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いろり貸し切りコーナー
炉ばた風

バトミントンコートドッグラン ミニサッカーコート
「いろりコーナー」が貸し切りでご利用で
きます。女子会や誕生日会など様々な用
途に合わせてご利用ください。
※利用時間は別途ご相談ください。

体を動かした後は管理棟で楽しめる「四季の郷オリジナルブレンドコーヒー」で
ひと息つくのが「四季の郷流」です。スタッフが丁寧に淹れる自慢の1杯なの
で、この機会にぜひお試しください。

四季の郷にも春がやってきました！

要予約

国道156号線沿いの、中野展望台に
立つ樹齢約500年の老桜「荘川桜」。
御母衣ダム建設の際に移植された物語
のある桜です。

ヴァカンス村 郡上高原巨大迷路
日本古来の馬「木曽馬」の乗馬体験が楽
しめます。とってもおとなしい性格なの
で、小さいお子様から大人まで安心して
乗ることができ、おすすめです。

ひるがの高原 牧歌の里
県内最大級1,200㎡の巨大迷路に挑戦で
きます。「ウッドアドベンチャー郡上」も隣
接しているので、大自然の中で1日たっぷ
りと楽しむことができます。

ひるがの水芭蕉群生地
ひるがの高原スキー場入り口付近には、
水芭蕉の群生地があり、毎年4月中旬頃
から花が咲き始めます。岐阜県の天然記
念物にも指定されています。

ひるがの高原 木曽馬牧場
白山連峰の広大な遠景をバックに、咲き
誇る花々や、動物たちとの触れ合いを楽
しむことができるレジャー施設です。近年
人気のアルパカも飼育されています。

荘川桜公園
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旅行最終日に訪れる方が
多い人気スポット！

春の園内情報
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のひるがの
見て、感じて、癒される。

春
屋外の観光地
に行こうよ！

を巡る旅へ

お車で
約3分

お車で
約8分

お車で
約3分

お車で
約7分

※上記時間は四季の郷からのお車での所要時間になります。

岐阜県の天然記念物に
指定されています。

お車で
約20分

季節はいよいよ春。
自然溢れるひるがのはこの季

節が一番美しくなると言われていま
す。荘川桜や水芭蕉など季節の花が咲き、
雪が溶け始めた山々に新緑が芽吹く様は日
常で疲れた心を癒やしてくれます。また、牧場
や巨大迷路など、屋外のレジャーが多くあ
るのも自然豊かなひるがのならでは。
この春はひるがのを巡る旅に
出かけて見ませんか。

木々の芽吹きを感じたり、高原の爽やかな風を満喫できるの
もひるがのの春ならでは。過ごしやすい気候の中で自
然の移ろいを感じながら、ゆっくり過ごしてみるの
はいかがですか。園内にはドッグラン・バトミント
ンコート・ミニサッカーコートなどもあるので、暖
かな陽気の中、体を動かすのもおすすめです。

コーヒーをどう
ぞ！

あらゆる施設に対応したシャワー棟をご紹介！

スタッフの自慢のひとつがこのシャワー棟。シャワールームの他、自動販売機、洗面
炊事場、洗濯機、トイレがある共用施設です。キャンプ場を選ぶ際にお客様が重視
するものとして必ず上がるのが水回りの清潔さです。四季の郷ではスタッフが毎日
お手入れをし、お客様が安心して気持ちよくご利用できるように心がけております！

洗濯機もご自由に
お使いいただける
ので、BBQや釣りな
どで、万が一お子様
の服が汚れてしまっ
たとしても安心です！

グランピング・オートキャンプ・コテージ・BBQ・釣りと盛りだくさん！

この春はアウトドアライフを楽しみませんか。

困ったときも安心！

総合アウトドア施設である四季の郷は様々なアウトドアがお楽しみいただけますが、春
におすすめなのは、女性人気の高いグランピング。設備もすべて揃っておりますので、グラ
マラス・キャンピングの名の通り、春の柔らかな日差しの中、優雅な時間をお過ごしいただけ
ます。またオートキャンプはロケーションの良さが大好評で、この季節は家族連れのお客様から
ソロキャンパーの方まで大人気です。この春は四季の郷で思い思いのアウトドアライフをお楽しみください。

自分で釣った魚をそのまま
BBQにできる釣り堀も大
人気です！ご希望のお客
様はお気軽にスタッフまで
お声掛けください。



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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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 - Plan-

土曜日を除く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。

土曜日を除くレギュラーシーズン限定で、コテージ宿泊費が2泊目20％OFF、３泊で30％OFF
でご利用になれます（シニア以外の方もご利用可）。

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。

四季の郷のプランをご紹介四季の郷のプランをご紹介
①シニア（60歳以上）同伴サービス

お得な

若いエネルギーが感じ
られる1枚です。コテー
ジの形状を上手く使っ
ていますね。1人1人の
ポーズもバラバラなの
に一体感があります。
見ていて元気がもらえ
る1枚ですね。

選出コメント

Spice様

Instagram部門 
最優秀賞

雪の中で遊んだ親子の
情愛がすごく感じられ
るシーンです。見ていて
ほのぼのとした気持ち
になります。娘さんの可
愛い表情もとても良い
です。

選出コメント

りゅうりゅう様

Twitter部門
最優秀賞

四季の郷
フォトコンテスト

2020

受賞作品
発表！

プロカメラマンとして活躍さ
れている冨永聡様による厳
正な審査の結果、各部門の
入賞が決定しました。
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m・
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稿！

    ご応募ありがとうございました

           Voices from customers           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!

2020年
11月
Y様 

今回は普段ダイビングを一緒にしている
友人と四季の郷でのグランピング！…を
行う予定でしたが、夜の気温などが心配
だったのでコテージ泊に変更して、お邪
魔しました。

当日は思っていたよりは寒くはならず、外
でマシュマロを焼き、焚き火を囲んで団ら
んを楽しんだり、ダッチオーブンを使い
ビーフシチューを作ったりと充実した時
間を過ごすことができました。

2日目の朝食はコテージ内のキッチンで
友人が作ったトマトスープとホットサンド
を食べた後に、四季の郷を出発。その後
はお蕎麦食べ、日帰り温泉に寄り、お土
産でひるがの高原名物のチーズなどの
乳製品を購入し、ぷち散策もして、まった
りゆったりとひるがの高原を楽しんでき
ました。修学旅行のようなテンションで楽
しめた2日間でした。四季の郷はとても楽
しく、また行きたいと思いました。そして、

次回こそはグランピン
グを堪能したいと
思いました。

寒さが気になり、
コテージキャンプに！

充実した時間を過ごせました

次回こそはグランピングを！

Information -Cottage-Information -Cottage-

●追加料金／大人（中学生以上）   3,300円（税込）〈１名〉
　　　　　　子供（4歳以上～小学生）2,200円（税込）〈１名〉  幼児（布団有り）880円（税込）〈１名〉
●設備／リビングテーブル＆ソファ・寝具・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。　※料金は税込となります。
※炭、着火剤等は別途有料となります。　※コテージ内に寝間着・タオルのご用意はございません。

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：16,500円～（２名様）
B2type：23,100円～（3名様）
C2type：31,900円～（4名様）

Btype：17,600円～（2名様）
Ctype：29,700円～（4名様）

22,000円（税込）～29,700円（税込）
基本3名料金（定員5名）A 2

TYPE

自慢のコテージをご紹介自慢のコテージをご紹介

コンパクトワイド（3～5名利用）大人定員1名あたり 5,720円（税込）～
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2 F A-2タイプ

A-2タイプ 1 F グランピングはドームタイプとテントタ
イプの2種類ございます。優雅で華や
かなワンランク上のキャンプス
タイル「グランピング」を次回
はぜひお楽しみください。

大変多くのご応募をいただき、ありがとうございました。　※優秀賞は四季の郷HP内にて発表されております。

※料金は税込となります。


