
ホテル ヴィラ・モンサン

教育旅行のご案内

2022.3.1

標高1,000メートルの高原ホテルで思い出つくり。



西日本最大級のスノーリゾート・ダイナランド内に位置するホテルです。
冬のスキー・スノーボードはもちろん、徒歩圏内に人工芝・天然芝のグラウンドや
多目的ホールがあり、スポーツや音楽合宿にも最適です。

＜ホテル ヴィラ・モンサンとは＞

標高約１０００mの高原にたたずむホテルヴィラ・モンサン

滑りごたえ満点！ 冬の、ダイナランド
ゲレンデはホテルの目と鼻の先！

コインランドリーも完備！（館外）

食事はビュッフェ形式で（画像はイメージ）

ひるがの高原スキー場は、夏営業として
【ひるがのピクニックガーデン】OPEN！

ホテルの目の前の広大な駐車場は、よさこ
い等のダンス団体の練習に活用可能。



＜主要都市からホテル ヴィラ・モンサンへのアクセス＞
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アクセス抜群の好立地

高速道路のICより約１０分という好立地。
ホテル前には広大な駐車スペースがあり、
大型バス等でもお越しいただけます。（無料）

近隣の医療機関

■鷲見病院 TEL：0575‐82‐3151 所要時間25分

■国保白鳥病院 TEL：0575‐82‐3131 所要時間25分



◆クックラ ひるがの
高速道路のサービスエリアに併設。
食事処の「匠」では、
「鶏ちゃん丼」1100円
などご当地の名物が
楽しめる。

◆湯の平温泉
ナトリウム炭酸水素塩・塩化物温泉。

10時～21時（最終
入館）。定休日は
木曜日。入泉料
大人700円。

＜ホテル ヴィラ・モンサン 周辺でのお楽しみ＞

◆高鷲カマス高原スポーツ広場
サッカー・ラグビーなど、
球技合宿向きのグラウン
ド。利用料金は1面1日
あたり16500又は22000円
（芝）。5500円（土）。

◆ひるがの ピクニックガーデン
４万株の桃色吐息
（ペチュニア）が咲き
誇る。7月上旬～10
月下旬。入園＋リフ
ト料大人1300円。

◆牧歌の里
標高1000mのひる
がの高原に広がる
観光牧場。4月中旬
～11月下旬。入園料
大人1200円。
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◆ジップラインアドベンチャー ひるがの
ワイヤーロープと滑
車を使って全6コース
を滑空。5月～10月。
3900円（リフト片道乗
車料等含む）。

◆ダイナランド

ホテルからシャトルバスで１分の極上
ゲレンデ。１２月中旬
～４月初旬。リフト券
大人１日4900円。レン
タル各種有。

◆大日ヶ岳トレッキング
標高1709ｍの大
日ヶ岳山頂を目指
す。登り約2時間
40分。下りは約1
時間40分。



＜郡上体験プログラム①～清流長良川で遊ぶ・学ぶ～＞

【長良川ラフティング】
長良川の流れの緩急を存分に楽しめる、
郡上エリアナンバー1のアクティビティ 。
小雨でも実施可能。

場所：郡上市内の長良川
受入単位（人数）： ～200名
実施時期：5～10月

【シャワークライミング】
高い透明度を誇る長良川の支流で滝登りを
したり、泳いだり、川に飛び込んだりしなが
ら源流部を目指すスポーツ。

場所：郡上市内の長良川支流
受入単位（人数）： ～80名
実施時期：6～9月

所用時間：3～4時間

【釣り堀・魚つかみどり】
イワナ・マスの釣り堀と鮎のつかみどり体験。
獲った魚は自分で食べることができる。
（鮎の友釣り解禁期間のみ）

場所：清流長良川あゆパーク
受入単位（人数）： 30～40名×3組
実施時期：5～10月

所用時間：1～2時間所用時間：3～4時間



＜郡上体験プログラム②～自然・動物に触れる～＞

【大日ヶ岳登山】
ホテルヴィラ・モンサン前出発。主に奥大日

往復、石徹白方面、ひるがの方面の３コー
スがある。大日ヶ岳山頂は標高１７０９m。

場所：大日ヶ岳
受入単位（人数）：特になし
実施時期：5～10月

【ジップラインアドベンチャー】
長さ60～150mの計６コースをワイヤーロー
プを使って滑り降りる空中遊泳。
ガイドがつくので安心・安全。

場所：ひるがのピクニックガーデン
受入単位（人数）： 70～110名
実施時期：5～10月

【動物ふれあい体験】
ジャージー牛・馬・羊・ヤギ・モルモットや
大人気のアルパカなどが飼育されている。
季節の花々に囲まれて大自然を満喫。

場所：ひるがの高原牧歌の里
受入単位（人数）： ：特になし
実施時期：4～11月

所用時間：4～5時間 所用時間：約1時間所用時間：約3時間



＜周辺施設のご案内③ ～音楽～＞

ホテルより徒歩５分（車で１分）

ダイナランド ベルーナ（２Ｆ）

多目的ホール

スキー場施設（ダイナランド）が利用可能。山々に囲まれた空間は、周辺への音の心配無用。

フロアごと計２か所にスペースがあり、パートに分かれての練習も可能。
グリークラブ、ブラスバンドクラブ等の団体様にご好評をいただいております。

ダイナランド ルアール（１Ｆ）



＜ホテル ヴィラ・モンサン お食事例＞

和洋中バイキング

夕食・朝食とも和洋中のバイキング。
食事形式やメニュー等、可能な限り
ご要望にお応えいたします。お気軽に
ご相談ください。

ビュッフェからレストランホール



＜ホテルヴィラモンサン 新型コロナウイルス感染拡大防止対策（一部抜粋）＞

全館について

・館内各所にアルコール消毒の設置

・多くの方が触れるモノやスポットの消毒作業

・ご来館のお客様全員に、検温の実施

レストラン（バイキング）について

・お料理を取る際の、マスク・ビニール手袋着用のお願い

・密集を避けたお席割および入店時間の分散

・定期的なトングの交換

消毒作業アルコール消毒 検温

トングの交換マスク・ビニール手袋の着用



＜ホテル ヴィラ・モンサン館内平面図＞

※ 禁煙（一部の客室を除く）



◆構造 鉄筋４階建

◆エレベーター数 １基

◆収容人員 １４８名

◆客室数

トリプルルーム【定員３名・トイレ付】 ３２室

ツインルーム【定員２名・トイレ付】 ８室

フォースルーム【定員４名・トイレ付】 ２室

和室８畳【定員３名・バス・トイレ付】 ４室

和室１０畳【定員４名・バス・トイレ付】 ４室

◆客室設備

テレビ、冷蔵庫、ウォシュレットトイレ、洗面台、

エアコン、ドライヤー、電気ポット、バス（和室のみ）

◆客室アメニティ （一部有料）

バスタオル、フェイスタオル

シャンプー、ボディソープ、

洗顔・手洗いフォーム、

歯ブラシセット、

カミソリ（大浴場）

＜ホテル ヴィラ・モンサン施設のご案内＞

◆館内施設

レストラン（席数８０席）、広間、多目的スペース（別棟）、

大浴場（１６：００～２４：００、翌６：００～８：００）、

売店（１６：００～２０：３０、翌７：００～１０：００）、

自動販売機（ソフトドリンク・アルコール）、全客室にてWi-Fi利用可

◆館外施設

駐車場（大型バス駐車可）

コインランドリー（有料）

洗濯機 容量２０㎏ 2台 500円

容量１２㎏ 1台 400円

乾燥機 容量２３㎏ 2台 100円（8分）

容量１４㎏ 4台 100円（10分）

トリプルルーム

和室１０畳

ツインルーム

売店

コインランドリー（館外） ホテル目の前が駐車スペース



＜ヴィラ・モンサン グリーンシーズン 教育旅行 団体特別料金＞

設定期間 ２０２２年４月１１日 ～ ２０２２年１１月３０日

設定除外日 休館日等

団体料金
適用人数

３０名様以上（全館貸切は６０名様以上より）

客室条件
洋室（ツイン / トリプル / フォース）
和室（８畳 / １０畳）のいずれか

食事内容
夕食 ： バイキング形式
昼食 ： カップライス・カレー・丼ものなど （一例）
朝食 ： バイキング形式

※この料金表は、グリーンシーズンのみの適用となります。

※アメニティ、連泊時のシーツ交換無し。

アメニティ追加料金（税込）

バスタオル ２００円

フェイスタオル １５０円

歯ブラシ １００円

料金 （サービス料・税込。 お一人様あたりの料金です。）

小学生 中学生 高校生 大学生 指導者・先生等

1泊2食 ６，９００円 ７，２００円 ７，５００円

1泊3食 ７，５００円 ７，８００円 ８，１００円

※昼食にデリバリーをご希望の方はお申し付けください。
（デリバリーの場合は１泊２食の料金＋８００円となります。）

添乗員・D/V
（１泊２食・税込）

※３食は６，１００円
５，５００円

※コミッション１０％
（T/C・T/G・D/Vは対象外）。

シーツ交換・清掃をご希望の場合は１泊につき、おひとり様＋５００円
て承ります。
4泊以上は、4日間中に1度交換あり。


