ています。今回、フードディレクター中東 篤志が、地域で採れた新鮮な野菜と石見ポークを組み合わせ、「日貫一日」
ひ ぬい ひ とひ

オリジナルのレシピを作りました。地域のお母さんから話を伺ってできた、郷土料理をアレンジしたお鍋や、ウッド
デッキでできるBBQなど、実際に食材に触れ楽しく料理を楽しめます。 
「へか ‒ 日貫伝統 すき焼き ‒」「野菜たっぷり石見ポークの鉄板焼き」「石見ポークのスペアリブ」の3種類からお選
びいただきます。　夕食各メニュー 1人3,000円  

 2



Press Release 2019.September

「日貫一日」クリエイティブチーム 
ひ ぬい ひ とひ

ディレクション｜UMA / design farm      
2007年、原田祐馬により設立。大阪を拠点に文化や福祉、地域に関わるプロジェクトを中心に、グラフィック、空
間、展覧会や企画開発などを通して、理念を可視化し新しい体験をつくりだすことを目指している。「共に考え、共に
つくる」を大切に、対話と実験を繰り返すデザインを実践。現在のメンバーは、原田祐馬、山副佳祐、西野亮介、津田
祐果、平川かな江、岸木麻理子、高橋めぐみの 7 人。受賞歴はグッドデザイン 2016・金賞、日本サインデザイン最優
秀賞、日本タイポグラフィ年鑑ベストワーク、C Sデザイン賞準グランプリなど。　www.umamu.jp 

レシピ開発｜フードディレクター　中東 篤志 

京都市出身。代々料亭を営んでいる家系に生まれる。12歳の頃から、父である京
都の名店「草喰なかひがし」の主人・中東久雄氏のもとで料理を学び始める。高
校卒業後、バス・フィッシングのプロを目指すため、アメリカへ移住。しかし23
歳になる頃、料理人の家庭で育ったという自分自身のバックグラウンドを意識し
始め、料理の道への復帰を決意する。6年間に渡り、ニューヨークにある精進料
理店『嘉日(Kajitsu)』の副料理長兼GMを務める。嘉日にてカウンター越しのお
客様へ日本食の意味を説明する喜びと楽しさを見出し、日本で育まれる飲食文化
の海外発信に専念するためにカリナリーディレクター(Culinary Director)として
One Rice One Soup Inc.を設立。現在はニューヨークと京都を拠点に日本食の
ポップアップイベントの企画や飲食店のプロデュース、食からの地域創生事業な
どを手がけている。www.onericeonesoupproject.com 

安田邸（宿）設計｜dot architects 

家成俊勝、赤代武志により設立された建築家ユニット。大阪・北加賀屋にて、分
野にとらわれない人々や組織が集まる「もうひとつの社会を実践するための協働
スタジオ」コーポ北加賀屋を拠点に活動。設計、施工のプロセスにおいて専門
家・非専門家に関わらず様々な人との恊働を実践している。現在のメンバーは家
成俊勝、赤代武志、土井亘、寺田英史、宮地敬子、池田藍、石田知弘の7名。
http://www.dotarchitects.jp 

安田邸（宿）歴史的建造物修理 設計｜アトリエ 縁　清水 徹　 

1977年富山県氷見市生まれ。2002年3月新潟大学大学院博士前期課程修了、同
年7月「アトリエ 縁」を設立。新潟を拠点に歴史的建造物や社寺建築の調査・修
復設計・企画を行う。新潟市内の歴史的建造物・庭園をシェアオフィスとして活
用する「松楓園プロジェクト」の立ち上げ、運営に代表メンバーとして関わる。 
公益財団法人雪だるま財団テクニカルフェロー。atelier-enn.com 

一揖（フロント）設計｜加藤 正基 
いちゆう

1986年広島生まれ。デザイナー。2011年近畿大学大学院総合理工学研究科修了
後、ISOLATION UNIT/TERUHIRO YANAGIHARAを経て2013年より個人によ
る活動を開始。 
第19回CSデザイン賞グランプリ受賞 [ハイツ Yの修理] masakikato.jp 
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INFORMATION 

マークについて

朝から夜まで、日貫で一日をゆっくり過ごしてもらいたいという想いを込め、「日貫一日」と名付け
ひ ぬい ひ ぬい ひ とひ

ました。日と月をモチーフとし、一日を貫いたかたちのシンボルマークです。このマークを目印に、
様々な所から、たくさん人が集まり、さらに時代をこえ、日貫という場所が広く遠くに伸びていくよ

ひ ぬい

うな、そんな場所を目指したいと考えています。 

関わっていただいた方
朝食レシピ　 月森 紀子 [料理家、野菜料理プロデューサー] WOOD MOON ¦ woodmoon.jp

器（安田邸） 森脇 靖 [陶芸家]     森脇製陶所 ¦ www.morisei.net

家具（ちゃぶ台）吉行 良平 + 永田 幹 [プロダクトデザイナー]  吉行良平と仕事 ¦ ry-to-job.com

家具（キッチン）アトリエカフエ [空間デザイナー]   アトリエカフエ ¦ atelier-cafue.com

檜風呂  森重 健一 [材木商]    株式会社エムケーマテリアル ¦ www.mkmaterial.co.jp

家具（寝台） Design Office SUKIMONO [デザイナー]  Design Office SUKIMONO ¦ www.sukimono.co.jp

ファブリック fabricscape株式会社    fabricscape株式会社 ¦ www.fabricscape.jp

金物  Atelier Tuareg     Atelier Tuareg / Metal Works ¦ tuareg.jp

照明計画 NEW LIGHT POTTERY [照明デザインスタジオ] NEW LIGHT POTTERY ¦ www.newlightpottery.com

造園  GREEN SPACE [造園屋]    GREEN SPACE ¦ green-space1991.com 

施工  井野下建築 [工務店]  
香り  牧野 秀美 [アロマセラピスト]   Float ¦ www.float.jpn.com

写真  太田 拓実 [写真家]    Takumi Ota Photography ¦ www.phota.jp

写真  川瀬 一絵 [写真家]  
写真  衣笠 名津美 [写真家]    衣笠 名津美 ¦ natsumikinugasa.com

Web  綿村 健 [Webデザイナー]    FROTSQUARNEL ¦ takeshiwatamura.jp 

宿泊概要 
1泊1名 15,000円（4-12歳 7,500円）　 *税抜価格  *朝食付き。夕食は別途料金（各メニュー1名 3,000円） 
　*宿泊最大6名まで　*１名のみ利用の場合 20,000円　 *最大価格 60,000円（大人5名で宿泊の場合60,000円＝1名あたり12,000円）
チェックイン14:00 ‒ 19:00   チェックアウト8:00 ‒ 11:00 

アクセス 
〒699-4311 島根県邑智郡邑南町日貫3376   TEL : 090-3632-4902 
広島駅もしくは広島空港から車で約2時間 

周辺情報 
日貫では、豊かな自然や満天の星空のしたでゆったりとしたひとときを過ごしていただける他、陶芸体験、星空体験、
ひ ぬい

神楽鑑賞体験、神楽面の絵付け体験などもご用意しています。また、邑南町および隣接する石見には石見銀山をはじめ
とする名所が多数あり、チェックアウト前後の観光もお楽しみいただけます。 

周辺情報は下記ウェブサイトよりご覧ください。 
邑南町　https://ohnan-kanko.com   石見　 https://www.all-iwami.com

お客様お問合せ先　 TEL：090-3632-4902   MAIL：info@hinuihitohi.jp  
ウェブサイト  https://hinuihitohi.jp 
プレスお問合せ先  HOW INC.   TEL：03-5414-6405    MAIL：pressrelease@how-pr.co.jp
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