
飛騨高山のランドマークホテルとして
誇りを持ってお客様のご満足を演出いたします…

飛騨高山温泉

～天女舞い降りる美人の湯～
飛天の湯

館内のご案内
Floor Information

政府登録国際観光ホテル

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

2018.10改定



「木香の湯」
浮世風呂
東館地下1階

喜多館9階

「星の湯・月の湯」
天望風呂

天女舞い降りる美人の湯

男女それぞれ、入口から浴場内まで段差がなく、
足元に優しい総畳敷きの和風大浴場でございます。
随所に飛騨の心地良さが実感できます。
入口から脱衣場にかけて、小江戸風の錦絵が
情緒たっぷりに皆様をお出迎え致します。

天空より舞い降りし雫が永い年月を経て
大地の恵みとなって地下1,000mより湧き出る
天然温泉「天女舞い降りる くつろぎ湯」で
くつろぎのひとときを

飛騨の山並みを望む展望大浴場、露天風呂、
浴場内階段で屋上へ上がりますと
ジャグジー風呂、陶器の壺風呂など
大自然を全身で感じながら温泉をお楽しみ頂けます。

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、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、冷え性、慢性婦人病、
　　　　慢性皮膚病、きりきず、やけど、疲労回復、健康増進など

飛騨高山温泉

飛天の湯
 Hida- Takayama Natural Hot Spring “Hiten-no-yu”

It becomes a blessing of  the earth through years when the dance getting 
off  dripping is longer than the sky and boiling going out natural hot spring 
from 1,000m in the underground.  Time that the sense of  relief  overflows 
in “Hot water of  angel …saying… at home”

Large “UKIYO” bath

Panoramic large bathroom



喜多館

皆美館 皆美館 皆美館

東館 東館

各種宴会場

会議室

宴会場のご案内
Banquet Hall

大小様 な々広さの宴会場がございます。
畳（和式）の会場から、イス・テーブル（洋式）に至るまで、ご希
望に合ったご宴席をお楽しみ頂けます。290畳の大空間が広が
る和式の宴会場。お膳を前に、格式高い宴の時が華やかに幕
を開けます。併設の大宴会場 祭の間と合わせての洋式宴会で
は1,000名をお招きしてなお、ゆとりある大空間が可能。
高級感をかもし出す照明や音響等でお客様をお迎えします。

機能性を充実させた会議室。ミーティングなどにご利用い
ただけます。授賞式や発表会など、ワンランク上の国際的
なコンベンション機能が自慢です。室内の広さやレイアウト
等、ご要望に合わせてご用意いたします。

立食パーティーから和式宴会まで。
ご要望に応じたスタイルが可能です。

装飾をほどこした195畳の大宴会場。
2～3分割も可能。

ガーデンを望むシックなスペース。
ご会食やカジュアルなパーティにお似合いです。

和式宴会場専用の椅子テーブルにてお召し上
がりいただくスタイルも人気でございます。
（※対応人数に限りがございます）

ステージを設けた75畳の中宴会の間。
祝いの席にふさわしい格式ある雰囲気です。

少人数様用個室会食もございます。
楽しいひと時をどうぞ（予約制）。

大宴会場 吉祥の間

吉祥の間（和式）

吉祥の間 祭の間

大宴会場 祭の間 宴会場 雅の間

宴会場 東山の間 宴会場 城山の間 個室 朱雀の間

会場名 面 積 学校形式 パネル形式 備 考

吉祥の間

祭の間

雅の間

ローレル

アンジェラス

570㎡

331㎡

60㎡

84㎡

51㎡

300人

200人

30人

40人

30人

570人

300人

60人

70人

50人

2分割可能

2～3分割可能

2分割可能



Deluxe

パーティールーム
「ドンキホーテ」

ロビー
連絡通路

連絡通路

カフェラウンジ「ピコ」

エントランスロビー駐車場
ひだ小路
売店

仏蘭西料理「ボンジュール」
中国料理「來來飯店」

中宴会場「宮川」
（弥生・中橋）

中宴会場「穂高」（槍・笠）
小宴会場（朱雀・玄武）

フロント

居酒屋「しゃぶ亭」

和食処
「匠茶屋」

料亭街
「華茶屋」

1F

客室のご案内

デラックスツイン（Ｊｒ．スィート）

◎ツイン（パウダーコーナー付）
   39m2…【3室】  
◎ツイン（シャワーブース付） 
   40m2…【2室】
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉

施設概要
◎皆美館タワー 鉄骨造13階／延床面積 7,344.41㎡（2,225.35坪） 80室284名様収容
◎喜多館　　 　鉄骨造 9階／延床面積 8,796.63㎡（2,660.07坪） 50室205名様収容
◎東　館　　 　鉄骨造 8階／延床面積10,107.01㎡（3,062.72坪） 95室288名様収容

（全館／225部屋　777名様収容）※禁煙ルーム有

ジャグジー

洋式会場
「ローレル・エルフ」

吹き抜け

中宴会場「城山」（龍神・青龍）大宴会場
「吉祥の間」
（布袋・恵比須）

洋式会場「雅の間」

大宴会場
「祭の間」

（神楽・宝珠・石橋） 中宴会場「東山」（鳳凰・豊明）

　　    ミストサウナ　
　  露天風呂
天望大浴場

客室 3801～3815

客室 1801～1823

客室 2131～2136

客室 2121～2126

客室 2111～2116

客室 2101～2106

客室 2901～2906

客室 2801～2806

客室 2701～2712

客室 2601～2612

客室 2501～2516

客室 2401～2411

客室 3701～3711

客室 3601～3611

客室 3501～3511

客室 3401～3411

客室 1701～1725

客室 1601～1625

客室 1501～1513

客室 1401～1413

客室 1301～1309

皆美館タワー喜多館

3F

2F

1F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

4F

5F

13F

12F

洋式会場
「アンジェラス」
（チャペル対応）

3F

2F

B1F

8F

7F

6F

4F

5F

優 雅
タイプ

東 館

浮世風呂 サウナ
（他に温水プール併設）

Deluxe Twin room（Jr.Suite）
優雅和室

◎和室10畳＋6畳（TW付）
   〈ベッドサイズ 1,100×2,000〉 
   50m2…【14室】

Superior Japanese-style room（with twin beds on tatami）

Deluxe デラックスツイン（オークルーム）

◎ツイン
   （飛騨の調度品〈家具〉使用）
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉 
   31m2…【3室】

Deluxe Twin room（with Special Furniture）

 North Wing

 East Wing

South Wing

Guest room

スタンダードツイン

◎ツイン 27m2…【47室】
   〈ベッドサイズ 1,100×2,000〉
◎他に スタンダードツイン 
   27m2…【3室】喜多館にあり

Standard Twin room
Standard Standard 

クローク

IN

OUT

2F

1F

3F

9F

RF

EV

EV

EV

EV

EV

EV

8F

7F

6F

4F

5F

壺風呂

※WiFi接続／全客室及び東館と喜多館のバンケット、
及びエントランスロビーにて接続可能（無料）

※有線LAN接続／全客室接続可能（無料）
※EV充電／可能（有料）

東 館
2010年4月
全客室改装

ひがし



Deluxe Deluxe

優 雅
タイプ

優 雅
タイプ

くつろぎ
タイプ Standard Japanese-style room

優雅和室（和洋室）

◎和室10畳＋ベッドルーム
   〈ベッドサイズ 1,100×2,000〉 
   63m2…【5室】

Superior Japanese-style room with twin beds 
華やぎ和室（和楽）

◎和室12畳＋リビングルーム 
   78m2…【1室】

華やぎ
タイプ

華やぎ
タイプ

華やぎ
タイプ

Deluxe Japanese-style room with Drawig room

華やぎ和室（特別和室）

◎和室10畳＋6畳
   （TW付・ユニバーサル対応・檜風呂付）
   〈ベッドサイズ 1,100×2,000〉  
   64m2…【2室】
◎他に 特別和室 63m2…【2室】あり

Deluxe Japanese-style room as Universal Style
スーペリアシングル

◎シングル
   〈ベッドサイズ 1,600×2,000〉 
   22m2…【11室】

Superior Single room

くつろぎ和室

◎和室10畳＋4.5畳 
   50m2…【24室】　
◎和室10畳＋7.5畳 
   62m2…【4室】
   

デラックスツイン（ハリウッドスタイル）

◎ツイン（ハリウッドスタイル
   ／シャワーブース付）
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉  
   33m2…【12室】

Deluxe Twin room （Hollywood Twin room）
デラックスツイン（コンセプトツイン）

◎ツイン（地元家具デザイナー設計
   ／シャワーブース付）
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉 
   33m2…【4室】   

Deluxe Twin room（with Special Furniture）

華やぎ和室（ユニバーサル和室）

◎和室10畳＋8畳（TW付）
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉 
   70m2…【6室】

Deluxe Japanese-style room（with twin beds on tatami as Universal Style）
優雅和室

◎和室10畳＋4.5畳 
   50m2…【24室】　
◎和室10畳＋6畳 
   60m2…【6室】

Superior Japanese-style room

スタンダードツイン

◎ツイン
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉 
   27m2…【8室】

Standard Twin room
スーペリアシングル

◎シングル
   〈ベッドサイズ 1,600×2,000〉 
      20m2…【16室】

Superior Single room

スーペリアツイン（ハリウッドスタイル）

◎ツイン（ハリウッドスタイル）
   〈ベッドサイズ 1,200×2,000〉 
   35m2…【8室】

Superior Twin room （Hollywood Twin room）

Standard Standard 

SuperiorSuperior

SuperiorSuperior

SuperiorSuperior

喜多館
1997年8月築

（2010年7月客室改装）

き た

皆美館
タワー
2003年4月築

み な み



舞台

舞台

廊下

畳廊下

畳廊下

［吉祥の間  290畳（570m2）］（2分割可）

［吉祥の間  洋式］［吉祥の間  和式］

（布袋の間・恵比須の間）〈洋式・和式宴会可〉

［城山の間  75畳］（2分割可）
（龍神の間・青龍の間）

［東山の間  52畳］（2分割可）

吉祥の間  290畳（570m2）2分割可
祭の間  　200畳（331m2）2分割・3分割可

吉祥の間と祭の間を開放使用可能
1,000mは飛騨地区最大／1,000名様の
立食パーティーが可能

※いづれも分割可能

（豊明の間・鳳凰の間）

［祭の間  200畳（331m2）］（2分割又は3分割可）
（神楽の間・宝珠の間・石橋の間）〈洋式・和式宴会可〉

［宮川の間  90畳］
（2分割可、可動式）
（弥生の間・中橋の間）

［穂高の間  75畳］
（2分割可）
（槍の間・笠の間）

［ローレル  84m2］（2分割可）
（エルフ・ローレル）〈洋式会場〉

［アンジェラス  51m2］
〈洋式会場〉

［雅の間  60m2］
〈洋式会場〉

喜多館
3F

喜多館
3F

喜多館
2F

皆美館
2F

皆美館
3F

東館
3F

東館
3F

※吉祥の間、祭の間をフロアー開放使用（1,000m2）可能
　〈高山最大のスケールを誇る会場〉1,000名様の立食パーティーが可能。

宴
会
場

◆大宴会場

90畳（1会場）、75畳（2会場）、52畳（1会場）◆中宴会場
3会場及び小座敷（12部屋）◆小宴会場

舞台

舞台

宴会ロビー

洋
式・和
式
宴
会
可



PICO

レストラン・カフェラウンジのご案内

フランス料理のレストランです。
飛騨の旬の素材を随所に取り
入れたシェフ自慢のコース料
理から、アラカルトメニュまで多
数取り揃えております。
高級感漂う空間で、ゆっくりと
お料理をお召し上がりください
ませ。

中華料理のレストランです。
季節の野菜を用い、四川・広
東・北京それぞれの良さを取り
入れた飛騨風中国料理を、ラ
グジュアリーな雰囲気の中で
お楽しみくださいませ。
ご会食にご利用いただける個
室もご準備しております。

四季折々の飛騨の山の幸を活かした和風会席が楽しめるお食事処です。
ご夕食（会席料理）からご朝食までご利用できます。
華茶屋個室は12室あり、ご希望により対応いたしております。

（東館・喜多館 2階） （喜多館 ２階）

（喜多館 ２階）

和食処／料亭街

中国料理レストラン

仏蘭西料理レストラン

ボンジュ－ル

華茶屋個室

Restaurant & Coffee Lounge

 Japanese Restaurant

Chinese Restaurant

French Restaurant

営業時間／11：00～14：00・17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）
　　　　　　　　　　　

営業時間／11：00～14：00・17：30～21：00（ラストオーダー 20：30）
　　　　　　　　　　　

営業時間／7：00～23：00（ラストオーダー フード 21：00・ドリンク 22：30）

豊富な飲み物各種から軽食まで落ち着いた空間でご利用頂けます。

カフェラウンジ（東館 1階）

カフェラウンジ

Coffee Lounge“PICO”

ピコ



高山市花岡町2丁目60番地
●ホームページ  http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
●E-mail  info@hida-hotelplaza.co.jp

政府登録国際観光ホテル Tel.（0577）33-4600  Fax.（0577）33-4602

R41

GS

P

JR高山駅

R158

R158

至富山

高山市役所
消防署

日下部民芸館
宮川朝市

高山陣屋

宮川

国分寺

至名古屋

至高山西I.C（車で15分）
至高山 I.C
（中部縦貫道 高山I.Cから車で10分）

古い町並み

●チャペル会場（喜多館 3階）
●神前会場（東館 3階）
厳かな時を刻む、そこは二人だけの
「これから」を誓う場。

●パーティールーム「ドンキホーテ」
   （皆美館 1階）
会議や、披露宴、２次会会場等、多目的に
ご利用頂ける会場でございます。

営業時間／7：00（冬期7：30）～21：30

その他の施設

飛騨の味覚と工芸品を取
り揃えたお土産名産街。
旅のお土産をお買い求め
頂くに満足頂ける品揃え
です。
飛騨の伝統的な商家造り
の施設は高山の情緒が
感じられます。

●ひだ小路（東館 1階）
25m×5コースの本格的な競技用プールで
ございます。 
時間制営業（お問い合わせください）

創作料理から、地酒各種、高山名物の飛騨中
華そばまで色 と々迷うのも旅の楽しいひと時で
ございます。
営業時間／17：00～24：00（不定休）

●室内温水プール（東館 地下1階）

●居酒屋「しゃぶ亭」（東館 1階）

 Other Facilities

ホテルオリジナル ギフト Original Gift

Shop“Hida Koji” Swimming Pool

Japanese Bar“SHABU-TEI”Party Room “DON QUI XOTE”

Chapel/Temple Hall of  Ceremony

●飛騨牛カレー（黄）
　飛騨牛の肉の旨味の後に、山椒の風味がピリっときます。
　お肉はとても柔らかく、口の中でくずれてきます。

●飛騨トマトのベジタブルカレー（赤）
　トマトとパプリカの甘味と酸味が絶妙です。
　後味も爽やかで、何度も口にしたくなる味です。

●荏胡麻カレー（黒）
　荏胡麻独特の濃厚さと、チキンの旨味がよくでています。
　濃厚で、どこにもない新しい味です。ぜひお試しくださいませ。

1,580円（税別）

※売店にて取り扱いしております。
　また、館内レストラン・カフェにてもお召し上がりいただけます。

ひだホテルプラザ特製 ３色カレーセット

盛り付けイメージ

≪推奨土産品受賞商品≫
★第57回 全国推奨観光土産品審査会／推奨品
★第２回 高山市土産品振興推励審査会／推奨土産品
★平成28年 一般社団法人岐阜県観光連盟／推奨観光品

ご贈答やお土産にいかがですか


