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四季の郷に新たに加わった「グランピングドー
ム」。壁と天井の区別がないドーム内は非日常
感を満喫していただけます。また通常のグラン
ピング同様、寝具やテーブル＆チェア
などが備え付けられているため、
気軽にキャンプをお楽しみにな
れます。

グランピングゾーンに昨年11月、可愛
い4つの「グランピングドーム」が新登
場しました。冬キャンプに挑戦してみた
いけど、テント泊はまだちょっと不安…。
そんなお客様にもお
すすめです。

半球体のドーム型グランピング
「グランピングドーム」

グランピング4名様向け
タイプの一部が、
新らしくドームタイプに！

グランピングゾーンに新たな仲間が新登場

！グランピングドームへようこそ

GLAMPING DOME CHECK POINT① GLAMPING DOME CHECK POINT② GLAMPING DOME CHECK POINT③

厳しい寒さ対策もばっちり！
ファンヒーター&電気カーペット付

２段ベッドが２つ備え付けられたドーム内
はファンヒーターと電気カーペット付なの
で、冬でも快適にお過ごしになれます。

感染症対策も万全！
自然換気システム搭載

自然換気システムにより、室内換気量
（風量）を調整し、スムーズな空気循環が
できるので安心してご利用いただけます。

暖かいドーム内でお鍋を
楽しむこともできます！

四季の郷の中で
思いっきり雪遊びを楽しもう！

暖房機付きで、電子レンジなど設備
も充実しており、冬でも快適です。

AC電源付きなので、ストーブなどの
電化製品も使えて、冬も大人気。

もちろん定番のコテージや
オートキャンプも大人気！

夜は暖かいドーム内で星空観測！

大自然の
中

だから雪
も

いっぱい
！

平日レギュラーシーズン限定で１組にシニア（60歳以上）の方が
1名様以上でコテージ1泊が最大5,000円OFFでご利用になれます。

平日レギュラーシーズンの宿泊料金が月～木曜日
限定で連泊割引となります。

②コテージ連泊特別サービス

※詳しくは上記QRコードまたはお電話にて、お問い合わせください。　※上記プランのご予約は、HPまたはお電話に限ります。プラン名を必ずご指定ください。

①シニア（60歳以上）同伴サービス

日常の喧騒とかけ離れた静寂と透き通った空気。一面の銀世界をひとり占めしてみませんか。

●定番のちゃんこ鍋（醤油味）
●飛騨旨豚の旨辛キムチ鍋
●だし香る牡蠣鍋 赤味噌仕立て
●海鮮トマト鍋

～ 冬季限定鍋メニュー ～

四季の郷の新定番

トイレ・炊事場が
近いので冬は
とても便利です！

冬の四季の郷は
雪で覆われ、

幻想的な雰囲気に！

コテージ

オート
キャンプ

空気中の水蒸気が少なく太陽が早く沈む冬は、一年の中
で最も星がきれいに見える季節です。四季の郷の夜は降
り積もった雪と星空でとても幻想的な雰囲気になります。

天体望遠鏡の

レンタルも可能です。

詳しくはスタッフまで！

四 季 の 郷 、 冬 の 過 ご し 方

暖かいドーム内では、お鍋を楽しむのがお
すすめ。家族や仲間でお鍋を囲みながら
冬キャンプ気分を味わってはいかがでしょ
うか。四季の郷では冬季限定鍋メニューの
ご用意もありますので、手ぶらでもご来場
いただけます（鍋は要予約）。

四季の郷がある、ひるがの高原は例年1月
になると雪の降る確率が15％にもなる
ほど雪が豊富です。街中では味わえな
いような一面の銀世界の中、雪遊びを
満喫できます。

雪で大きな坂を作っ
て、ソリ遊びをしたり、
家族で雪合戦をしたり、かまくら
を作ってみたりと楽しみ方は無
限大！家族みんなで、雪にまみ
れて遊びませんか。

冬の四季の郷の
楽しみ方は無限大！

満天の星空と静寂を堪能する

四季の郷の積雪情報や周辺観光情報など
は公式TwitterやHPなどでも随時更新して
おります。詳しくは裏面QRコードより！

新年、あけましておめでとうございます。旧年中はたくさんのご来場ありがとうございました。新コテージ増設、新グランピングドーム新設、日帰りBBQコーナーリニューアルなどといったように、
今後も施設を改良しお客様に喜んで頂けるよう頑張りますので、今年も変わらずご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
新年、あけましておめでとうございます。旧年中はたくさんのご来場ありがとうございました。新コテージ増設、新グランピングドーム新設、日帰りBBQコーナーリニューアルなどといったように、
今後も施設を改良しお客様に喜んで頂けるよう頑張りますので、今年も変わらずご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

※12月～3月は暖房除雪費が別途3,000円発生します。
　　　　　　　　※表示料金はすべて税別になります。

+設備利用料  

●料　　金：1ドーム 3名様まで固定 
●基本人数：３名様（最大4名様）

14,000円～
（追加1名様4,000円）

大人1名様 1,000円　子供1名様 700円 

レギュラーシーズン

お得な



https://shikinosato.co.jp/

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０番３７０８

愛知県 名古屋市昭和区鶴舞３丁目１６番２０号
tel.052-753-5518    fax.052-732-5500

〈運営管理〉株式会社福の家

東北北陸自動車道
「ひるがの高原SAスマートIC」
より約7分

東海北陸自動車道
「ひるがの高原SAスマートIC」
より約8分

〈東京方面より〉

牧歌の里

荘川I.C.

ひるがの高原SA
ETCスマートI.C.

高鷲I.C.

コテージパーク
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ひるがの高原
スキー場

東名高速道路→名神高速道路「一宮JCT」→
東海北陸自動車道
「ひるがの高原SA ETCスマートIC」下車

〈名古屋方面または大阪方面より〉
名神高速道路「一宮JCT」→
東海北陸自動車道
「ひるがの高原SA ETCスマートIC」下車

四季の郷
ひるがの高原
コテージパーク 

お申し込み ・ お問い合わせ

四季の郷のSNSは下記QRコードから！

検索ひるがの高原 四季の郷

四季の郷
総合
アウトドア
施設

コテージ25棟
グランピング7区画

オートキャンプ場13区画
日帰りBBQ場10ブース

※その他、詳しくは四季の郷のHPに
　記載しておりますので、ご覧ください。

このカラフルメール（会報誌）をメール配信に変更をご希望の方は、shiki@fukunoya.orgへ「カラフルメール配信希望」と
入れて送信ください。ご予約時のお名前と電話番号もお書きください。

四季の郷は
感染症予防対策を
実施しています。 施設内の換気を行っています。

お客様の触れるもの・
施設等は消毒を行っています。

アルコール除菌剤を
コテージ各棟に設置しています。

お客様にはマスクの着用を
お願いしております。

お客様にはこまめに
手洗いをお願いしています。

Information -Cottage-

●追加料金／大人（中学生以上）3,000円〈１名〉
　　　　　　子供（4歳以上～小学生）2,000円〈１名〉  幼児（布団有り）800円〈１名〉
●設備／リビングテーブル＆ソファ・寝具（ツインベッドタイプ有）・ユニットバス・洗面台・
　　　　ウォシュレットトイレ・テレビ（DVD内蔵）・ミニキッチン（IH）・ミニ冷蔵庫・湯沸しポット・
　　　　電子レンジ・調理器具（まな板・包丁・フライパン・フライ返し・おたま・ハサミ・菜箸・
　　　　マグカップ・カセットコンロ「ガスボンベはレンタル」・洗剤・スポンジ）・暖房機・扇風機・
　　　　 ドライヤー・アメニティグッズ（スリッパ・歯ブラシ・リンスインシャンプー・ボディソープ・
　　　　 ヘアブラシ（女性））
●ウッドデッキ／バーベキューコンロ・水栓・テーブル＆チェア・AC電源・分別ごみ箱

※チェックイン15：00～18：00　チェックアウト9：00～11：00
　（年末年始、GW、お盆の連休時は、チェックアウト10：00）
※早着、延長は現地管理事務所までご連絡ください。　※料金は税抜となります。
※炭、着火剤等は別途有料となります。　※ペット同伴可能棟有り

人数や用途に応じて6種類（A・A2・B・B2・C・C2）の
コテージをお選びいただけます。

Atype：15,000円～（２名様）
Btype：16,000円～（2名様）
Ctype：27,000円～（4名様）

A2type：20,000円～（3名様）
B2type：21,000円～（3名様）

29,000円～38,000円
基本4名料金（定員6名）C 2

TYPE

自慢のコテージをご紹介自慢のコテージをご紹介
           Voices from customers

お客様の声をお届けします!お客様の声をお届けします!

2 F C-2タイプ

 C-2タイプ 1 F

ワイドキャビン（4～6名利用）大人定員1名あたり 5,833円～

今回、私達はコテージキャンプ1泊2日の旅にやってき
ました。コロナウィルスや台風の影響で2回ほど延期し
たので、待ちに待った家族キャンプでした。お邪魔した
四季の郷は標高が高いところにあり、10月でもすでに
寒かったのですが、わんちゃんには丁度良かったのか、
いつもより元気に歩き回っていました！

四季の郷内では美味しいもの食べて、常設
のハンモックで寛いでみたり、夜には皆
で花火したりと最高の時間を過ごすこ
とができました。そして帰りには四季
の郷からすぐ近くのひるがのピク
ニックガーデンに立ち寄りました。
ピクニックガーデンではわんちゃんも
一緒に乗車できるリフトなどもあり、
とっても楽しくて、景色もすてきでした！

待ちに待ったコテージキャンプ

最高の時間を過ごすことができました。

2020年10月
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   Sightseeing around

岐阜県高鷲エリアの「ひるがの高原スキー場」、「高鷲スノーパーク」、「ダイナランド」、「鷲ヶ岳スキー場」、「ホワ
イトピアたかす」、「郡上高原ヴァカンス村スキー場」の6つのスキー場が連携した「TAKASU 
MOUNTAINS」が今年も始まりました。最新ゲートシステムを導入し、1枚のICリフト券で5カ所
（郡上高原ヴァカンス村スキー場除く）のスキー場が利用できるので、宿泊施設を拠点に複数の
スキー場を楽しむことができます。また、スキー場間無料シャトルバスや手ぶらで楽々の
「フルレンタルセット」もあり、便利にスノーリゾートが楽しめます。

今年も高鷲エリアの6カ所のスキー場が連携した「TAKASU MOUNTAINS」が始まりました。

スキー情報

総合健康施設「コージュ高
鷲」内にある天然温泉で
す。企業の保養所を一般に
開放した施設で、日帰り入
浴の他、レストランもござ
います。

ふたこえ温泉

道の駅「桜の郷 荘川」
に隣接している施設な
のでドライブなどの道
中、お気軽に立ち寄る
ことができます。

ひだ荘川温泉 
桜香の湯

四季折々で変わる表情豊
かな露天風呂が人気。レス
トランやショップなどもあ
るので、ゆったりとした時間
をお過ごしになれます。

牧歌の里温泉 
牧華 スキーヤーに人気の天

然温泉が楽しめる日帰
り温泉施設です。畳の
休憩スペースがあるの
で、入浴後はのんびり
過ごすことができます。

湯の平温泉

周辺の温泉&スキー情報周辺の温泉&スキー情報

ひだ荘川温泉
桜香の湯

ふたこえ
温泉湯の平

温泉

四季の郷
ひるがの高原
スキー場

高鷲スノーパーク

ダイナランド

ホワイトピア
たかす

ひるがの高原
スマートIC
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牧歌の里温泉 
牧華

郡上高原
ヴァカンス村
スキー場

鷲ヶ岳スキー場

至郡上

至郡上

至荘川

至高山

お願い 施設によっては感染症の影響により、一時休館・営業時間を変更する場合もございますので、
お出かけ前にHP等でご確認くださいますようお願いいたします。
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