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   飛騨高山コンベンション情報 



高山市 

概況 
  高山市は、岐阜県の北部、飛騨地方の中央に位置しています。 

平成17年2月に周辺2町7村と合併し、東京都に匹敵する、 
自然に囲まれた日本一広い市となりました。 
  平成19年9月には中部縦貫自動車道高山ICが開通、 
また平成20年7月には東海北陸自動車動車道も全線開通で、ますます 
アクセスが良くなり便利になりました。 
 人情味あふれた飛騨・高山では、おもてなしのこころを大切に実り多い 
快適なコンベンションを開催していただけるように、会議などの主催者 
支援組織として「飛騨・高山観光コンベンション協会」がお手伝いさせて 
いただきます。 
 
 
面積 2,177.67㎢ （東京都 2,187 ㎢） 
人口 92,861人 － 平成24年4月1日現在 
観光 （平成23年観光統計） 
 観光客入込み数：3,481,000人（内外国人：95,000人） 
  ※日帰り客：1,641,000人／宿泊客：1,840,000人） 
  来客回数：2回以上 71.9％ 
 
（一社）飛騨・高山観光コンベンション協会  コンベンション事業部 
〒506-0025 岐阜県高山市天満町5-1 
TEL 0577-36-3315  FAX 0577-36-0091 
EMAIL bureau@hidanet.ne.jp 
URL http://www.takayama-cb.jp/ 
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アクセス 

 
□  東京方面より 
    鉄道利用 
     東京から名古屋まで新幹線で1時間45分＋名古屋からJR利用で高山まで2時間20分＝4時間05分 
    高速バス利用 
     新宿から中央自動車道に入り5時間30分 
    飛行機利用 
     羽田空港から富山空港まで1時間00分＋富山空港より連絡バス20分＋富山駅よりJR利用で高山まで1時間30分＝2時間50分 
     成田空港から中部国際空港（セントレア）まで1時間10分＋中部国際空港（セントレア）より高山まで鉄道利用にて 
     2時間50分＝4時間00分 
□  大阪方面より 
     新大阪から名古屋まで新幹線で50分＋名古屋からJR利用で高山まで2時間20分＝3時間10分 
     大阪からJR利用（直通）で4時間10分     
□  中部国際空港より       
      中部国際空港から名古屋鉄道利用で名古屋まで30分＋名古屋駅からJR利用で高山まで2時間20分＝2時間50分 
     中部国際空港から名古屋鉄道利用で岐阜まで1時間＋岐阜駅からJR利用で高山まで2時間＝3時間00分 
□  名古屋より 
     JR名古屋駅からJR利用で高山まで2時間20分 
     JR名古屋駅から高速バス利用で高山まで2時間30分 
 
□  ひだホテルプラザへ 
     JR高山駅から徒歩約5分 
 
     

         ◆飛騨は日本の真ん中。交通アクセスもグーンと便利になりました◆ 
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コンベンション・宿泊施設 
 

 ひだホテルプラザ           
                                  HIDA HOTEL PLAZA 
  
 ＪＲ高山駅から徒歩５分の「ひだホテルプラザ」では、コンベンション・ミーティング・懇親会でご利用いただける、 
 会議室＆バンケットホールを豊富にご用意しております。 
 天然温泉の大浴場の他、屋上には「天望大浴場」「露店風呂」等も備え、館内設備も充実したホテルです。 
 
 
 □客室  2２５室 ７７７名収容   
    〈洋室〉  スタンダードシングル１２室、スタンダードツイン６１室、 
         スーペリアシングル（ダブルルーム）２７室、スーペリアデラックスツイン３３室 
   〈和室〉 スタンダード和室３２室、スーペリア和室４９室、デラックス和室１１室 
 
 
 □会議室＆バンケットホール 
 吉祥の間     ５７０平方m   ２分割可能     収容人数：最大３００名（スクール形式）  
 祭の間       ３８０平方m   ３分割可能     収容人数：最大２００名（スクール形式）  
  ※その他、ローレル ８４平方m、アンジェラス ５１平方m、雅の間 ６２平方m等 
                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

お申し込み・お問い合わせ／ひだホテルプラザ 
 
〒506-0009 岐阜県高山市花岡町2-60 
TEL 0577-33-4600   FAX 0577-33-4602 
URL  http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 
E-mail:  info@hida-hotelplaza.co.jp 
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 ひだホテルプラザのご案内 

① 高山駅から５分と近く、市内主要観光施設まで 
  歩いて行ける好立地。 

② 天然温泉（自家源泉）：飛騨高山温泉／飛天の湯～美人の湯～ 

③ 旬の食材を使用した、飛騨高山ならではの味覚／おもてなしの演出 

④ 高山随一のゆったり広々二間続き和室／和風の趣を兼ねた洋室 

⑤ 充実した施設 
  （大浴場・売店・２次会・居酒屋・プールなど） 

⑥ 館内バリアフリー対応、どなたでも安心したご滞在が可能 
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① 高山駅から５分と近く、市内主要観光施設まで 
  歩いて行ける好立地。 

バス・お車の場合 
東京方面：   松本IC～R158～ホテル 約90分／中央道利用 
名古屋方面： 高山IC～ホテル 約10分／東海北陸自動車道～中部縦貫自動車道利用 
大阪方面：   高山IC～ホテル 約10分／東海北陸自動車道～中部縦貫自動車道利用 

ホテルを拠点に市内散策に 
お出かけできます。 
 
ホテルオリジナルマップ 
ございます。 
観光ポイントやお勧めルート等 
わかりやすく記載しております。 
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② 飛騨高山温泉／飛天の湯 
    ～天女舞い降りる美人の湯～ 

趣異なる２か所の大浴場で柔らかい泉質の湯めぐりをお楽しみください。 

浮世風呂『木香の湯』 天望風呂『星の湯・月の湯』 

喜多館９階 
6：00～24：00 
男女各１か所 
・大浴場 
・ジャグジー 
・壺風呂 
・ミストサウナ 

東館地下１階 5：00～25：00 
男女各１か所 
・大浴場 ・ドライサウナ 

自家源泉にて 
毎分４０６ℓの湯量を誇る天然温泉 
源泉名：飛天の湯 
泉 質：ナトリウム塩化物温泉（弱アルカリ性低張性低温泉） 
効 能：神経痛、関節痛、疲労回復、健康増進等 
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③－１ 地産地消の食材を使用した、四季折々の味覚を堪能 

飛騨の豊かな大自然のもとで、織り成す四季折々の食材、そして日本海にも近いため、新鮮な海の幸も味わう事ができます。 
飛騨高山伝統料理や郷土料理を取り入れた献立は、まさにおもてなしの宝庫です。 

特産の飛騨牛や、 
飛騨の豊かな大地で育てられ飛騨旨豚、 
醤油ベースの出し汁が懐かしく美味な 
中華そば（高山ラーメン）、飛騨の伝承料理で 
ございます生盛膾（いけもりなます）等 
地産地消を踏まえた献立をご準備致します。 
 
（写真は料理一例） 



③－２ 御歓談、交流会、華やかなバンケットで味わうひと時 

様々なニーズに合わせて、 
立食、着席等ご準備可能で 
ございます。ご予算に応じて、 
屋台料理も可能。 
出来立てのお料理は、 
まさに交流の場として 
ふさわしい雰囲気を創り上げます。 

８ 
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③－３ 格式ある和式、華やかな洋式等、様々な会場をご提案 



【主なバンケット】 

吉祥の間  ５７０㎡（２分割可） 

祭 の間   ３３１㎡（２分割もしくは３分割可） 

※吉祥と祭のフロアー開放使用も可能 

 （1,000㎡は飛騨地区最大規模の 

  立食会場となります) 

ローレルの間  ８４㎡（２分割可） 

アンジェラスの間  ５１㎡ 

雅の間  ６２㎡ 

 

【備品関係】 

大型スクリーン 250Ｘ315 

三脚スクリーン 180Ｘ180、 

プロジェクター、ホワイトボード、音響設備等 

※一部有料備品類も有り 

※１Fロビー及び 

  ３Fバンケット内はＷｉＦｉ環境設定 

 

【飲食】 

飲料（コーヒー/＠￥５００円や 

    ペットボトル/有料）、 

ご昼食用のお弁当（和食、洋食 

中華弁当いづれも＠￥２１００円より 

要相談）等 

 

 

 

③－４ 多彩な会議等を想定した各種バンケットの数々 

１０ 
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④ 高山随一のゆったり広々二間続きの新しい和室＜和室＞ 

例：スタンダード和室 10畳＋4.5畳の２間  
＜バス・トイレはセパレートタイプ＞ 

機能性とくつろぎ～趣ある空間を備えた洋室＜洋室＞ 

例：スタンダードツイン  
約27㎡／120X200ベッドサイズ  

※全室 
・ＬＡＮ接続完備 
 （無料にてご利用可能） 
・シャワートイレ機能付 
・うがい薬/ｱﾙｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ(ﾊﾝﾄﾞ用) 
・室内冷蔵庫に冷水準備 
 
※客室の一部  
・禁煙ルーム有 例：スーペリアシングル 約20㎡／160X200ベッドサイズ  

例：特別和室 10畳＋6畳の２間プラスツインベッド付  
＜バス・トイレはセパレートタイプ＞ 

例：ジュニアスィート 約４０㎡  
＜シャワーブース付タイプとパウダーコーナー付タイプあり＞ 

≪主なお部屋タイプ≫ 
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⑤ 充実した施設 
  （大浴場・売店・２次会・居酒屋・プールなど） 

売店：ひだ小路 

居酒屋：しゃぶ亭 2次会場：ドンキホーテ 

ロビー 
（屋台展示） 

部屋着（甚平） 

室内温水プール 

喫茶：ピコ 



⑦ 館内バリアフリーにて、ご安心して御寛ぎ頂けます。 

【パブリック】 【客室】 

【食事】 【浴場】 
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地下大浴場は入り口から 
脱衣場～浴場内まで畳敷き 

専用スロープで 
仮設舞台へ 
上がることも可能。 
刻み食等の対応も 
相談ください。 

エントランスから 
館内すべてバリアフリーにて 
ご滞在頂けます。 
車椅子でご利用可能な 
お手洗いも２か所あり 

ユニバーサルタイプの客室あり。 
その他、岐阜県下初のオストメイト対応特別和室も 
ございます。 
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飛騨高山の見どころ 

古い町並み ： 定番ではあるが、外せない観光スポット 

高山の魅力は、江戸時代からの歴史と文化が色濃く残り、それを受け継ぐ人々の温かさにあります。 
代表的な観光スポットとして、「古い町並み」「高山陣屋」「朝市／宮川朝市と陣屋前朝市」「東山寺町」などです。 

まちの博物館 ： 昨年オープンした観光スポット 

飛騨高山まちの博物館は、高山の魅力を身近に感じてもらえるよう、 
高山城下町の歴史や、その中で育まれてきた美術工芸、伝統文化などを紹介しています。 

郷土史家や観光案内人による講演（かたりべ）が好評です。＜有料＞ 
見るだけでなく聞くことで感動と思い出の１ページとなります。 



エクスカーション 
お勧め観光コース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

その他 （ご参考） 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
      

 
世界遺産「白川郷」 半日コース （ひだホテルプラザ→白川郷散策→ひだホテルプラザ） 
 
１名 ３，５００円 （通常料金１名 ３，８００円）※バス２台（１台日本語ガイド、１台英語ガイド） ※「見積書」等別添 
 
◆エクスカーションのお問い合せ 
  iSite TAKAYAMA（アイサイト タカヤマ） 
  〒506-0021 岐阜県高山市名田町5-95-15  TEL 0577-57-8009  FAX 0577-37-2454 

 

高山市内 半日コースB 
高山駅→飛騨高山美術館→飛騨の里→飛騨高山まつりの森→ 

飛騨高山茶の湯の森→ミュージアム飛騨→高山駅 

高山市内 半日コースA 
高山駅→飛騨高山春慶開館→高山祭屋台開館→日下部民芸館→ 

古い町並散策→朝市→高山陣屋→高山駅 

 

乗鞍方面 １日コース 
高山駅→飛騨大鍾乳洞→乗鞍観光→ 

新穂高ロープウェイ→高山駅 

 

国府・古川 半日コース 
高山駅→安国寺→起し太鼓の里→高山駅 
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開催支援補助金制度 

    高山市は、市内で開催される国際会議等の主催者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものです。 

    ※政治的及び宗教的活動を目的とするものや、営利を目的とするもの、地方公共団体が主催するものは対象外 

   

          
区 分 

                                    
補 助 対 象                                    

                                    
補 助 金 額 

        
限度額 

                  
国際会議 

高山市内で開催される会議等で、その参加者
が50人以上であるもの又は市長が特に必要
と認めるもの。 

 

（高山市・飛騨市・下呂市・大野郡白川村以外 
の参加者が50人以上） 

国内からの参加者数を１０で除した数（小数点以下の
端数は切り捨て）に１０，０００円を乗じて得た金額と国
外からの参加者数に１人当たり10,000円を乗じた金
額との合計額とする。 

 

但し、この補助金のほかに高山市から当該会議等に
負担金、補助金又は交付金の支払いを受ける場合は、
その金額を控除した額とする。 

200万円 

            
国内会議 

高山市内で開催される会議等で、その参加者
が50人以上であるもの又は市長が特に必要
と認めるもの。 

 

（高山市・飛騨市・下呂市・大野郡白川村以外 
の参加者が50人以上） 

 

参加者数を１０で除した数（小数点以下の端数は切り
捨て）に１０，０００円を乗じて得た金額とする。 

 

但し、この補助金のほかに高山市から当該会議等に
負担金、補助金又は交付金の支払いを受ける場合は、
その金額を控除した額とする。 

 

100万円 
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開催支援内容 
□  飛騨地域でのコンベンション資料の提供 

□  事前視察の受け入れ 

     飛騨地域でのコンベンション開催を検討または決定した主催団体で、会場やアフターコンベンション、 

     その他必要な事項についての視察及び打ち合わせをさせていただきます。 

□  コンベンション開催会場の仮予約 

□  会場使用料の減免申請 

      下記会場につきましては、会場使用料等が最大で半額になる減免措置が受けられます。 

      高山市民文化開館、飛騨高山ビッグアリーナ、飛騨・世界生活文化センター 

      飛騨地域地場産業振興センター、高山市図書館「煥章館」 

□  開催補助金の申請  

□  関連機関との連絡調整 

      行政機関などへの後援名義、あいさつの依頼や地元報道関係へのPR等連絡調整をいたします。 

□  宿泊施設の紹介 

□  関連業者の紹介 

      本会の会員を主に、エージェント、運輸、印刷、看板、物品調達等の関連業者を紹介。 

□  エクスカーション等の企画・手配 

□  アトラクションの企画・手配 

     和太鼓、獅子舞、高山祭映像の上映等 

□  ボランティアの手配 

     ・通訳ボランティア 

     ・観光ガイドボランティア 

□  観光パンフレット等の提供 

□  ネームカードホルダーの提供 

□  駅前観光案内所に歓迎看板の設置 
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