
さるぼぼコイン
使用登録
（有のみ）

屋号・商号 主な取扱品目 郵便番号 住所 電話番号

有 ㈱アグリランド ｱｸﾞﾘﾗﾝﾄﾞ 米・米粉・エゴマ・エゴマオイル 506-0035 新宮町2497番地1 32-2622
朝日軒 ｱｻﾋｹﾝ 理容業 506-0025 天満町6-29 32-2086

有 気軽な大衆居酒屋　あじ平 ｱｼﾞﾍｲ 居酒屋 506-0008 初田町1-34 35-1063
飛鳥 ｱｽｶ 酒類 506-0017 朝日町53-7 32-5170

有 atelier ＢＬＥＵ ｱﾄﾘｴ ﾌﾞﾙｰ 美容室 506-0851 大新町5-61-2 33-4935
有 AYUN高山セントラルホテル ｱﾕﾝ ﾀｶﾔﾏｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ ホテル 506-0009 花岡町1-5-2 33-3500

ALBORE ｱﾙﾎﾞｰﾚ 自動車 506-0824 片野町4-500 090-3467-7807

（資）池本屋 ｲｹﾓﾄﾔ 手描き紙絵馬 506-0012 八軒町1丁目47 32-0511
居酒屋「よし」 ｲｻﾞｶﾔ ﾖｼ 居酒屋 509-3202 久々野町小屋名448 090-5628-2439

居酒屋　和田 ｲｻﾞｶﾔ ﾜﾀﾞ アルコール類・食事 506-0017 朝日町23 090-3386-1906

居酒屋　しゃぶ亭 ｲｻﾞｶﾔｼｬﾌﾞﾃｲ 酒類・飛騨牛 506-0009 花岡町2-60 35-4008
いしはら酒店 ｲｼﾊﾗｻｹﾃﾝ 清酒、飲料水、調味料、ビール等 509-4119 国府町広瀬町1048-1 72-2012

有 イシハラ美容室 ｲｼﾊﾗﾋﾞﾖｳｼﾂ カット、パーマ、カラー、着付 506-0054 岡本町1-42-8 34-6435
有 i-chi ｲﾁ 菓子・雑貨 506-0843 下一之町5 080-3646-3355

有 101 イチマルイチ 居酒屋 506-0017 朝日町13-2 090-7675-2789

有 一生懸命 ｲｯｼｮｳｹﾝﾒｲ 料理とお酒 506-0006 神田町1-62 34-3556
一八 ｲｯﾊﾟﾁ 居酒屋 506-0017 朝日町13 33-9944

有 伊藤薬局　石浦店 ｲﾄｳﾔｯｷｮｸ ｲｼｳﾗﾃﾝ 医薬品･自然化粧品 506-0825 石浦町6-203-1 35-5515
有 伊藤薬局　桐生店 ｲﾄｳﾔｯｷｮｸ ｷﾘｭｳﾃﾝ 医薬品･自然化粧品 506-0004 桐生町5-339 36-3225
有 伊藤薬局　本町店 ｲﾄｳﾔｯｷｮｸ ﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 医薬品･自然化粧品 506-0011 本町3-6 32-0419

癒しのツボみん ｲﾔｼﾉﾂﾎﾞﾐﾝ リラクゼーション 506-0053 昭和町2-91-1 57-5460
有 医療給食センター　ビーンズ ｲﾘｮｳｷｭｳｼｮｸｾﾝﾀｰ ﾋﾞｰﾝｽﾞ 弁当の製造配達 506-0004 桐生町2丁目328 0577-32-6622

岩倉サイクル商会 ｲﾜｸﾗｻｲｸﾙｼｮｳｶｲ 自転車 506-0005 七日町1-50 32-2048
岩下塗装 ｲﾜｼﾀﾄｿｳ 自動車鈑金･塗装 506-0035 新宮町559-1 33-1268
岩花神棚店 ｲﾜﾊﾅｶﾐﾀﾞﾅﾃﾝ 神棚・神具 506-0026 花里町1-15 35-1087
インテルザ ｲﾝﾃﾙｻﾞ 内装業 506-0053 昭和町2-71 34-1889
宇次原果樹園 ｳｼﾞﾊﾗｶｼﾞｭｴﾝ とうもろこし・桃・りんご 509-3205 久々野町久々野1038-2 090-4191-9353

A・ガール（美容室） ｴｰｶﾞｰﾙ カット・パーマ・カラー 509-4115 国府町三日町560-1 72-4408
有 A-STUDIO ｴｰｽﾀｼﾞｵ 子ども体操教室・健康教室 506-0055 上岡本町4-54 090-7300-8375

悦ちゃん！ ｴｯﾁｬﾝ お酒類 506-0007 総和町1-12-2　ツインビル西1F 090-7038-2955

江戸萬 ｴﾄﾞﾏﾝ 日本料理店 506-0046 下之切町116 34-5011
絵本の雑貨　雷鳥屋 ｴﾎﾝﾉｻﾞｯｶ ﾗｲﾁｮｳﾔ キャラクター雑貨 506-0844 上一之町26-3 34-3601
縁 ｴﾝ 飲食店 506-0842 下二之町54 36-5556

有 エンジェルムーン ｴﾝｼﾞｪﾙﾑｰﾝ 天然石 506-0055 上岡本町3-344 62-9357
オアシス庄屋 ｵｱｼｽｼｮｳﾔ 酒・食事 506-0802 松之木町205-15 36-2271

有 ouchi ｵｳﾁ ランチ、コーヒー、スイーツ 506-0004 桐生町3-220-2 090-5799-5519

オートガレージ　ふじ ｵｰﾄｶﾞﾚｰｼﾞ ﾌｼﾞ 自動車販売・修理 506-0055 上岡本町7-360 77-9410
㈱オートリメッサ ｵｰﾄﾘﾒｯｻ 自動車販売・修理 509-4119 国府町広瀬町753-13 72-4644

有 オートレジデェンス ｵｰﾄﾚｼﾞﾃﾞｪﾝｽ スマホコーティング 506-0807 三福寺町513-10 35-9145
大もり　ラーメン ｵｵﾓﾘ　ﾗｰﾒﾝ ラーメン 506-0824 片野町3丁目121番地の2 36-5512
オールドクロック ｵｰﾙﾄﾞｸﾛｯｸ コーヒー・ランチ 506-0818 江名子町570-7 090-8671-0297

奥田石材施工 ｵｸﾀﾞｾｷｻﾞｲｾｺｳ 石材 506-2124 丹生川町新張946-7 78-2721
有 オザキチリョウショ ｵｻﾞｷﾁﾘｮｳｼｮ 指圧整体はり 509-4119 国府町広瀬町1092 72-2019

小鳥自動車鈑金塗装 ｵﾄﾞﾘｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝﾄｿｳ 自動車鈑金塗装 506-0052 下岡本町3053-12 36-1645
小鳥商会㈲ ｵﾄﾞﾘｼｮｳｶｲ シートクリーニング・油圧ホース 506-0003 本母町394 0577-32-2294

有 お宿　のざわ ｵﾔﾄﾞ ﾉｻﾞﾜ 宿泊サービス 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根212-112 0578-89-2717

お宿すみれ荘 ｵﾔﾄﾞｽﾐﾚｿｳ 宿泊、宴会、食事 509-3505 一之宮町5293-3 53-2054
カーライフ　∑　タテイシ ｶｰﾗｲﾌ　ﾀﾃｲｼ 車両修理 506-0823 森下町1丁目228番地1 090-3589-2040

有 懐十三月 ｶｲｼﾞｭｳｻﾝｶﾞﾂ 弁当 506-0831 吹屋町79 54-1241
有 活エネルギーアカデミーEnepo ｶﾂｴﾈﾙｷﾞｰｱｶﾃﾞﾐｰｴﾈﾎﾟ 薪、炭、生ゴミ処理キエーロ等 506-0045 赤保木町297 32-6044

割烹　船さき ｶｯﾎﾟｳ ﾌﾅｻｷ 料理 506-0013 有楽町57 34-3550
ＡｍｅＬｉｅ　カヌレアメリ ｶﾇﾚｱﾒﾘ 焼き菓子 506-0052 下岡本町1575-1　ＪＹＵ－ＳＴＹＬＥ建築設計　高山事務所　テナント1階1号 070-9009-7948

有 カフェ　植村 ｶﾌｪ ｳｴﾑﾗ ランチ､ﾃﾞｨﾅｰ、スイーツ 506-0025 天満町6-6 080-2614-6670

カフェ　クーリエ ｶﾌｪ ｸｰﾘｴ 飲食 506-0012 八軒町1-12 090-4625-0344

有 かぼちゃやさん ｶﾎﾞﾁｬﾔｻﾝ さるぼぼ等土産物 506-0847 片原町37 32-0666
亀山果樹園 ｶﾒﾔﾏｶｼﾞｭｴﾝ 果物 509-3214 久々野町無数河5010 52-2669
カラオケ・スナック　順 ｶﾗｵｹ ｽﾅｯｸ ｽﾝ 韓国料理・お酒・カラオケ 506-0016 末広町60　中丸ビル1F 57-7234
川畑食堂 ｶﾜﾊﾀｼｮｸﾄﾞｳ 丼物・麺類 509-4119 国府町広瀬町886-9 72-2062

有 韓国家庭料理　林花・錦羽屋 ｶﾝｺｸｶﾃｲﾘｮｳﾘ ﾘﾝｶ･ｷﾝﾊﾟﾔ 韓国家庭料理 506-0054 岡本町4-450-1 35-4230
キックボクシングジム　ハイマウント ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞｼﾑ ﾊｲﾏｳﾝﾄ フィットネス 506-0053 昭和町3-79-6 77-9142
喫茶　あるば ｷｯｻ ｱﾙﾊﾞ コーヒー・軽食 506-0025 天満町4-64 35-4411

有 喫茶　和樹 ｷｯｻ ｶｽﾞｷ コーヒー・カレー・ピザ 509-4116 国府町上広瀬255 72-4012
有 キッセキッセ ｷｯｾｷｯｾ 喫茶･ﾋﾟｸﾙｽ 506-0011 本町1-49 35-2458

Kitchen＆Bar　Lucca ｷｯﾁﾝｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ﾙｯｶ フード・ドリンク 506-0017 朝日町24　でこなる横丁内 080-6912-9470

有 きなこ ｷﾅｺ 居酒屋 506-0004 桐生町5丁目321の2 080-2034-4961

岐阜新聞高山専売所 ｷﾞﾌｼﾝﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｾﾝﾊﾞｲｼｮ 新聞 506-0053 昭和町1-181-1 36-1788
清美建築 ｷﾖﾐｹﾝﾁｸ 住宅建築工事・塗装工事 506-1313 上宝町在家1553-1 090-4442-3850

有 喰らぶ ｸﾗﾌﾞ 飲食業　魚、肉、ピザ、酒類 506-0007 総和町2-3-15 70-8510
CLUB Dio。 クラブ　ディオ 飲食業 506-0017 朝日町20 33-0407
CRYSTAL　FITNESS　STUDIO ｸﾘｽﾀﾙ ﾌｨｯﾄﾈｽ ｽﾀｼﾞｵ フィットネススタジオ 506-0055 上岡本町3-187 77-9565
クリスタルハウス ｸﾘｽﾀﾙﾊｳｽ ラーメン・飲み物 509-3313 朝日町胡桃島355 56-1057
㈲グリズリー ｸﾞﾘｽﾞﾘｰ 自動車部品 506-0003 本母町320-1 35-2663

有 クレア・ヘアー ｸﾚｱ ﾍｱｰ カット・パーマ・ブロー 506-0001 冬頭町954-1 33-4809
郷里中華そば ｺﾞｳﾘﾁｭｳｶｿﾊﾞ 中華そば 506-0026 花里町5-10 34-7987
珈琲工房　あまんど ｺｰﾋｰｺｳﾎﾞｳ ｱﾏﾝﾄﾞ コーヒー、コーヒー豆 506-0052 下岡本町1168-2 33-9416
小顔整顔サロン　hana*uta ｺｶﾞｵｾｲｶﾞﾝｻﾛﾝ　ﾊﾅｳﾀ 小顔矯正､ﾍｯﾄﾞﾏｯｻｰｼﾞ 506-0055 上岡本町 090-5608-6719

有 coquelicot ｺｸﾘｺ 婦人服・子供服・手作り雑貨 506-0035 新宮町1946 57-7713
COCONE ｺｺﾈ 酒類 506-0017 朝日町23 090-7603-0585

㈱小高電気 ｺﾀｶﾃﾞﾝｷ 電気設備工事 506-0004 桐生町6-19 32-5975
有 kochi コチ 生活雑貨・インテリア木製品 506-0031 西之一色町3-813-7 35-5176
有 ㈱小林ベニヤ ｺﾊﾞﾔｼﾍﾞﾆﾔ 住宅用建材と住宅リフォーム 506-0005 七日町3-102 32-2577

独楽 ｺﾏ お好み焼き・焼きそば・鉄板焼き 506-0009 花岡町1-6 34-6488
古民家カフェ　木花木花 ｺﾐﾝｶｶﾌｪ ﾓｯｶﾓｯｶ ワンプレートランチ 506-1434 奥飛騨温泉郷福地834 050-3561-8898

坂本設備工業㈱ ｻｶﾓﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 水廻り工事・ボイラー・衛生機器 506-0001 冬頭町275-1 34-5709
有 さくら ｻｸﾗ 居酒屋 506-0007 総和町1-50-21 33-2333
有 SAKURA CAR SERVICE ｻｸﾗ ｶｰｻｰﾋﾞｽ 自動車修理販売 506-0041 下切町1466 34-1009
有 酒と食事の店　だんらん ｻｹﾄｼｮｸｼﾞﾉﾐｾ　ﾀﾞﾝﾗﾝ お刺身・アルコール 506-0825 石浦町9-282 35-1085

茶房　菊 ｻﾎﾞｳ ｷｸ コーヒー 506-0842 下二之町28 34-1106
有 茶房　蔵茂 ｻﾎﾞｳ ｸﾗﾓ 喫茶 506-0824 片野町5-124 57-8889
有 さるぼぼ工房 ｻﾙﾎﾞﾎﾞｺｳﾎﾞｳ さるぼぼ作り体験 506-0031 西之一色町2-180　高山グリーンホテル物産館内 32-0588

三昌 ｻﾝｼｮｳ 小料理 506-0005 七日町3-97 34-4368
三百両 ｻﾝﾋﾞｬｸﾘｮｳ 酒類 506-0025 天満町5-5 32-5355

有 ㈲シーマ ｼｰﾏ 化粧品 506-0031 冬頭町417　ひだまりの湯 090-1413-9295

有 四季折々　集Bar ｼｷｵﾘｵﾘ ﾂﾄﾞｲﾊﾞｰ 飛騨豚スぺアリブ・ビール等 506-0017 朝日町23-9 36-2311
㈱しげん シゲン 融雪･床暖房設備施工 506-0055 上岡本町3-333 34-6966
四川家庭料理　香満楼 ｼｾﾝｶﾃｲﾘｮｳﾘ　ｺｳﾏﾝﾛｳ 中華料理 506-0825 石浦町2-228 35-6858
しただ果樹園 ｼﾀﾀﾞｶｼﾞｭｴﾝ もも・りんご 509-3214 久々野町無数河1248-2 52-2723
実践主婦大学　購買部 ｼﾞｯｾﾝｼｭﾌﾀﾞｲｶﾞｸ ｺｳﾊﾞｲﾌﾞ 化粧品 506-2115 丹生川町小野70-2 090-8569-1845

陣屋前朝市　山田もち店 ｼﾞﾆｬﾏｴｱｻｲﾁﾔﾏﾀﾞﾓﾁﾃﾝ 切り餅・漬け物 506-0012 八軒町1-5 33-7633
ジビエラーメン　山くじら ｼﾞﾋﾞｴﾗｰﾒﾝ ﾔﾏｸｼﾞﾗ クマラーメン 509-4116 国府町上広瀬40 090-5871-9516

弱尊 (JAKSON) ｼﾞｬｸｿﾝ カレーライス 506-0025 天満町5-5 36-1810
有 シャレー中西 ｼｬﾚｰ ﾅｶﾆｼ 宿泊・宴会 506-2114 丹生川町日影48 79-2121

住職書房 ｼﾞｭｳｼｮｸｼｮﾎﾞｳ 書籍 506-0031 西之一色町2-84 090-6751-5676

有 旬彩亭　渡辺 ｼｭﾝｻｲﾃｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ お酒　料理 506-0017 朝日町24 36-0141
㈲鍾乳堂 ｼｮｳﾆｭｳﾄﾞｳ ラーメン・そば・丼物・定食 506-2256 丹生川町日面東平1146-2 79-2156
食事処  からくり ｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ  ｶﾗｸﾘ 食事処 506-0026 花里町6-1 34-9305
JIRO coffee ジロコーヒー 喫茶･自家焙煎コーヒー 506-0831 吹屋町152 57-5871

有 鍼灸サロン　Queen Bee ｼﾝｷｭｳｻﾛﾝ ｸｲｰﾝ ﾋﾞｰ 美容鍼・小顔矯正・マッサージ 506-0026 中山町321番地　千里ハイツ102 080-8840-9406

THiNK ｼﾝｸ 脂肪冷却痩身 506-0807 三福寺町1535-45 090-1608-0001

有 心介 ｼﾝｽｹ 居酒屋 506-0006 神田町1-1 34-3470
有 陣屋とうふ　古川屋 ｼﾞﾝﾔﾄｳﾌ ﾌﾙｶﾜﾔ 豆腐・油あげ 506-0011 本町1-32 34-0498

すきりや ｽｷﾘﾔ もみほぐし・足つぼ 506-0055 上岡本町2-452-2 77-9217
有 鮨・割烹　お多福 ｽｼ ｶｯﾎﾟｳ ｵﾀﾌｸ 寿司 506-0016 末広町56-2 33-0625
有 Sushi Bar Monte Feliz ｽｼﾊﾞｰ ﾓﾝﾃﾌｪﾘｽ 寿司 506-0017 朝日町24 090-8155-5286

スズキ薬局　高山インター店 ｽｽﾞｷﾔｯｷｮｸ ﾀｶﾔﾏｲﾝﾀｰﾃﾝ 薬局 506-0043 中切町47-1 34-1776
スズキ薬局　本店 ｽｽﾞｷﾔｯｷｮｸ ﾎﾝﾃﾝ 薬局 506-0055 上岡本町1-88 35-1776
スタジオ･シーベヌ ｽﾀｼﾞｵ･ｼｰﾍﾞﾇ エステ・リンパ整体 506-0047 八日町721-2 34-7329
沙生 ｽﾅｵ いざかや 506-0825 石浦町2-411 090-6619-3069

スナック　美吟 ｽﾅｯｸ ﾋﾞｷﾞﾝ 酒・アルコール類 506-0007 総和町1-42 34-8389
有 スナック那央 ｽﾅｯｸﾅｵ 酒類 506-0007 総和町1-20　VIPビル1F 34-7830

Smile　サロン ｽﾏｲﾙ ｻﾛﾝ ビオスチームサロン 506-0847 片原町46 090-2662-5765

高山市プレミアム付き商品券「みんなで応援商品券」加盟店一覧追加分（五十音順）
　　【令和4年6月23日～令和4年9月5日の間に加盟店登録をしていただいた事業者が掲載されています。】



寿美吉旅館 ｽﾐﾖｼﾘｮｶﾝ 旅館業・宿泊及び宴会 506-0011 本町4-21 32-0228
Sleeme スリーミー ヘッドスパ・エステサロン 506-0026 花里町2-39-32-30　テナント2階 090-1177-3277

セブンイレブン高山松之木町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏﾏﾂﾉｷﾏﾁﾃﾝ 食品･雑貨･お酒･飲料 506-0802 松之木町1237-1 35-5101
有 セラピールーム　きこり ｾﾗﾋﾟｰﾙｰﾑ ｷｺﾘ リラクゼーション 506-2121 丹生川町坊方1082-1 090-1620-4682

有 ㈱セントラルサービス ｾﾝﾄﾗﾙｻｰﾋﾞｽ 清掃サービス 506-0817 山口町1005 57-8020
有 創栄モータース ｿｳｴｲﾓｰﾀｰｽ 自動車修理・販売 506-0825 石浦町7-397 32-5997
有 ソフトランドリー　白馬館　コア21モール店 ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｸﾊﾞｶﾝ ｺｱ21ﾓｰﾙﾃﾝ 一般衣類･大物　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 506-0053 昭和町2-73-2 35-3205
有 ソフトランドリー　白馬館　東山店 ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｸﾊﾞｶﾝ ﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ 一般衣類･大物　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 506-0802 松之木町283-1 33-0062
有 ソフトランドリー　白馬館　フレスポ店 ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｸﾊﾞｶﾝ ﾌﾚｽﾎﾟﾃﾝ 一般衣類･大物　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 506-0025 天満町1-5-8 35-7575
有 ソフトランドリー　白馬館　本店 ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｸﾊﾞｶﾝ ﾎﾝﾃﾝ 一般衣類･大物　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 506-0055 上岡本町3-473 57-8887
有 ソフトランドリー　白馬館　ラクール飛騨高山店 ｿﾌﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰ ﾊｸﾊﾞｶﾝ ﾗｸｰﾙﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ 一般衣類･大物　ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 509-4123 国府町金桶72 72-5603
有 SORA ｿﾗ 子供服・雑貨類 506-0054 岡本町3-18-2　ルビットタウン２F 57-7890

そらの鍼灸院 ｿﾗﾉｼﾝｷｭｳｲﾝ あんま・マッサージ・はり 506-0818 江名子町1773-3 090-9949-8604

有 ｓｏｒｏｒ ｿﾛﾙ ハンドメイド雑貨･衣料品 506-0824 片野町1-139-1 090-8868-0240

㈲第一工芸 ﾀﾞｲｲﾁｺｳｹﾞｲ 看板　プレート 506-0802 松之木町1040-25 32-6487
大東建材 ダイトウケンザイ YKK二重サッシ・プラマードU 506-0025 天満町2-52 34-0707
Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｃａｆｅ　原山 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｱﾝﾄﾞｶﾌｪ ﾊﾗﾔﾏ ワンコインランチ 506-0035 新宮町3391-1 35-9506

有 タイヤセンター高山 タイヤセンタータカヤマ タイヤ 506-0045 赤保木町1124 36-3303
高山在市 ﾀｶﾔﾏｻﾞｲﾁ 焼肉 506-0007 総和町1-23-2 36-3362
竹腰食料品店 ﾀｹｺｼｼｮｸﾘｮｳﾋﾝﾃﾝ 食品卸業（鮮魚・野菜等） 506-0004 桐生町8-439 -
㈲田中営繕 ﾀﾅｶｴｲｾﾞﾝ 建築塗装 506-0101 清見町牧ケ洞1545番地1 090-3484-7667

田中設備 ﾀﾅｶｾﾂﾋﾞ 配管・設備工事 506-0825 石浦町1丁目481 090-2616-3887

谷口鍼灸院 タニグチシンキュウイン 鍼灸マッサージ 506-0834 宗猷寺町158 36-3836
谷口理容店 ﾀﾆｸﾞﾁﾘﾖｳﾃﾝ 理容・調髪･毛染 506-0032 千島町106-1 34-1619

有 旅のホテル　銀花 ﾀﾋﾞﾉﾎﾃﾙ ｷﾞﾝｶ レストラン 501-5413 荘川町新渕578-1 05769-2-2048

ｄａｎｄｅＬｉｏｎ ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 美容室 506-0825 石浦町9-431 090-2138-2007

小さな花屋　F ﾁｲｻﾅﾊﾅﾔ ｴﾌ 生花 506-0008 初田町3-94-10 33-3205
T’S　GARAGE ﾃｨｰｽﾞ ｶﾞﾚｰｼﾞ 自動車販売 506-0055 上岡本町2980 57-8334
㈱ディックナレッジテクノ ﾃﾞｨｯｸﾅﾚｯｼﾞﾃｸﾉ パソコン、ソフト、周辺機器 506-0054 岡本町4-450-1 35-2322

有 テック昭和 テックショウワ 家庭用電化製品 506-0053 昭和町3-88-2 35-0435
天獅子 ﾃﾝｼﾞｼ 飲食 506-0021 名田町2-74-2　興産商事ビル1階 33-7310
天満酒場　久右エ門 ﾃﾝﾏﾝｻｶﾊﾞ　ﾋｻｴﾓﾝ お酒と和食 506-0025 天満町2-85-13 080-8122-5825

栃本整体療院 トチモトセイタイリョウイン 整体 506-0021 名田町3-71-2 34-6631
有 とと家。 ﾄﾄﾔ 海鮮丼、定食 506-0031 西之一色町1133-2 34-7020
有 Tonerico　works ﾄﾈﾘｺ ﾜｰｸｽ 木製アクセサリーと小物製造販売 506-0802 松之木町1270-73 -
有 ＴｏｒｉＤｏｒｉ　Ｆａｒｍ ﾄﾘﾄﾞﾘ ﾌｧｰﾑ 薔薇の直売 506-0032 千島町1188 090-9714-5506

有 ドレスショップ　マリエクチュール ﾄﾞﾚｽｼｮｯﾌﾟ ﾏﾘｴｸﾁｭｰﾙ フォトウエディング・婚礼衣裳 506-0031 西之一色町3-588-10　中部ビル2F 35-1624
有 中尾平 ﾅｶｵﾀﾞｲﾗ 温泉旅館 506-1422 奥飛騨温泉郷中尾436-25 0578-89-2568

中垣電工 ナカガキデンコウ エアコン､照明器具他 509-4119 国府町広瀬町1098-2 72-3525
㈲永瀬板金工業所 ﾅｶﾞｾﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 建築板金業(屋根･壁工事) 506-0023 川原町69 34-1558
中野果樹園 ﾅｶﾉｶｼﾞｭｴﾝ もも・りんご･加工品等 509-3214 久々野町無数河1729 52-2482

有 ナリス化粧品　大宮販売所 ナリスケショウヒン　オオミヤハンバイショ ケショウヒン・エステ・健康食品 506-2123 丹生川町町方388-4 090-1624-9749

有 ナリス化粧品　船渡（サロンふう和） ﾅﾘｽｹｼｮｳﾋﾝ ﾌﾅﾄ(ｻﾛﾝﾌｳﾜ) 化粧品・エステ 509-3214 久々野町無数河394-1 090-8676-7538

Nicora ﾆｺﾗ 美容、マツエク 506-0808 松本町2036-7 080-5100-0051

有 ㈱丹生川観光 ﾆｭｳｶﾜｶﾝｺｳ 運送・旅行サービス・宿泊 506-0817 山口町1005 35-7070
ノアドココ ﾉｱﾄﾞｺｺ 飛騨高山プリン 506-0031 西之一色町3-467-1 36-2312
ﾉｱﾄﾞｺｺ宮川朝市アンテナショップ ﾉｱﾄﾞｺｺﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 飛騨高山プリン 506-0841 下三之町（郵便物は本店） 090-9895-2540

ノエビア飛騨第一販社 ﾉｴﾋﾞｱﾋﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾝｼｬ 化粧品 506-0046 下之切町249 34-6896
野口板金 ﾉｸﾞﾁﾊﾞﾝｷﾝ 屋根工事、雨樋工事 506-0006 神田町１丁目77-4 34-3769

有 のなか商店 ﾉﾅｶｼｮｳﾃﾝ 衣類・ギフト・学校衣料・寝具 506-0005 七日町3-98 32-4349
のの花 ﾉﾉﾊﾅ 飲食 506-0843 下一之町52 35-5338
乗鞍缶詰工業㈲ ﾉﾘｸﾗｶﾝﾂﾞﾒｺｳｷﾞｮｳ 缶詰委託加工 509-4119 国府町広瀬町630 72-2170
ノンクランテ ﾉﾝｸﾗﾝﾃ カット・パーマ・カラー 509-4119 国府町広瀬町1409-1 72-5722
Bar Mellow ﾊﾞｰ ﾒﾛｳ お酒 506-0011 本町3-68-2 70-8750
バー　ラムダンスホール ﾊﾞｰ ﾗﾑﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ 酒類 506-0017 朝日町29　杉本ビル1F 36-1682
ハイマウントCBDショップ ﾊｲﾏｳﾝﾄｼｰﾋﾞｰﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ CBD製品 506-0053 昭和町3-79-6 77-9142
はし善 ﾊｼｾﾞﾝ 和食 506-0012 八軒町1-93 32-3821
hataya ﾊﾀﾔ 一般電気工事・薪ストーブ 509-4119 国府町広瀬町171-11 77-9748

有 八画 ハチカク 衣類･雑貨 506-0831 吹屋町79 54-1241
㈲八賀設備 ﾊﾁｶﾞｾﾂﾋﾞ ボイラー・上下水道設備 509-4104 国府町今353 72-2939

有 花庖丁大下 ﾊﾅﾎｳﾁｮｳｵｵｼﾀ 会席料理 506-0012 八軒町2-22 62-9985
ハバデンキ ﾊﾊﾞﾃﾞﾝｷ 家電小売 506-0852 八幡町136 34-1819
ぱぶ　ゆあーず ﾊﾟﾌﾞ ﾕｱｰｽﾞ 酒類・食品 506-0017 朝日町24-3 33-4854
はりきゅうマッサージこころ ﾊﾘｷｭｳﾏｯｻｰｼﾞｺｺﾛ 鍼灸マッサージ 509-4115 国府町三日町211-2 72-3301

有 HALU　BALL ﾊﾙﾊﾞﾙ 沖縄天ぷら・アジア飯 506-0054 岡本町2-36-6 090-1665-1711

半弓道場 ﾊﾝｷｭｳﾄﾞｳｼﾞｮｳ 遊戯場 506-0017 朝日町12 090-4625-0344

番屋 バンヤ 飛騨牛串焼・お酒各種 506-0013 有楽町19-5 080-1608-8006

PCサポート ﾋﾟｰｼｰｻﾎﾟｰﾄ パソコン販売・サポート 506-0001 冬頭町534 マンション京A-1-4 70-8879
ヒーローオート㈱ ﾋｰﾛｰｵｰﾄ 自動車（販売・整備） 506-0808 松本町46-1 33-5697
飛騨そば小舟 ﾋﾀﾞｿﾊﾞｺﾌﾈ 麺類・飲食業 506-0026 花里町6-6-9 32-2106
飛騨高山・森のエコハウス ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ ﾓﾘﾉｴｺﾊｳｽ 木のおもちゃや小物作り 506-0031 西之一色町3-820-1 57-8577
飛騨高山・森のエコハウス ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ ﾓﾘﾉｴｺﾊｳｽ 施設利用料 506-0031 西之一色町3-820-1 36-1215
ひだどんたく ﾋﾀﾞﾄﾞﾝﾀｸ とんかつ 506-0054 岡本町2丁目 35-5073

有 ひなた計画室 ﾋﾅﾀｹｲｶｸｼﾂ フラワーエッセンス・オラクルカード 506-0054 岡本町4-13-1 090-7043-9463

有 日焼けサロン　KING ﾋﾔｹｻﾛﾝ ｷﾝｸﾞ 日焼けサロン 506-0011 本町3-68-2 70-8750
Beauty Salon Queen ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｻﾛﾝ ｸｲｰﾝ 美容サロン 506-0011 本町6-38-2 70-8750
ビューティサロン来夢 ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝﾗｲﾑ 美容院 506-3505 一之宮町5261-1 53-2492
美容室BUROW ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾌﾞﾛｳ 美容室 506-0021 名田町4-20-12 32-7416
美容室Ｃｏｃｏｃｈｉ ﾋﾞﾖｳｼﾂｺｺﾁ 美容一般 509-4112 国府町鶴巣634 70-1771
㈲平瀬板金 ﾋﾗｾﾊﾞﾝｷﾝ 屋根・壁・雨樋板金工事 506-0004 桐生町5-205 33-2102
㈲ビリーズ ﾋﾞﾘｰｽﾞ 自動車・車検・修理・パーツ 506-0058 山田町1276-2 36-3857

有 喜楽居酒屋　ひろしんとこ ﾋﾛｼﾝﾄｺ 居酒屋 506-0843 下一之町59 77-9713
ファミリーショップ　しみず ﾌｧﾐﾘｰｼｮｯﾌﾟ ｼﾐｽﾞ 菓子・パン・卵・牛乳・飲料水 506-0837 堀端町135 32-3920
Boo　Bee ﾌﾞｰﾋﾞｰ 自動車・自動車パーツ 506-0041 下切町599 36-1437
富士ストーブ（薪ストーブ・ペレットストーブ専門店） ﾌｼﾞｽﾄｰﾌﾞ(ﾏｷｽﾄｰﾌﾞ ﾍﾟﾚｯﾄｽﾄｰﾌﾞｾﾝﾓﾝﾃﾝ) 薪ストーブ・ペレットストーブ 506-0001 冬頭町1450-6 36-6505
プライベート　hairサロン　憇 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾍｱｰｻﾛﾝ ｹｲ 美容室 506-0046 下之切町139-17 35-1324

有 Private salon HARUM ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻﾛﾝ ﾊﾙﾑ 光脱毛・ジェルネイル 506-0052 下岡本町1120-1 LALUCE A号室 080-4224-1177

private nail salon sucre ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾈｲﾙｻﾛﾝ  ｼｭｸﾚ ネイルサロン 506-0003 本母町139-7 090-5111-9223

布ら里 フラリ ちりめん細工品・古布 506-0844 上一之町75-5 34-1980
有 フラワー＆グリーン  モネ ﾌﾗﾜｰｱﾝﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ ﾓﾈ 生花 506-0802 松之木町283-1 エブリ東山店内 35-3366

フレアリーフ ﾌﾚｱﾘｰﾌ 美容業 509-4119 国府町広瀬町1649-1 72-5020
プレシャス ﾌﾟﾚｼｬｽ 心理カウンセリング 506-0055 上岡本町4-293 メゾングレイス203 090-7686-5810

Bun　Bun ブンブン 美容室 506-0025 天満町4-64-3 34-8193
ヘアアート　Ｏ₂ ﾍｱｱｰﾄ ｵｰﾂｰ 美容室 506-0052 下岡本町1848-1 35-0425
ヘアーサロン　スプランドゥール ﾍｱｰｻﾛﾝ ｽﾌﾟﾗﾝﾄﾞｩｰﾙ 美容業 506-0004 桐生町4-84-3 35-5818
ヘアーサロン野中 ﾍｱｰｻﾛﾝﾉﾅｶ カット・パーマ・その他 509-3505 一之宮町3270-1 53-2113

有 hair＆spa tsubaki ﾍｱｱﾝﾄﾞｽﾊﾟ ﾂﾊﾞｷ 美容室 506-0825 石浦町2-411　ﾏﾝｼｮﾝｴｸｾﾙ1F 57-5182
hair salon glycine. ﾍｱｻﾛﾝ ｸﾞﾘｼｰﾇ 美容代金・ヘアケア商品代 506-2132 丹生川町法力549-2 70-8944

有 ヘアサロン・ハント ﾍｱｻﾛﾝ ﾊﾝﾄ 理容業 506-0055 上岡本町1-158 34-3574
平安楽 ヘイアンラク 餃子・炒飯・肉団子 506-0025 天満町6-7-2 32-3078
ヘルシーランチ ﾍﾙｼｰﾗﾝﾁ 日替り弁当（仕出し） 506-0017 朝日町23-9 090-9293-3662

訪問助産師　はちが ﾎｳﾓﾝｼﾞｮｻﾝｼ ﾊﾁｶﾞ 母乳・ミルク・離乳食・育児相談 509-4104 国府町今353 090-2139-6481

有 POLA　AQUALIE　MEGU ﾎﾟｰﾗ ｱｸｱﾘｰ ﾒｸﾞ エステ 506-0006 神田町2-74 32-0453
有 POLA　AQUALIE　ｒｉｄｅ ﾎﾟｰﾗ ｱｸｱﾘｰ ﾘｯﾄﾞ 化粧品、エステ 506-0006 神田町2-74 32-0453
有 ポーラ　chiffon ﾎﾟｰﾗ ｼﾌｫﾝ 化粧品販売・エステサービス 506-0055 高山市上岡本町4-293　メゾングレイス102 36-1239
有 POLA Fairy Charm ﾎﾟｰﾗ ﾌｪｱﾘｰ ﾁｬｰﾑ お化粧品･エステ 506-0009 花岡町1-15 丸越ビル1F 090-3554-2950

有 POLA　Linka ﾎﾟｰﾗ ﾘﾝｶ エステ・化粧品 506-2123 丹生川町町方2033-1　ハイツチェリーコート2-D 78-2539
POLA菫(すみれ) ポーラスミレ 化粧品・サプリメント・エステ 506-0044 上切町203-4 090-7912-5788

有 ポーラ高山 ﾎﾟｰﾗﾀｶﾔﾏ エステサロン 506-0006 神田町2-74 32-0453
ほぐしサロン　さくくら ﾎｸﾞｼｻﾛﾝ ｻｸｸﾗ リラクゼーションサービス 506-0012 八軒町3-44 090-7315-6571

有 ボッカ ボーナ ﾎﾞｯｶﾎﾞｰﾅ パスタ・ピッツア 506-0055 上岡本町7-218 32-9777
ホテルアルファーワン高山バイパス ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝﾀｶﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽ 宿泊 506-0032 千島町501-1 35-3311
㈱洞口不動産 ﾎﾗｸﾞﾁﾌﾄﾞｳｻﾝ 不動産仲介・販売等 506-0021 名田町3-86-6 57-7999

有 ホリスティックサロン　The 14th Moon ﾎﾘｽﾃｨｯｸｻﾛﾝ　ﾌｫｰﾃｨｰﾝｽ　ﾑｰﾝ 耳つぼリフレ・よもぎ蒸し 509-3205 久々野町久々野1568-1 090-5118-5229

まさごそば マサゴソバ 中華そば 506-0013 有楽町31-3 32-2327
松倉山荘 ﾏﾂｸﾗｻﾝｿｳ 飲食 506-0031 西之一色町3-933-26 32-0764
まるしん食堂 ﾏﾙｼﾝｼｮｸﾄﾞｳ ミンチカツ定食 506-0025 天満町3-67-1 70-9030

有 マルヨシサービス ﾏﾙﾖｼｻｰﾋﾞｽ 農業機械販売修理 509-4113 国府町木曽垣内126-9 72-3870
有 まんま農場 ﾏﾝﾏﾉｳｼﾞｮｳ 飛騨産米（ゆきまんま等） 506-1313 上宝町在家1805-1 0578-86-2212

みこと寿司 ミコトスシ 寿司 506-0025 天満町5-5-2 32-4094
道の駅　桜の郷荘川 ﾐﾁﾉｴｷ ｻｸﾗﾉｻﾄｼｮｳｶﾜ 土産品・農産物・特産品 501-5414 荘川町猿丸88-1 05769-2-1030

ミッキー美容室 ﾐｯｷｰﾋﾞﾖｳｼﾂ カット・パーマ・カラー・着付 506-0807 三福寺町513-6 35-0280
Ｍｉｍｉ☆ｎａｉｌ ﾐﾐ ﾈｲﾙ ネイルケア・ジェルネイル 506-0802 松之木町2910 090-8075-3991

有 Mimosa　Beauty　salon ﾐﾓｻﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｻﾛﾝ 脱毛、化粧品販売 506-0035 新宮町1903　メゾンラフォーレ2E 090-6800-1013

有 Muse Time. ﾐｭｰｽﾞﾀｲﾑ エステ・化粧品 506-0802 松之木町256-7 090-7312-5336

民宿　すずらん ﾐﾝｼｭｸ ｽｽﾞﾗﾝ 宿泊、食事 509-3314 朝日町西洞558 56-1057
向畑自動車 ﾑｶｲﾊﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車修理、タイヤ等消耗品 509-3306 朝日町見座1062 55-3939



mukū ﾑｸｰ 飲食 506-0838 馬場町2-70-3 090-6087-4623

明宝ジェラートハナサキ ﾒｲﾎｳｼﾞｪﾗｰﾄﾊﾅｻｷ ジェラート 506-0005 七日町2-213 070-4343-0569

麺処　さくら ﾒﾝﾄﾞｺﾛ ｻｸﾗ うどん・中華そば 509-4123 国府町金桶64-1 72-2038
麺屋 力 ﾒﾝﾔ ﾘｷ ラーメン･つけ麺 506-0053 昭和町3-172-5 36-5211
麵屋一丁 ﾒﾝﾔｲｯﾁｮｳ 中華そば 506-0054 岡本町2-70-13 35-2051
もみほぐし　こりと～る ﾓﾐﾎｸﾞｼ ｺﾘﾄｰﾙ リラクゼーション　もみほぐし 506-0825 石浦町2-188 77-9296
森林緑々園 ﾓﾘﾊﾞﾔｼﾘｮｸﾘｮｸｴﾝ 菓子 506-0846 上三之町39 32-0312
森守クラブ合同会社まつぼっくり ﾓﾘﾓﾘｸﾗﾌﾞｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬﾏﾂﾎﾞｯｸﾘ 薪 506-2124 丹生川町新張803 090-4263-1892

有 やぐら ヤグラ 和食･飛騨牛料理 506-0013 有楽町50-2 33-4877
やさしいこむぎ ﾔｻｼｲｺﾑｷﾞ 国産小麦のパンとおやつ 506-0051 中山町67　1F 77-9583
山﨑治療院 ﾔﾏｻﾞｷﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ 509-4117 国府町三川162 72-2481

有 山の幸　うり坊屋 ﾔﾏﾉｻﾁ ｳﾘﾎﾞｳﾔ クマしゃぶしゃぶ 506-0017 朝日町24　でこなる横丁内 090-5871-9516

yamabito ﾔﾏﾋﾞﾄ ジビエ革製品、ペットフード 509-4105 国府町蓑輪334 090-6801-5181

有 やよいそば　角店 ﾔﾖｲｿﾊﾞ ｶﾄﾞﾐｾ 中華そば 506-0005 七日町1-43 32-2088
遊髪空間　ダンク ﾕｳﾊﾂｸｳｶﾝ ﾀﾞﾝｸ 美容業 506-0007 総和町3-106-5 34-7467
yuzu room ﾕｽﾞ ﾙｰﾑ マッサージ 506-0052 下岡本町2111-8 70-8110

有 愉楽 ユラク オムライス 506-0055 上岡本町3-392 35-1851
有 百合整体 ﾕﾘｾｲﾀｲ 整体 506-0008 初田町3-61 090-1722-1966

有 ヨガ　フラワーオブライフ ﾖｶﾞ ﾌﾗﾜｰｵﾌﾞﾗｲﾌ ヨガ教室 506-0013 有楽町46　シングビル2F 090-8678-6198

有 吉田製麺所 ﾖｼﾀﾞｾｲﾒﾝｼｮ うどん 506-0054 岡本町3-18-2　ルビットタウン高山1階 080-2641-3346

有 吉田製麺所 ﾖｼﾀﾞｾｲﾒﾝｼｮ うどん 506-0031 西之一色町3-609-12 35-5510
吉本設備㈲ ﾖｼﾓﾄｾﾂﾋﾞ 水回り設備、配管工事一式 509-4115 国府町三日町286 72-3323
LAMODA　NAIL ﾗﾓﾀﾞ ﾈｲﾙ ネイルサロン 506-0058 山田町781-17 090-3569-8599

有 ㈲リブロ ﾘﾌﾞﾛ 印刷　教科書　書籍　ドローン 506-0004 桐生町7-150-3 35-0350
理容　村川 ﾘﾖｳ ﾑﾗｶﾜ 理容業務 506-0842 下二之町24 34-6688
理容　もりわき リヨウ　モリワキ 理容店 506-0834 宗猷寺町35-3 34-2323
理容はやし ﾘﾖｳﾊﾔｼ 理容一般 506-0058 山田町1523-24 34-1469
理容ホービ リヨウホービ 理容 506-0026 花里町4-65 32-0953

有 Ｌｅ　Ｐａｉｎ　Ｍｕｊｏ ﾙ ﾊﾟﾝ ﾑｼﾞｮｰ パン 506-0851 大新町2-22 77-9912
ローソン　高山上岡本店 ﾛｰｿﾝ ﾀｶﾔﾏｶﾐｵｶﾓﾄﾃﾝ 食品・酒類・日用品他 506-0055 上岡本町8-35 35-9288
ローソン　高山三福寺店 ﾛｰｿﾝ ﾀｶﾔﾏｻﾝﾌｸｼﾞﾃﾝ 食品・酒類・日用品他 506-0807 三福寺町215-1 37-0131
ローソン　高山山田店 ﾛｰｿﾝ ﾀｶﾔﾏﾔﾏﾀﾞﾃﾝ 食品・酒類・日用品他 506-0058 山田町1543-8
和縁 ﾜｴﾝ 居酒屋（アルコールなど） 506-0017 朝日町28-11 32-7450
和牛処　助春 ワギュウドコロ スケハル ミンチカツ 506-0844 上一之町19 35-3663

有 ワットゴルフ練習場 ﾜｯﾄｺﾞﾙﾌﾚﾝｼｭｳｼﾞｮｳ ゴルフ用品販売他 506-0817 山口町864-1 36-5620
㈱ワットホーム ﾜｯﾄﾎｰﾑ 住宅建築・建設 506-0021 名田町3-86-6 57-8227
㈲和仁建具店 ﾜﾆﾀﾃｸﾞﾃﾝ 建具・家具製造、くらふと商品 506-1317 上宝町本郷2764 0578-86-2122

わら路 ﾜﾗｼﾞ お酒　料理 506-0055 上岡本町1-120 33-5608
有 ｏｎｅ　ｐｕｒｐｏｓｅ　龍馬塾 ﾜﾝ ﾊﾟｰﾊﾟｽ ﾘｮｳﾏｼﾞｭｸ 学習塾・進学教室 506-0054 岡本町4-450-1 33-0330

ONE　STAR　GYM ﾜﾝｽﾀｰｼﾞﾑ スポーツジム 506-0031 西之一色町3-683-2 70-8864


