
キャンプやアウトドアといえば夏を
イメージしがちですが、実は冬もできることは盛りだくさん！朝は、雪遊びにか
まくら作り、お昼は冬ならではの食材を使用したBBQ。夜の天体観測や焚き火
もこの季節ならではの楽しみです。この冬はいつもと一味
違ったスタイルで四季の郷を楽しんでみませんか。

いつもと違う家族の時間を。いつもと違う仲間との時間を。ひるがの高原コテージパーク 四季の郷
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静寂を楽しむ
焚き火

ちょっと冒険したいなら
ドーム型グランピング

ついに完成！専用BBQハウス

冬キャンプを
始めるならコテージ

空気の澄んだ冬の夜に都会の騒音か
ら離れて楽しむ満天の星空は、言葉で
は言い表せない感動がありま
す。また天体望遠鏡のレンタル
も可能なので、冬の大三角や冬
の星座を探してみるのもおす

すめです。

本格的な冬キャンプに挑戦したいけど、テン
ト泊はちょっと不安…という方におすすめ
なのがドーム型グランピングです。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の他、ファ
ンヒーターと電気カーペット付きと寒さ対策も万全なので、冬でも快
適にお過ごしになれます。

グランピング
サイトの近くに

はトイレや炊事場
のあるシャワー棟が近
くにあるのも冬に人気
の理由です！

例年1月になると雪の降る確
率が15％にもなる、ひるがの
高原。一面の銀世界の中、雪
遊びを満喫しませんか。

いくつになっても楽しいのが雪遊び。雪だるまやかまくら
を作ったり、友人や家族で雪合戦をしたり、広い敷地で思
いっきり楽しむことができます。 管理棟では「四季の郷オ

リジナルブレンドコー
ヒー」の販売もあります。
寒い冬の日に自慢の一杯
をぜひご賞味ください。

 四季の郷

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。VIPタイプのグランピングサイト新設、園内の道路を舗装、ドーム型グランピングサイト用
BBQハウスを新設する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。

四季の郷では今年も大人
気の「冬季限定鍋メニュー」
をお楽しみいただけます。
美味しいお鍋を食べて体の
芯から暖まりませんか。
※3日前までの要予約

●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 ～

四季の郷の冬のごちそう！
みんなで熱々のお鍋を囲もう
四季の郷の冬のごちそう！
みんなで熱々のお鍋を囲もう

シャワー棟も
近くて便利

あったかい屋内で楽しむ

充実設備で快適STAY

遊び
も
で 倒そう

暑い夏の日に汗をかきながらお肉を焼く
BBQもいいものですが、雪景色を眺めなが
ら、友人や家族とコンロを囲む「冬BBQ」も
一度試してみませんか。

星空をひとり占め
天体観測

冬のBBQコーナーは格別

     雪がいっぱい屋外で楽しむ
雪がたくさんあるので

街中の公園では体験できない
そり遊びも楽々です！

具材が煮えるまでは暖を
とりながらワインを楽しむ。

冬ならではです！

大自然の中での
全力の雪遊び

BBQというと暑い夏に冷たいビールを片手
に…、なんてイメージがあるかもしれません
が、近年は虫がいない＆日焼けの心配がない

冬に、BBQコンロで暖を
取りながら、シチュー
やスープ料理など
の温かい食事や
冬ならではの海鮮
を焼いて楽しむ

「冬BBQ」もとても人
気があります。

冬キャンプの醍醐味の1
つでもある「焚き火」。焚
き火を囲んで友人や家

族と談笑したり、ホットコーヒーを片手に
火を眺めてぼんやりしたりする時間を味
わえるのはこの季節ならではの贅沢です。

冬の寒さが心配という方もコテージな
ら寒さ知らず！暖房機付きでコテージ内にユニットバス（A棟
はシャワーのみ）完備なので寒い夜も暖かい室内から出るこ
となく過ごすことができます。またキッチン・冷蔵庫・電子レン
ジなど設備も充実しておりますので、暖かい室内で料理も楽
しむことが出来ます。

ドーム型グランピングをご利用いただく
お客様専用のBBQハウスが完成いたし
ました。屋根付きの広々空間で1年中
BBQがお楽しみいただけます。

インフォメーション
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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8区画

オートキャンプ場13区画
日帰りBBQ場8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。

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。

スキー・スノーボード・ウエアはもちろん、帽
子・ゴーグル・手袋といった小物のレンタル
まで豊富に取り揃えているので手ぶらで来
場しても楽しめます！話題のアクティビティー
「スノーラフティング」も体験できます。ひるが
のSA⇔スキー場⇔四季の郷を行き来できる
スノーシャトルバスもあるので、
ぜひご利用く
ださい。

ひるがの高原スキー場

名古屋の大手ホテルで副料理長を務めた店主さんの作る本
格的な中華料理がいただけ
るお店。飲茶メニューもお手
頃価格で楽しめます。
また、ひるがの高原牛乳を
使った飲む杏仁豆腐なども
あり、女性に大人気です。

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75
TEL.0575-73-2311

パスタ・キッチン&バー アウル

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670－339
TEL.0575-73-2433 ※冬季はランチはお休みです。

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-3395
TEL.0575-73-2885

今回はひるがの高原に来たら立ち寄りたい、冬におすすめ
のスポットを紹介いたします。営業日・営業時間等は各スキー
場・お店までお問い合わせをお願いいたします。

ひるがの高原
木曽馬牧場

四季の郷

ひるがの
高原
スキー場

やまびこロード
喫茶 わたすげ

カフェ 花音

美食空間
翠花（中国料理）フレッシュフーズ

ひるがの

分水嶺公園

夫婦滝

GSパスタ・キッチン&バー
アウル
パスタ・キッチン&バー
アウル

-2022年 冬-

           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!

今回は、グランピングサイトに宿泊するつもりでお邪魔しましたが、11月のひるがのと
いうことで、寒さが心配だったのでコテージに変更して宿泊しました。コテージはコンパ
クトタイプから広々としたワイドキャビンタイプまであり、内装はキッチンやお風呂、
暖房機等の必要な設備が揃っていたのでとても快適に過ごすことができました。

ひるがの高原 コテージパークに1泊2日旅

夕食時には雨が降ってきてしまいましたが、コテージのデッキでは無事にBBQもでき、コテージに変更して本当に良かったです。
夕食後はのんびりと暖かいコテージ内でお菓子を食べながらトランプをしたりして、充実した時間を過ごせました。朝は日の出を見
て、焚き火をしながら食べる朝食は最高の気分でした。すべてが新鮮であっという間でしたが、また行きたいな！と思える場所でした。

            Information - Plan-            Information - Plan-

四季の郷のプランをご紹介四季の郷のプランをご紹介

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①シニア（60歳以上）同伴サービス

※詳しくはQRコードよりご覧ください。　※プランのご予約は、HPより承っております。プラン名を必ずご指定ください。

お得な

Information -Cottage-Information -Cottage-

●別途追加料金／〈基本定員に追加〉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9：00～10：00
※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。
※12月～3月末日は別途、暖房燃料費・凍結除雪維持費として1棟につき3,300円（税込）承ります。

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：20,900円～（２名様）
B type：20,900円～（2名様）
C2 type：37,400円～（4名様）

A2 type：27,500円～（3名様）
Ctype：35,200円～（4名様）

自慢のコテージをご紹介自慢のコテージをご紹介

B-2タイプを大人5名にてご利用の場合、大人定員1名あたり 7,040円（税込）～

2 F

※料金は税込となります。
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美食空間 翠花（中国料理）

++ 550円（税込）
子供

（4歳児以上）+1,100円（税込）
大人

（中学生以上）
1名様につき 1名様につき

（4/29より）施設利用料

コテージ宿泊料金/コテージ基本料金+人数分施設利用料（4/29より）

28,600円（税込）～36,300円（税込）
基本3名料金（最大定員5名）
レギュラーシーズン トップシーズンB 2 TYPE

スタンダードワイド
（基本定員3名）

2021年11月  cintia_saraiva07様 

ログハウス調のお
しゃれな外観が目印
の地元の人々に愛さ
れる隠れ家的なイタ
リアンのお店です。絶
品のパスタやピザを
目当てに連日にぎわ
う人気店です。


