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豪華でワイドなバージョンUP!
グランピングドーム
ベッド付きのラグジュアリーなタイプのグラン
ピングドームが登場です。こちらは豪華な内
装の他、専用のウッドデッキや屋根付きBBQ
ハウスも使えますので、普段とは違ったキャン
プをしてみたいというお客様はぜひ一度お試し
ください！現在1棟のみですが、ドームタイプは随時
こちらのタイプにリニューアルの予定となっております。

広 グ々ランピングドーム

ハンモックでお昼
寝も
でき

ま
す
！

子供も安心。ソフトドリンクコーナーも充実させました！
ティーバッグ（緑茶・紅茶・アップルティー）の他、ウォーターサーバー
もあるため、大人だけでなくお子様もお楽しみいただけます。

セルフで注ぐので量も調整できます
し、普段は出来ないお酒のミックス
をして自分好みのお酒を作って楽し
んでいただくことも出来ます。

豊富な品揃えをご用意！

感染対策も万全！

自分好みのお酒で！

生ビール、ワイン（赤・白）、焼酎
（芋・麦）、レモンサワー、ハイボール

　 など豊富な種類を揃えました！
もちろん全種類無料でご利用になれます。

大人がキャンプを楽しむ上で必要なもの
は、緑溢れる自然や新鮮な空気、焚き火の
火や音、BBQなどの美味しい料理が挙げら
れますが、そのすべてをさらに極上にしてく
れるのがお酒です。大自然の中で家族や
気の合う友達と飲む1杯は至福の瞬間で
す。四季の郷ではそのお
酒をさらに気軽にお楽し
みいただけますよう、無料
のドリンクバーを新た設置
　　いたしました。

直径6mの無料ドリンクバー

避暑地としても有
名なひるがの高原
は8月でも平均最
高気温はなんと27
度。街中にくらべと
ても過ごしやすく、高原のさわやかな空気
の中でのスポーツもおすすめです。

スポーツを楽しもう！
夏にキャンプとくれば誰
しもが思い浮かべるのが
BBQ。太陽の光が降り注
ぐ中で、冷たいビールを飲みなが
ら、焼いたお肉や野菜を食べる
のは最高です。四季の郷では
BBQの食材SETメ

ニューのご用意もできますので、手ぶらでお越しい
ただいても大丈夫です！

園内に釣り堀があるので、自分で釣った
ニジマスをすぐにBBQにして食べるのも
おすすめです。

毎年、夏の時期にお子様の
にぎやかな声が響くのが
BBQコーナーの真ん中に流
れる「郷のせせらぎ」。水深
が浅いので小さいお子様も
安心とご好評をいただいて
いるスポットです。

水遊びを楽しもう！

レクリエーション広場・ドッグラン・バトミン
トンコート・ミニサッカーコート等はご宿泊

のお客様であれば無料で
ご利用いただけますの
で、ぜひご利用ください！

施設利用は無料です！

釣り堀で釣ったニジマスをBBQに！

Enjoy sports Enjoy  playing in the water

釣りとBBQを楽しもう！
Enjoy  fishing & BBQ

がOPENしました！

無料ドリンクバー inドーム

スポーツ・水遊び・BBQ・釣り・花火…夏の楽しみ満載！スポーツ・水遊び・BBQ・釣り・花火…夏の楽しみ満載！

ドーム内は常に換気さ
れており、グラスをプ
ラスチックコップへ変
更や座席間隔の確保
の他、ドリンクバーを利
用する際には、アル
コール消毒をお願いし
ております。

夏の夜を楽しもう!
子供も大人も大好きな、夏の風物
詩「手持ち花火」。キャンプ場によっ
ては禁止されている所も多いです
が、四季の郷は各コテージの駐車
場やサイト内でしたらOKです。
大自然の中、日常とは違う夏の夜
をお楽しみください。

新設 ＆グランピングドーム

コテージの増設やBBQコーナーの改良、
道路の舗装などお客様にご満足いただけますよう、
常に進化し、リニューアルし続けてきた「四季の郷」。
2022年は、さらにワクワクが楽しめる施設が誕生しました。

ドリンクバーの場所は管理棟のすぐ横！
管理棟の横の芝生の広場に設置されました。
お気軽にお立ち寄りください。

曜日によって1時間程度前後する場合がございますので、
チェックイン時に受付にてご確認ください。

毎日 16：00～19：00　
無料でご利用いただけます！

新グランピングドーム

無料ドリンクバー



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。

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。

自慢のコテージをご紹介自慢のコテージをご紹介

●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）） ※その他施設無料サービスあり
●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。　※ペット可能棟あり。　
※コテージ内に寝間着・タオルのご用意はございません。　※タオルは別途有料（レンタル）となります。

A type：20,900円～（２名様）
B type：20,900円～（2名様）
Ctype：35,200円～（4名様）

A2 type：27,500円～（3名様）
B2 type：28,500円～（3名様）

C-2タイプを大人6名にてご利用の場合、大人定員1名あたり 7,883円（税込）～

※料金は税込となります。

++ 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）

37,400円（税込）～46,200円（税込）
基本4名料金（最大定員6名）
レギュラーシーズン トップシーズンC 2 TYPE

ワイドキャビン
（基本定員4名）
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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。

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名様利用限定のお得なキャンププランです。
●コテージ1名様10,450円（税込）
●グランピングテントタイプ1名様9,900円（税込）

詳しくはこちらの
QRコードから！

①シニア（60歳以上）同伴サービス

四季の郷をお得にご利用いただけるプランのご紹介

夏のひるがの高原周
辺は緑が生い茂る
山々や涼やかな川や
滝、色鮮やかな花々
など豊かな自然に囲ま
れ、見所も満載です。
今年の夏は四季の
郷を拠点に最高のド
ライブ旅に出かけま
せんか。

ひるがのピクニックガーデン ひるがの高原木曽馬牧場

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75
TEL.0575-73-2311

岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670－3654
TEL.080-5113-2339

日本最大級４万株の桃
色吐息（ペチュニア）の
他、「ジップラインアド
ベンチャー」「山頂バ
ギー」などのアクティビ
ティがあり大自然を満
喫できるスポットです。

「木曽馬」の乗馬体験が楽しめます。おとなしい性格なの
で、お子様から大人まで安心して乗ることができます。

ラフティング体験
ゴムボートに乗り、川を下っていく人気のリバース
ポーツ。四季の郷周辺では「アースシップ」と
「OD-FARM荘川」で体験できます。

落差17ｍの分かれて落ちるふたすじの滝が特徴です。

夫婦滝

岐阜県郡上市高鷲町西洞
TEL.0575-73-2241（ひるがの高原観光協会）

美食空間 翠花

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

ひるがの高原の牛乳を使用
したアイスクリームショップ。

乳製品や地元野菜など多
彩なお土産が揃うショップ。

本格的な中華料理が味わ
えるお店。飲茶が人気。

大日ヶ岳から流れ出る名水仕
立てのコーヒーが自慢のお店。

食品からお花や加工品ま
で揃うスーパーマーケット。

地元で愛される隠れ家的な
イタリアンのお店。

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの４６７１－３７８
TEL.0575-73-2205

喫茶 わたすげ

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの４６７１－３７３
TEL.0575-73-2626

たかすファーマーズ

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの4670-233
TEL.0575-73-1022

Icecream Shop
クリークサイド

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの４６７０－３０６５
TEL.0575-73-2511

フレッシュフーズ
ひるがの

岐阜県郡上市高鷲町
ひるがの4670－339
TEL.0575-73-2433

パスタ・キッチン&バー 
アウル

スタ
ッフおすすめ

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。

ひるがの高原 牧歌の里

岐阜県郡上市高鷲町鷲見2756-2
TEL.0575-73-2888

①ソロキャンプラン
期間中、すべてのコテージで2,000円割引
アーリーチェックイン無料サービス
たき火セット無料貸し出し
ペア温泉チケットプレゼント

②新緑サマーキャンペーン特別割引　
特典1
特典2
特典3
特典4
※ソロキャンプランとの併用はできません。

※シニア割以外の割引との併用はできません。

※別途施設利用料が発生致します。
※その他割引との併用はできません。

～7/15(金)のレギュラーシーズン限定

土曜日を除くレギュラーシーズン限定

残りわずか！お早めに！

アースシップ（郡上）：岐阜県郡上市美並町白山1013    TEL.0575-79-4070
OD-FARM荘川 ：岐阜県高山市荘川町牧戸395-1   TEL.05769-2-1011

-2022年 夏-


