
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

アースイマジン設計室 ｱｰｽｲﾏｼﾞﾝｾｯｹｲｼﾂ 新築･ﾘﾌｫｰﾑ 506-0031 西之一色町3-1444-6 35-0878
㈱アート造園 ｱｰﾄｿﾞｳｴﾝ 庭・植栽・物置・車庫・テラス 506-0032 千島町546-3 34-4728

有 アイ　カーテン ｱｲ ｶｰﾃﾝ カーテン・カーペット・雑貨等 506-0055 上岡本町4-85 37-1705
有 あいおい一軒目横丁　てるてる酒場　樹 ｱｲｵｲｲｯﾁｮｳﾒﾖｺﾁｮｳ ﾃﾙﾃﾙｻｶﾊﾞ ｲﾂｷ 居酒屋 506-0014 相生町43 36-2455
有 愛機整体・整膚院 ｱｲｷｾｲﾀｲ ｾｲﾌｲﾝ 整体 506-0802 松之木町2704-16 090-6594-0027

有 （同）アイッシュ アイッシュ 家電品 506-0052 下岡本町1857-6 37-0850
アイビー化粧品　下谷営業所 ｱｲﾋﾞｰｹｼｮｳﾋﾝ 一般化粧品 506-0035 新宮町700-64 32-4010

有 iphone修理　ぐんぐん ｱｲﾌｫﾝ ｼｭｳﾘ ｸﾞﾝｸﾞﾝ 携帯修理 506-0055 上岡本町7—500-1 36-1555
Eyelash salon Citrine ｱｲﾗｯｼｭｻﾛﾝｼﾄﾘﾝ 美容業 506-0055 上岡本町4-293　メゾングレイス202 070-2808-1445

有 ㈲愛和工芸 ｱｲﾜｺｳｹﾞｲ 土産品（箱菓子・民芸品等） 506-0003 本母町450-2 32-1736
有 アウトドアショップ　KONG アウトドアショップ　コング 登山・キャンプ・アウトドア用品 506-0838 馬場町2-86 33-0003
有 ㈲アウトバーン ｱｳﾄﾊﾞｰﾝ 自動車鈑金･塗装 506-0802 松之木町507-2 34-2351

アウトピスタ ｱｳﾄﾋﾟｽﾀ 自動車整備 506-0058 山田町305-3 62-9390
居酒屋　阿呍 ｱｳﾝ 酒類、食事 506-0017 朝日町28 32-9277

有 青 ｱｵ 衣料品・雑貨 506-0844 上一之町85 34-9229
有 青木自動車㈲　高山店 ｱｵｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ(ﾕ ﾀｶﾔﾏﾃﾝ 新車･中古車販売、車検、修理 506-0825 石浦町5-97 34-7238
有 青木自動車㈲　本社 ｱｵｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ(ﾕ ﾎﾝｼｬ 新車･中古車販売、車検、修理 509-3205 久々野町久々野1891-3 52-3030

あおぞら犬猫病院 ｱｵｿﾞﾗｲﾇﾈｺﾋﾞｮｳｲﾝ 療法食等 506-0851 大新町5-25-24 34-0085
㈲暁 飛騨の里給油所 ｱｶﾂｷ ﾋﾀﾞﾉｻﾄｷｭｳﾕｼｮ 燃料・洗車･オイル・タイヤ他 506-0055 上岡本町5-190 32-5001

有 あかつき整体院 ｱｶﾂｷｾｲﾀｲｲﾝ 全身整体コース 506-0001 冬頭町258-2　cocoa103号室 070-8417-8714

赤なんばん ｱｶﾅﾝﾊﾞﾝ 焼肉 506-0054 岡本町1-42-27 35-0505
有 ㈲赤保木自動車 ｱｶﾎｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売・修理 506-0045 赤保木町1113-2 34-7936
有 灯り家 ｱｶﾘﾔ 飛騨牛焼肉 506-0017 朝日町11-4 35-0789

あがりや ｱｶﾞﾘﾔ 美術品・骨董 506-0041 下切町1628-2 090-9023-2253

有 灯り家の「はなれ」 ｱｶﾘﾔﾉﾊﾅﾚ 飛騨牛の焼きしゃぶ・焼肉 506-0026 花里町6-9-1 32-2911
有 蜻蛉舎 ｱｷﾂﾔ 雑貨 506-0844 上一之町53-2 34-5053

Active 整体院 ｱｸﾃｨﾌﾞｾｲﾀｲｲﾝ 整体 506-0035 新宮町3705 080-4581-4705

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
有 アグリワークス ｱｸﾞﾘﾜｰｸｽ トマト・トマトジュース　他 509-3202 久々野町小屋名1243 090-1094-5281

あさいちてい　桐生店 ｱｻｲﾁﾃｲ ｷﾘｭｳﾃﾝ うどん・丼物 506-0004 桐生町4-151 32-0331
あさいちてい　バロー店 ｱｻｲﾁﾃｲ ﾊﾞﾛｰﾃﾝ うどん・丼物 506-0054 岡本町3-18-2 070-2835-8596

あさのや ｱｻﾉﾔ 玩具 506-0846 上三之町64 34-0777
朝日軒 ｱｻﾋｹﾝ 理容業 506-0025 天満町6-29 32-2086

有 コスメ＆ファッション　あざみ ｱｻﾞﾐ 化粧品・エプロン・衣料品 506-0012 八軒町3-49 32-3618
有 味彩　七杜 ｱｼﾞｻｲ ﾅﾅﾓﾘ 飛騨牛料理・高山ラーメン他 506-0101 清見町牧ケ洞2145 68-0022
有 味処　山車 ｱｼﾞﾄﾞｺﾛ ｻﾝｼｬ 酒類・魚料理 506-0843 下一之町54 34-6348
有 味処　萬代　角店 ｱｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾊﾞﾝﾀﾞｲ　ｶﾄﾞﾐｾ 仕出し、飲食店 506-0015 花川町50 33-5166

味処　半兵衛 アジドコロ　ハンベエ 高山ラーメン・居酒屋メニュー 506-0023 川原町54 34-8451
有 味の与平(舩坂酒造店) ｱｼﾞﾉﾖﾍｲ 飛騨牛・酒 506-0845 上二之町7 35-1224
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

アシヤ生花店 アシヤセイカテン 生花 506-0026 花里町6-6 34-4741
as i am ｱｽﾞｱｲｱﾑ エステサロン 506-0003 本母町224-2 チェリーコート本母1-B 090-2186-0233

飛鳥 ｱｽｶ 酒類 506-0017 朝日町53-7 32-5170
あすか仏壇 ｱｽｶﾌﾞﾂﾀﾞﾝ 仏壇・仏具製造販売 506-0054 岡本町2-222-1 34-5590
あずま堂 ｱｽﾞﾏﾄﾞｳ 菓子 509-4119 国府町広瀬町1633-1 72-3287

有 アスモのお花屋さん アスモノオハナヤサン 生花 506-0054 岡本町2-45-1（アスモ内） 35-3687
㈲アソートプランニング ｱｿｰﾄﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 住宅の設計、施工、監理 506-0055 上岡本町5-113-20 35-3486

有 ＡＤＡ－ＨＯＭＥ㈱ アダ・ホーム 建築工事・リフォーム 506-0031 西之一色町1-12-3 34-2013
あだち製菓 ｱﾀﾞﾁｾｲｶ 餅類一式 506-0008 初田町2-66 32-2314

有 アダチ石油㈱　高山SS ｱﾀﾞﾁｾｷﾕ(ｶ 石油製品・自動車関連用品・整備 506-0055 上岡本町1-38 33-1122
有 アダチ石油㈱　東山SS ｱﾀﾞﾁｾｷﾕ(ｶ 石油製品・自動車関連用品・整備 506-0802 松之木町290 33-8300
有 当り矢 アタリヤ 焼肉ホルモン 506-0026 花里町5-10-8 080-5824-5683

あちゃりーな ｱﾁｬﾘｰﾅ エステ・化粧品販売 506-0001 冬頭町700-8 080-6948-1980

アツシ板金工業 ｱﾂｼﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 屋根板金 506-0052 下岡本町3160-1 33-6398
有 ＠home salon for you ｱｯﾄﾎｰﾑｻﾛﾝ ﾌｫｰﾕｰ カット・カラー・パーマ 506-0812 漆垣内町601 77-9735

アップ・ファーレン ｱｯﾌﾟ･ﾌｧｰﾚﾝ 自動車 506-0001 冬頭町776-1 57-9300
有 ㈲　アドバンス飛騨 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾋﾀﾞ ふとんクリーニング、介護用品 509-3505 一之宮町1566-1 53-2191

㈱アトミックオートサービス ｱﾄﾐｯｸｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 自動車販売･修理 506-0825 石浦町5-229 37-1471
有 atelier ihana -アトリエ　イハナ- ｱﾄﾘｴ ｲﾊﾅ ハンドメイドアクセサリー 506-0843 下一之町78 70-8523
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 atelier-monogatari ｱﾄﾘｴ ﾓﾉｶﾞﾀﾘ 食器･食品･アクセサリー･文具 506-0055 上岡本町4-293  メゾングレイス106 62-8716

㈲アプラ ｱﾌﾟﾗ 不動産・建築 506-0004 桐生町4-118 37-3310
アプランドル ｱﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾙ 美容院 506-0054 岡本町1-391-4 34-8007

有 雨音ダイニング ｱﾏﾈﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 飲食店 506-0007 総和町2-14 36-3766
有 奄美旬鮮がじゅまる ｱﾏﾐｼｭﾝｾﾝｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 飲食 506-0008 初田町2-1-2 32-7083

アミタニ ｱﾐﾀﾆ 家電販売・設備工事 506-0818 江名子町3999-7 32-4622
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

㈲荒井建築工房 ｱﾗｲｹﾝﾁｸｺｳﾎﾞｳ 住宅建築・設備・塗装工事 506-0851 大新町3-164 34-5288
新井自動車㈱ ｱﾗｲｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車整備販売 506-2132 丹生川町法力54-4 78-2061
㈲荒井塗装店 ｱﾗｲﾄｿｳﾃﾝ 塗装工事・除雪 506-0035 新宮町700-70 33-7738
荒井板金 ｱﾗｲﾊﾞﾝｷﾝ 建築板金工事 509-3303 朝日町浅井205 090-2613-5076

荒川商店 ｱﾗｶﾜｼｮｳﾃﾝ 食料品・雑貨 501-5413 荘川町新渕420-1 05769-2-2030

有 あらき　陣屋前店 ｱﾗｷ ｼﾞﾝﾔﾏｴﾃﾝ ホームセンター 506-0012 八軒町1-33 33-7783
有 アラジン ｱﾗｼﾞﾝ おもちゃ・模型・人形 506-0011 本町3-36 33-0864

㈲あらたに文具店 ｱﾗﾀﾆﾌﾞﾝｸﾞﾃﾝ 文房具 506-0023 川原町30-3 32-1018
あらまつ洋品店 アラマツヨウヒンテン 婦人洋品・紳士婦人肌着 506-0024 上川原町50 32-0934
アリラン ｱﾘﾗﾝ 国産牛ホルモン・ハラミ 506-0005 七日町3-68 32-6160

有 アルテッツァ ｱﾙﾃｯﾂｱ 飲食店・イタリア料理 506-0009 花岡町1-17 ARCビル1F 62-9951
有 アルプス街道平湯 ｱﾙﾌﾟｽｶｲﾄﾞｳﾋﾗﾕ 飲食･ﾚｽﾄﾗﾝ 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯628 0578-89-2611

有 アルプス街道平湯　アルプラザ ｱﾙﾌﾟｽｶｲﾄﾞｳﾋﾗﾕ　ｱﾙﾌﾟﾗｻﾞ お土産品、酒類 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯628 0578-89-2611

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

ＡＬｍａ　ｈａｉｒ ｱﾙﾏﾍｱｰ カット・パーマ・カラー 506-0021 名田町2-74-2 77-9174
有 アロマショップ　HERBS ｱﾛﾏｼｮｯﾌﾟ ﾊｰﾌﾞｽ アロマテラピー製品 506-0825 石浦町1-499 37-5123
有 アロマルーム　奏-kanade- ｱﾛﾏﾙｰﾑ ｶﾅﾃﾞ アロマ関連商品他 506-0054 岡本町2-70-21　高一印章2F　 050-3188-0745

アン ｱﾝ 婦人服・バック・スカーフ・雑貨 506-0055 上岡本町5-377-3 32-4616
有 あんきなだんご ｱﾝｷﾅﾀﾞﾝｺﾞ みだらしだんご・五平餅　他 506-0102 高山市清見町三日町171 090-5638-1774

有 ㈲アンクラブエリナ アンクラブエリナ 婦人服・バッグ・帽子・雑貨 506-0025 天満町6-15 34-7260
アンジェリカ ｱﾝｼﾞｪﾘｶ 美容室 506-0001 冬頭町495-5 57-8821
㈲安藤酒店 ｱﾝﾄﾞｳｻｹﾃﾝ 酒類･調味料 506-0026 花里町5-17 34-0543

有 and flows ｱﾝﾄﾞﾌﾛｰｽﾞ 美容室 506-0054 岡本町2-402-1 34-6856
Ａｍｂｅｒ　Ｒｅｓ ｱﾝﾊﾞｰ ﾚｽ 美容、マツ毛、エステ 506-0055 花岡町3-80-8　ﾌﾟﾗｲﾑﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ4003 57-9666
アンビション・ヒダ ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ･ﾋﾀﾞ ドッグトリミング・ドッグフード 506-0035 新宮町3581-5 34-1962
あんま マッサージ 鍼　北斗治療院 ｱﾝﾏ ﾏｯｻｰｼﾞ ﾊﾘ ﾎｸﾄﾁﾘｮｳｲﾝ あんま・マッサージ・鍼　 506-0054 岡本町4-317-1 34-7370
あんま･はり･きゅう やました治療院 ｱﾝﾏ･ﾊﾘ･ｷｭｳ ﾔﾏｼﾀﾁﾘｮｳｲﾝ あんま･ﾏｯｻｰｼﾞ･鍼灸治療 506-0035 新宮町700-86 34-5016
あんらく亭 ｱﾝﾗｸﾃｲ 日本料理 506-0007 総和町1-50･23 33-3077

有 EVILTEX ｲｰｳﾞｨﾙﾃｸｽ アメリカ料理提供販売 506-0026 花里町6-19　アルコーブ花里1F 57-5888
イーグルオート ｲｰｸﾞﾙｵｰﾄ 自動車販売業 506-0102 清見町三日町758番地 68-2731
イーストカー ｲｰｽﾄｶｰ 自動車 506-0041 下切町1187-1 34-1936

有 家のぬくもり、庭のやすらぎ　サンバリー ｲｴﾉﾇｸﾓﾘｻﾝﾊﾞﾘｰ リフォーム・エクステリア・造園 506-0041 下切町1071-8 33-5535
井口治療院 ｲｸﾞﾁﾁﾘｮｳｲﾝ 整体 506-0054 岡本町1-94-19 33-7474
池上治療院 ｲｹｶﾞﾐﾁﾘｮｳｲﾝ 整体・指圧 506-0055 上岡本町5-249 32-3589

有 ワンライト　イケダ ｲｹﾀﾞ 家庭電化製品 506-0825 石浦町2-338-9 37-2385
㈱池田空調設備 ｲｹﾀﾞｸｳﾁｮｳｾﾂﾋﾞ エアコン・厨房設備 506-0825 石浦町7-346 70-8544
池田電工 ｲｹﾀﾞﾃﾞﾝｺｳ エアコン・浴室暖房等の設置 506-0813 塩屋町551-416 34-2633
㈲池畑工務店 ｲｹﾊﾀｺｳﾑﾃﾝ 住宅建築 509-3205 久々野町久々野1619 52-2123

有 (資)池畑商店 ｲｹﾊﾀｼｮｳﾃﾝ 酒類・土産品 506-0026 花里町6-107 32-0847
（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
㈱イコクヤ ｲｺｸﾔ 建築 506-0807 三福寺町2048-1 35-1598
居酒屋 よせ味こにし ｲｻﾞｶﾔ  ﾖｾｱｼﾞｺﾆｼ 飲食 506-0818 江名子町3854-3 33-2955

有 居酒屋あきら ｲｻﾞｶﾔ ｱｷﾗ 居酒屋 509-4119 国府町広瀬町917 72-3833
居酒屋　AMBER ｲｻﾞｶﾔ ｱﾝﾊﾞｰ 飲食 506-0802 松之木町3198 090-3300-5184

居酒屋　イチロクナナ ｲｻﾞｶﾔ ｲﾁﾛｸﾅﾅ 居酒屋 506-0035 新宮町1118 33-9129
居酒屋　いなか ｲｻﾞｶﾔ　ｲﾅｶ 食物 506-0824 片野町3-214 35-0160
居酒屋　えびすや ｲｻﾞｶﾔ ｴﾋﾞｽﾔ 酒類･食事他 506-0823 森下町1-233-8 32-3973
居酒屋　ごえん ｲｻﾞｶﾔ ｺﾞｴﾝ 郷土料理・地酒　他お飲み物各種 506-0032 千島町640 32-0810

有 居酒屋　小夜歌 ｲｻﾞｶﾔ ｻﾖｶ 居酒屋 506-0017 朝日町11-3　2F 080-5660-7048

居酒屋　どうとん。 ｲｻﾞｶﾔ ﾄﾞｳﾄﾝ｡ 酒類・料理 506-0017 朝日町20 70-8302
居酒屋　ヒダやんさ ｲｻﾞｶﾔ ﾋﾀﾞﾔﾝｻ 居酒屋 506-0017 朝日町23番地の8 34-4670
居酒屋　祭 ｲｻﾞｶﾔ ﾏﾂﾘ お酒他、一品料理 506-0831 吹屋町108 35-0334
居酒屋　夜集 ｲｻﾞｶﾔ ﾔｼｭｳ 居酒屋 506-0021 名田町4-45-1 34-0955

高山市プレミアム付き商品券「第３弾　みんなで応援商品券」加盟店一覧（五十音順）
※すでに加盟店登録申請をしていただきました加盟店であっても、以下の一覧に掲載されてない場合がございます。順次更新していきますので、しばらくお待ちください。

令和4年9月5日　現在



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 きのえね ｲｻﾞｶﾔｷﾉｴﾈ 生ビール他飲み物・口取料理 506-0017 朝日町23 35-0092
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
居酒屋レストラン　森 イザカヤレストランモリ 飲食業 506-0055 上岡本町5-423 34-6020
イシサンオート ｲｼｻﾝｵｰﾄ 自動車整備 506-0055 上岡本町1-90 34-0069
石田サイクル ｲｼﾀﾞｻｲｸﾙ 自転車 506-0824 片野町3-203 33-9466
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
石松 ｲｼﾏﾂ 酒類･煮物･川魚･麺類 501-5412 荘川町中畑8-3 05769-2-2625

イシモトサービス ｲｼﾓﾄｻｰﾋﾞｽ 家電・住宅設備 506-0802 松之木町2697-15 34-8407
いしもとＮＯＫＩ ｲｼﾓﾄﾉｰｷ 農業機械 506-2123 丹生川町町方2578-3 78-0045
医心堂鍼灸療院 ｲｼﾝﾄﾞｳｼﾝｷｭｳﾘｮｳｲﾝ 鍼灸治療 506-0007 総和町2-74-2 35-5111
㈱イセヤ イセヤ 婦人衣料品 506-0017 朝日町14 32-2058

有 itamen LOTUS LAND ｲﾀﾒﾝ ﾛｰﾀｽﾗﾝﾄﾞ イタリアン・ラーメン 506-0011 本町3-58-17 54-1078
有 i-chi ｲﾁ 菓子・雑貨 506-0843 下一之町5 080-3646-3355

有 櫟 ｲﾁｲ 自家製ケーキ 506-0807 三福寺町4340 34-9016
一華行政書士事務所 ｲﾁｶｷﾞｮｳｾｲｼｮｼｼﾞﾑｼｮ 建設業許可関係 506-0807 三福寺町88-1 70-8723

有 ㈲一木自動車 ｲﾁｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車 506-0052 下岡本町968-1 32-2329
有 ㈱一善 ｲﾁｾﾞﾝ 葬祭・イベントレンタル墓地墓石 506-0001 冬頭町255-1 34-5755
有 いちはら イチハラ 婦人衣料 506-0011 本町2-32 32-3737
有 ㈱いちまる ｲﾁﾏﾙ タイヤ・ボディコーティング 506-0055 上岡本町7-500-1 33-0901
有 101 イチマルイチ 居酒屋 506-0017 朝日町13-2 090-7675-2789

有 一光堂印店 イッコウドウインテン 印章・ゴム印 506-0011 本町2-9 34-1375
有 一茶 ｲｯｻ お茶漬け･揚げ物･炒め物･酒 506-0017 朝日町23 33-0736
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
ファミリーストアさとう　移動スーパー　とくし丸　桐生店 ｲﾄﾞｳｽｰﾊﾟｰ ﾄｸｼﾏﾙ ｷﾘｭｳﾃﾝ 食料品 506-0004 桐生町2-271 34-8877
ファミリーストアさとう　移動スーパー　とくし丸 ｲﾄﾞｳｽｰﾊﾟｰﾄｸｼﾏﾙ 食料品 506-0824 片野町6-522 35-3310
ファミリーストアさとう　移動スーパー　とくし丸 ｲﾄﾞｳｽｰﾊﾟｰﾄｸｼﾏﾙ 食料品 509-4119 国府町広瀬町1548-1 72-2237

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
有 いとう薬局KATANO ｲﾄｳﾔｯｷｮｸｶﾀﾉ 医薬品・処方箋調剤・雑貨 506-0824 片野町6-546 36-1999
有 いとう薬局初田店 ｲﾄｳﾔｯｷｮｸﾊﾂﾀﾞﾃﾝ 医薬品・処方箋調剤・雑貨 506-0008 初田町3-19-12 33-0101
有 イトオテルミー橋詰療術所 ｲﾄｵﾃﾙﾐｰﾊｼﾂﾞﾒﾘｮｳｼﾞｭﾂｼｮ イトオテルミー療術 506-0823 森下町１丁目145番地3 33-3826

井戸工業㈱ ｲﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ 舗装工事（駐車場・道路他） 506-0046 下之切町58-5 34-7045
ＩＮＡＢＡ ｲﾅﾊﾞ 婦人服 506-0054 岡本町4-276 34-2636
㈱井上工務店 ｲﾉｳｴｺｳﾑﾃﾝ 住宅改修・改装・新築工事 506-0818 江名子町2715-11 33-0715

有 イノマル商店 ｲﾉﾏﾙｼｮｳﾃﾝ おでん 506-0017 朝日町24　でこなる横丁 57-7280
有 カットサロン　いふ ｲﾌ 美容業全般 506-0005 七日町2-170 34-3044
有 いまい イマイ 寝具、衣料品､肌着 506-0026 花里町6-25 32-1823
有 ㈲今井板金工業所 ｲﾏｲﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 屋根･外壁･雨樋･落雪ストップ 506-0055 上岡本町3-21 32-5383

イマイファクトリー ｲﾏｲﾌｧｸﾄﾘｰ 自動車整備・パーツ販売 506-0825 石浦町3-175-6 32-7382
有 いまい文具店 イマイブングテン 文具・事務用品 506-0011 本町3-5 32-0344
有 ㈲今井ラジオ商会 イマイラジオショウカイ 家電品・パソコン 506-0011 本町4-55 34-1738
有 癒しの家　そらふね ｲﾔｼﾉｲｴ ｿﾗﾌﾈ アロマトリートメント・自然療法 509-3214 久々野町無数河347-2 080-5168-2186

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 居楽屋　檜 ｲﾗｸﾔ ﾋﾉｷ 居酒屋 506-0825 石浦町7-567 32-8136
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

irodori ｲﾛﾄﾞﾘ 美容室 509-4126 国府町瓜巣156-1 080-6904-6476

いろりの宿　かつら木の郷 ｲﾛﾘﾉﾔﾄﾞ ｶﾂﾗｷﾞﾉｻﾄ 宿泊 506-1434 奥飛騨温泉郷福地10 0578-89-1010

岩垣津工務店 ｲﾜｶﾞｲﾂｺｳﾑﾃﾝ 住宅新増改築 506-0057 匠ケ丘町1-47 34-0354
いわきの早蕨 ｲﾜｷ わらびもち 506-0846 上三之町111-2 34-1113

有 イワキ電化 ｲﾜｷﾃﾞﾝｶ 家電 506-0031 西之一色町3-1316 33-3765
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

有 イワサキ ｲﾜｻｷ 学生衣料・靴・化粧品 509-4119 国府町広瀬町1038-18 72-2020
有 岩崎ガラス・土産物店 ｲﾜｻｷｶﾞﾗｽ 土産物 506-0856 大門町86 32-0410

岩佐建築 ｲﾜｻｹﾝﾁｸ 建築、リフォーム 506-0818 江名子町2105-146 33-3194
有 ㈲岩佐文具店 ｲﾜｻﾌﾞﾝｸﾞﾃﾝ 文具･食品サンプル 506-0844 上一之町29 33-1166
有 岩下製畳所 ｲﾜｼﾀｾｲｼﾞｮｳｼｮ 畳と障子・襖・クロスの貼替 509-4119 国府町広瀬町1071-21 72-2240

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
㈲岩田自動車 イワタジドウシャ 自動車販売･修理･車検 506-0001 冬頭町70 33-5446
㈲岩田商店　片野本店 ｲﾜﾀｼｮｳﾃﾝ ｶﾀﾉﾎﾝﾃﾝ ガソリン・灯油・タイヤ 506-0824 片野町4-531 33-4567
㈲岩田商店　配達灯油 ｲﾜﾀｼｮｳﾃﾝ ﾊｲﾀﾂﾄｳﾕ 灯油 506-0824 片野町4-531 0120-545-675

㈲岩西石油店　高山南SS ｲﾜﾆｼｾｷﾕﾃﾝ ﾀｶﾔﾏﾐﾅﾐｴｽｴｽ 石油類・LPガス・住宅設備品 509-3505 一之宮町3446 53-2038
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
㈲インテリア　アート インテリア　アート クロス･じゅうたん･カーテン 506-0818 江名子町576-32 33-7057
インテリア　イマイ ｲﾝﾃﾘｱ ｲﾏｲ 内装(カーテン・ブラインド) 506-0004 桐生町3-64 33-4677
インテリア稲越 ｲﾝﾃﾘｱｲﾅｺｼ カーテン他 506-0004 桐生町3-342-3 32-0263
インテリア住垣 ｲﾝﾃﾘｱｽﾐｶﾞｷ クロス･クッションフロアー･他 509-4112 国府町鶴巣101 090-8864-6483

インテルザ ｲﾝﾃﾙｻﾞ 内装業 506-0053 昭和町2-71 34-1889
有 Wiz hair Chou Chou ｳｨｽﾞ ﾍｱ ｼｭ ｼｭ 美容室・ハリウッドブロウリフト 506-0825 石浦町7-82 77-9550

Ｕ－ｔａｎ ｳｰﾀﾝ 天然酵母パン 509-4101 国府町桐谷366-1 090-1831-5873

上野鍼灸指圧治療院 ｳｴﾉｼﾝｷｭｳｼｱﾂﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ・鍼灸 506-0054 岡本町1-93-2 33-6766
右衛門横町　宮川朝市通り　 ｳｴﾓﾝﾖｺﾁｮｳ ﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁﾄﾞｵﾘ 高山土産・雑貨・食品 506-0841 下三之町19 57-8081

有 ヴェルクラール ヴェルクラール コーヒー・パフェ・パンケーキ 506-0011 本町3-3-2 32-2288
ウエル美容室 ｳｴﾙﾋﾞﾖｳｼﾂ サービス業（理美容） 506-0017 朝日町33-2 32-7374

有 魚幸 ｳｵｺｳ 惣菜・弁当・鮮魚 506-0054 岡本町4-1-5 35-0191
ウオスエ ｳｵｽｴ 駄菓子・土産用食品 506-0011 本町2-28 32-0205

有 ㈲魚隆 ｳｵﾀｶ 仕出し料理・宴会 506-0101 清見町牧ケ洞1729 68-2301
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

有 ㈱牛丸商店 ｳｼﾏﾙｼｮｳﾃﾝ 荒物・雑貨 506-0011 本町3-16 32-0298
有 牛丸整体院 ｳｼﾏﾙｾｲﾀｲｲﾝ 整体 506-0825 石浦町6-416-14 36-5292
有 ㈲ウシマル電器 ｳｼﾏﾙﾃﾞﾝｷ 家電 506-0004 桐生町5-187-10 33-0233

内野酒店　のんき村 ｳﾁﾉｻｹﾃﾝ ﾉﾝｷﾑﾗ 酒屋・食事 506-1422 奥飛騨温泉郷中尾267 0578-89-2422

有 ウッドフォーラム飛騨 ｳｯﾄﾞﾌｫｰﾗﾑﾋﾀﾞ ラベンダーグッズ 506-0102 清見町三日町165 68-2338
うつぼ人形店 ウツボニンギョウテン 人形・ぬいぐるみ 506-0017 朝日町9 32-1510

有 打保屋乳業㈱ ｳﾂﾎﾞﾔﾆｭｳｷﾞｮｳ 食料品 506-0053 昭和町3-55 32-4334
有 うな信 ｳﾅｼﾝ 鰻料理メイン その他 506-0847 片原町18-2 32-0846

うな松 ｳﾅﾏﾂ うな丼 506-0011 本町1-78 62-9913
㈲畦畑農機商会 ウネハタノウキショウカイ 農業機械・電動工具 506-0825 石浦町7-89 32-0848

有 ウフ ｳﾌ 焼きタルト 506-0055 上岡本町2-196 090-7022-0835

うまいもん　と魚家 ｳﾏｲﾓﾝ ﾄﾄﾔ 居酒屋 506-0004 桐生町2-228 77-9525
有 馬印三嶋豆本舗 ｳﾏｼﾞﾙｼﾐｼﾏﾏﾒﾎﾝﾎﾟ 三嶋豆等豆菓子 506-0844 上一之町103 32-1810
有 うま宮 ｳﾏﾐﾔ 麺類 定食 焼物 506-0843 下一之町89 090-4110-2539

英会話スクール　Let's高山 エイカイワスクール　レッツ　タカヤマ 英会話レッスン 506-0031 西之一色町3-609-8 37-2239
有 ㈱エイチアンドシー エイチアンドシー 家・イオンクラスター 506-0818 江名子町3006-14 37-7868
有 81　café ｴｲﾃｨｰﾜﾝ ｶﾌｪ カレー、コーヒー 506-0025 天満町1-5-8　フレスポ飛騨高山 57-8139

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

有 A-Z　セレクトショップ エーゼット セレクトショップ バッグ・雑貨 506-0026 花里町3-8 32-1830
有 ㈱エクス ｴｸｽ フェンス・物置・カーポート 506-0032 千島町544-4 34-2322

ｅｃｌａｔ エクラ 美容室 506-0013 有楽町30 090-2777-5572

エス･ディ・ピー研究室 ｴｽ･ﾃﾞｨ･ﾋﾟｰｹﾝｷｭｳｼﾂ 店舗・住宅・リフォーム 506-0053 昭和町1-165-１ 57-9335
エス･ディ・ピー洋服のなおし屋さん ｴｽ･ﾃﾞｨ･ﾋﾟｰﾖｳﾌｸﾉﾅｵｼﾔｻﾝ 服の修理 506-0053 昭和町1-165-１ 57-9335

有 エステサロンRiMaMi　リ・マミ ｴｽﾃｻﾛﾝ ﾘ･ﾏﾐ エステティック 506-0058 山田町1178-7　みっちゃんち内 57-8186
有 エスニック・マーケット　アララテ ｴｽﾆｯｸﾏｰﾄ ｱﾗﾗﾃ 衣料品、雑貨 506-0011 本町2-26 32-3736

es hair ｴｽﾍｱ 美容室 506-0008 初田町2-1 77-9589
えちご整体院 ｴﾁｺﾞｾｲﾀｲｲﾝ 整体 506-0033 越後町1075 090-1277-0561

越後家 ｴﾁｺﾞﾔ 日本料理（料理） 506-0031 西之一色町3-1662-2 32-7693
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
㈲荏名モータース ｴﾅﾓｰﾀｰｽ 各種自動車・タイヤ部品 506-0818 江名子町2407-1 32-6369

有 any エニー エアリアルヨガﾞ･ハーブ蒸し 506-0052 下岡本町3057-25 36-2299
㈲エニー・エス・イー エニー・エス・イー 電気工事・エアコン工事 506-0041 下切町652 33-6605
㈱エニウェイ エニウェイ 職業訓練他 506-0054 岡本町3-206 37-7636
Enejet 高山桐生給油所 ｴﾈｼﾞｪｯﾄ ﾀｶﾔﾏｷﾘｭｳｷｭｳﾕｼｮ ガソリンスタンド・車検・タイヤ 506-0004 桐生町7-74 37-0202
Enejet 高山新宮給油所 ｴﾈｼﾞｪｯﾄ ﾀｶﾔﾏｼﾝｸﾞｳｷｭｳﾕｼｮ ガソリンスタンド・車検・タイヤ 506-0035 新宮町1615-1 36-0456
Enejet　高山バイパス給油所 ｴﾈｼﾞｪｯﾄ ﾀｶﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽｷｭｳﾕｼｮ ガソリンスタンド 506-0002 問屋町69 33-9311
㈲榎建築 ｴﾉｷｹﾝﾁｸ 住宅建築 509-3202 久々野町小屋名1136-1 52-3257
恵の久 ｴﾉｷｭｳ 料理・仕出し 506-0842 下二之町35 32-0657
ＥＮＯＮ ｴﾉﾝ ヘアｰ・エステ・美容脱毛 506-0054 岡本町3-207-10 35-9133

有 手打ちそば　恵比寿 ｴﾋﾞｽ そば 506-0845 上二之町46 32-0209
有 ㈱ｅｆｕ ｴﾌ 自動車関連（販売・修理） 506-0043 中切町277-2 57-9855
有 エブリ　東山店 ｴﾌﾞﾘ ﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ 食料品 506-0802 松之木町283-1 37-0085
有 エブリ　フレスポ店 ｴﾌﾞﾘ ﾌﾚｽﾎﾟﾃﾝ 食料品 506-0025 天満町1-4 33-8138



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
ｍ　Ｂｅｒｒｙ　Ｆａｒｍ ｴﾑ ﾍﾞﾘｰ ﾌｧｰﾑ 朝採れ新鮮野菜 506-0001 冬頭町100 080-3680-8552

有 エム．スタイル㈱ ｴﾑ.ｽﾀｲﾙ 住宅リフォーム 506-0803 日の出町2-16 32-2828
有 ㈲M・Eトーク ｴﾑ･ｲｰﾄｰｸ パソコン・タブレット・プリンター 506-0004 桐生町3-230 35-1011

エム・デュー ｴﾑ･ﾃﾞｭｰ 美容全般 506-0054 岡本町4-300-3 37-0682
有 m-room ｴﾑﾙｰﾑ 美容室・エステ 506-0003 本母町444-3 70-8300

AL Brewer's Beer Stand ｴﾙ ﾌﾞﾙﾜｰｽﾞ ﾋﾞｱｽﾀﾝﾄﾞ クラフトビール 506-0011 本町3-52 070-4076-7558

有 L・B・ セカンド ｴﾙ･ﾋﾞｰ･ｾｶﾝﾄﾞ 美容サービス 506-0055 上岡本町7-137-1 34-8288
エルダー・ベリー ｴﾙﾀﾞｰ ﾍﾞﾘｰ 家事代行･高齢者支援 506-0802 松之木町2693-12 070-8975-4850

エルダー・ベリー・プラス ｴﾙﾀﾞｰ ﾍﾞﾘｰ ﾌﾟﾗｽ アロマ・ハンドマッサージ 506-0802 松之木町2693-12 070-8975-4850

㈱LBアルミ建材 ｴﾙﾋﾞｰｱﾙﾐｹﾝｻﾞｲ 住宅アルミ建材 506-0004 桐生町4-479 62-8666
縁 ｴﾝ 飲食店 506-0842 下二之町54 36-5556
円空洞 エンクウドウ 円空彫刻・ひだいちい染め 506-0025 天満町6-7 32-1385

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
有 ㈲遠州水産 ｴﾝｼｭｳｽｲｻﾝ 煮いか、塩いか 506-2123 丹生川町町方1224-3 78-1576

エンゼル美容室 ｴﾝｾﾞﾙﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容一般 506-0007 総和町2-4 32-1634
えん卓 ｴﾝﾀｸ 食事・アラカルト・お酒 506-0012 八軒町2-65 36-5220
遠藤隆浩税理士事務所 ｴﾝﾄﾞｳﾀｶﾋﾛｾﾞｲﾘｼｼﾞﾑｼｮ 税理士事務所 506-0055 上岡本町3-418　垣越ビル4階 32-1770

有 entrance1291 ｴﾝﾄﾗﾝｽｲﾁﾆｷｭｳｲﾁ 結婚相談サービス・カードゲーム 509-3301 朝日町青屋1435 090-6761-4284

ｅｎｎａ ｴﾝﾅ ランチ・テイクアウト 509-4119 国府町広瀬町917 070-8531-7355

塩谷治療院 ｴﾝﾔﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ 506-0006 神田町1-77-11 32-2721
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 桜華苑 ｵｳｶｴﾝ 焼肉・丼物・麺類 509-4119 国府町広瀬町509-1 72-4141
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

欧風カレー工房　チロル ｵｳﾌｳｶﾚｰｺｳﾎﾞｳ ﾁﾛﾙ 欧風カレー・デザート 506-0101 清見町牧ケ洞1953-9 68-3733
有 ㈲大笠商事 ｵｵｶﾞｻｼｮｳｼﾞ 文具・雑貨・ギフト 506-0002 問屋町55 34-0123

大方商店 ｵｵｶﾀｼｮｳﾃﾝ 燃料油・釣り具 506-1302 上宝町長倉666-18 0578-86-2433

大上整体療院 ｵｵｶﾐｾｲﾀｲﾘｮｳｲﾝ 整体 506-0004 桐生町4-87-1 35-2131
有 オークヴィレッジ㈱ ｵｰｸｳﾞｨﾚｯｼﾞ(ｶ 木製家具・小物・木造住宅 506-0101 清見町牧ケ洞846 68-2244
有 大倉食料品店 オオクラショクリョウヒンテン 果物・菓子・ケーキ･贈答品 506-0011 本町3-3-2 32-2288

大乗坊治療院 ｵｵｼﾞｮｳﾎﾞｳﾁﾘｮｳｲﾝ 鍼灸マッサージ 506-2123 丹生川町町方1397-1　ﾒｲﾌﾟﾙﾊｲﾑⅡ202 78-2540
有 土産処　おおたか ｵｵﾀｶ 土産品 506-0026 花里町6-34 37-3300

太田商店 ｵｵﾀｼｮｳﾃﾝ 酒屋・菓子・米 509-4121 国府町宇津江2243-59 72-2315
オータム吉日 ｵｰﾀﾑｷﾁｼﾞﾂ 喫茶･スパイスカレー･古道具 506-0842 下二之町59-2 090-3277-4661

㈲大坪石油 ｵｵﾂﾎﾞｾｷﾕ ガソリン・菓子・パン等 506-0205 清見町夏厩867-1 67-3232
Auto  Sky ｵｰﾄ ｽｶｲ 自動車販売・修理 509-3505 一之宮町4905-2 53-2839
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

有 ㈲オートボディーツタ ｵｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｰﾂﾀ 自動車板金塗装・防錆 506-0052 下岡本町2945 36-1314
有 ㈲オートリニューカジタ ｵｰﾄﾘﾆｭｰｶｼﾞﾀ 自動車鈑金塗装 506-0807 三福寺町441-2 33-6955

㈱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
有 ㈲大沼工房 ｵｵﾇﾏｺｳﾎﾞｳ 土産品 506-2104 丹生川町大沼152-2 36-1093

大野製麺所 ｵｵﾉｾｲﾒﾝｼﾞｮ 麺類の販売 506-0012 八軒町3-43 32-1443
大のや　三之町本店 ｵｵﾉﾔ ｻﾝﾉﾏﾁﾎﾝﾃﾝ 味噌･醤油･白酒 506-0846 上三之町13 32-0480
大のや　本町店 オオノヤ　ホンマチテン 味噌･醤油･白酒 506-0011 本町2-74 32-1636

有 大林調剤薬局 上切店 ｵｵﾊﾞﾔｼﾁｮｳｻﾞｲ ｶﾐｷﾞﾘ 処方せん調剤 506-0044 上切町343-1 36-3121
有 大林調剤薬局 桐生店 ｵｵﾊﾞﾔｼﾁｮｳｻﾞｲ ｷﾘｭｳ 処方せん調剤 506-0004 桐生町5-187-1 36-2727
有 オープンハート・カフェ ARS-RAISON ｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ･ｶﾌｪ ｱﾙｽﾚｿﾞﾝ レストラン 506-0053 昭和町1-188-1 高山市民文化会館 33-8333

クラフト＆カフェ　オープンハウス木の香 ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ ｷﾉｺ グラスアート材料他 509-4121 国府町宇津江1153-1 72-5092
有 オーベルジュ　飛騨の森 オーベルジュ　ヒダノモリ 宿泊・レストラン 506-0035 新宮町3349-1 34-6575

㈱大洞水道 オオボラスイドウ ボイラー・衛生器具 506-0035 新宮町1557-2 34-0399
有 大前牛肉店 オオマエギュウニクテン 食肉販売 506-0011 本町2-50-1 32-0868

㈱大前工務店 ｵｵﾏｴｺｳﾑﾃﾝ 住宅建築 506-0058 山田町1161-15 32-1288
有 おおみち オオミチ 喫煙具･せんべい・ジュース 506-0011 本町2-56 33-4661

㈲大宮自動車 ｵｵﾐﾔｼﾞﾄﾞｳｼｬ 新車･中古車販売、車検一般修理 509-3205 久々野町久々野2167 52-2511
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
大屋桐材店 ｵｵﾔｷﾘｻﾞｲﾃﾝ 桐製品 506-0007 総和町3-94 32-2413
(資)大家板金工業 ｵｵﾔﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 屋根・壁・雨樋・落雪ストップ 506-0006 神田町1-77-6 32-1827
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

岡田建築 ｵｶﾀﾞｹﾝﾁｸ 住宅建築 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根681 0578-89-2410

おかだ美容室 ｵｶﾀﾞﾋﾞﾖｳｼﾂ パーマ・カット・ブロー 506-0824 片野町5-315 34-0221
小川商店 ｵｶﾞﾜｼｮｳﾃﾝ 食料品 501-5404 荘川町黒谷4-1 05769-2-2053

おぎ傳 ｵｷﾞﾃﾞﾝ 新・古美術、諸道具 506-0055 上岡本町7-301 36-1391
沖村家 みちや寿し　 オキムラヤ　ミチヤスシ 鮨 506-0014 相生町25 32-0383
㈱奥田石材 ｵｸﾀﾞｾｷｻﾞｲ 墓石・建築石材・花立て 506-0035 新宮町2498-1 33-9601
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
㈲奥原電気 オクハラデンキ 家電販売・修理・電気工事 506-0025 天満町4-9 34-3388

有 奥飛騨温泉郷オートキャンプ場 ｵｸﾋﾀﾞｵﾝｾﾝｺﾞｳｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ キャンプ宿泊 506-1427 奥飛騨温泉郷田頃家11番地1 0578-89-3410

奥飛騨ガーデンホテル焼岳（宿泊のみ） ｵｸﾋﾀﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙﾔｹﾀﾞｹ 宿泊 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根2498-1 0578-89-2811

奥飛騨建設株式会社 ｵｸﾋﾀﾞｹﾝｾﾂ 住宅建築 509-4122 国府町名張1571－1 72-3001
奥穂飯店 ｵｸﾎﾊﾝﾃﾝ 中華料理 509-4116 国府町上広瀬43 72-2333

有 お好み焼き　あんと ｵｺﾉﾐﾔｷ ｱﾝﾄ お好み焼き・焼きそば 506-0054 岡本町2-106-1 32-1535
お好み焼　ひのき ｵｺﾉﾐﾔｷ　ﾋﾉｷ お好み焼・焼そば・中華そば 506-0008 初田町3丁目4-10 35-1058

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
㈲尾﨑餅店 ｵｻｷﾓﾁﾃﾝ 餅・和菓子 509-4115 国府町三日町403-1 72-2329
おしゃれサロン　マツモト ｵｼｬﾚｻﾛﾝ ﾏﾂﾓﾄ 理容業全般、カツラ取扱い 509-4119 国府町広瀬町916-1 72-3302
おしゃれの館　ボン ｵｼｬﾚﾉﾔｶﾀ ﾎﾞﾝ 理容店 506-0054 岡本町1-257 33-3544
お食事処　あらい ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｱﾗｲ 居酒屋、飲食 509-3205 久々野町久々野1737-1 52-2062
お食事処　ありす庵 ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｱﾘｽｱﾝ そば・うどん・丼物 506-0107 清見町巣野俣750-1 68-2970

有 お食事処　あんき屋 ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｱﾝｷﾔ 飲食業 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯768-36 0578-89-2755

お食事処　がおろ ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｶﾞｵﾛ からあげ定食・各種定食 509-3505 一之宮町3630-1 53-2246
有 御食事処  坂口屋 ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｻｶｸﾞﾁﾔ 飛騨牛にぎり寿司･飛騨牛料理 506-0846 上三之町90 32-0244
有 お食事処　みかど オショクジドコロ　ミカド 飲食 506-0016 末広町58 34-6789

お食事処　やえも ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾔｴﾓ 定食、焼肉、メン類、喫茶、丼物 506-0205 清見町夏厩984 67-3939
有 お食事処　禄次 ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾛｸｼﾞ 飲食業 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯29 0578-89-3339

お食事処　脇陣 ｵｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾜｷｼﾞﾝ 日本料理・郷土料理 506-0012 八軒町1-93-3 34-6800
有 オステリア・ラ・フォルケッタ ｵｽﾃﾘｱﾗﾌｫﾙｹｯﾀ 飲食店 506-0831 吹屋町3 37-4064

おそうじ革命 岐阜飛騨高山店 ｵｿｳｼﾞｶｸﾒｲ ｷﾞﾌﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ ハウスクリーニング 506-0823 森下町2-29-8 0120-541-726

㈱小鳥ガラス ｵﾄﾞﾘｶﾞﾗｽ ｶﾞﾗｽ 506-0054 岡本町1-158 33-0923
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 小鳥屋商店 ｵﾄﾞﾘﾔｼｮｳﾃﾝ 衣料品･雑貨･刺し子糸 506-0846 上三之町5 34-0738
有 音羽屋　グリーンホテル店 ｵﾄﾜﾔ ｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙﾃﾝ 和菓子・駄菓子 506-0031 西之一色町2-180 35-5005
有 音羽屋　有楽町本店 ｵﾄﾜﾔ ﾕｳﾗｸﾁｮｳﾎﾝﾃﾝ 和菓子・駄菓子 506-0013 有楽町22 33-4636

OHACO ｵﾊｺ 食事・子供服 506-0852 八幡町147-1 57-9777
有 お箸のたくみ ｵﾊｼﾉﾀｸﾐ 箸・和雑貨・箸ギフト 506-0846 上三之町57 32-1640

オハナビーチ ｵﾊﾅﾋﾞｰﾁ スナック・飲食 506-0008 初田町1丁目50番地4 36-2540
オフサイド ｵﾌｻｲﾄﾞ 紳士衣料品 506-0004 桐生町4-452 33-7639

有 オプト・玉舎 ｵﾌﾟﾄ ﾀﾏﾔ 眼鏡 506-0054 岡本町2-100-3 35-0838
お土産処　惣市 ｵﾐﾔｹﾞﾄﾞｺﾛ ｿｳｲﾁ 土産品、酒類、麺類 506-2121 丹生川町坊方2114 78-1339

有 おみやげ処　角桑　朝市店 ｵﾐﾔｹﾞﾄﾞｺﾛｶﾄﾞｸﾜｱｻｲﾁﾃﾝ 飛騨の土産品 506-0841 下三之町31 32-1014
有 おみやげ処　角桑　古いまちなみ店 ｵﾐﾔｹﾞﾄﾞｺﾛｶﾄﾞｸﾜﾌﾙｲﾏﾁﾅﾐﾃﾝ 飛騨の土産品 506-0846 上三之町7 35-0123
有 おみやげ処　角桑　本店 ｵﾐﾔｹﾞﾄﾞｺﾛｶﾄﾞｸﾜﾎﾝﾃﾝ 飛騨の土産品 506-0844 上一之町110 35-1226

表造園 オモテゾウエン 庭木販売・管理 506-0043 中切町690 33-6369
御宿　四反田 ｵﾔﾄﾞ ｼﾀﾝﾀﾞ 宿泊、会食、宴会 506-2133 丹生川町北方1284 78-1143

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

有 お宿　山久 オヤド　ヤマキュウ 旅館 506-0832 天性寺町58 32-3756
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
おやど蛍 オヤドホタル 旅館 509-3505 一之宮町1676 53-2448

有 おらんとこの味 ｵﾗﾝﾄｺﾉｱｼﾞ 漬物・みそ 506-0012 八軒町1-5 090-6464-7332

オリオン美容室 ｵﾘｵﾝﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0825 石浦町5-407 34-5810
有 飛騨居酒屋　おりじん ｵﾘｼﾞﾝ 居酒屋 506-0026 花里町4-108　高山コミュニティビル1F 36-4655

折付商店 ｵﾘﾂｷｼｮｳﾃﾝ 菓子・食料品 506-0021 名田町3-83 33-6613
㈲折付商店 オリツキショウテン ユニフォーム･白衣･マスク 506-0012 八軒町2-77 32-1571
おりづる オリヅル 和雑貨･マスク 506-0012 八軒町2-77 36-1487
オリベスタイル オリベスタイル クラフト雑貨・陶器・家具 506-0032 千島町900-1　飛騨・世界生活文化センター内 57-5551

有 お料理・お弁当　やまと ｵﾘｮｳﾘ ｵﾍﾞﾝﾄｳ ﾔﾏﾄ 弁当・オードブル・テイクアウト 506-0045 赤保木町838-1 32-6082
御料理・宴会　源佐 ｵﾘｮｳﾘｴﾝｶｲｹﾞﾝｻﾞ 食事、弁当、テイクアウト 506-2123 丹生川町町方29 78-1128

有 御料理仕出しタマコシ ｵﾘｮｳﾘｼﾀﾞｼ　ﾀﾏｺｼ 仕出し･宴席･テイクアウト 509-4119 国府町広瀬町645-4 72-3318
有 オレンジ薬房 ｵﾚﾝｼﾞﾔｸﾎﾞｳ 医薬品・健康食品・化粧品 506-0054 岡本町2-106-1 34-0078

en soie オン　ソワ 子供服･大人服･雑貨 506-0011 本町3-46 77-9242
ＣＡＲ　ＭＡＴＥ　ＨＩＲＯ ｶｰ ﾒｲﾄ ﾋﾛ タイヤ 509-3206 久々野町山梨412 090-5628-3270

有 カーグラスHIDA ｶｰｸﾞﾗｽﾋﾀﾞ 自動車ガラス交換・修理 506-0058 山田町1277-3 57-7800
有 カーケアショップ　リミック ｶｰｹｱｼｮｯﾌﾟ ﾘﾐｯｸ 自動車整備 509-4123 国府町金桶236-1 72-2033
有 ｶｰｻｲﾄ・まえだ ｶｰｻｲﾄ･ﾏｴﾀﾞ 自動車整備 509-4107 国府町西門前32-3 72-3433

カーショップ GOODNESS ｶｰｼｮｯﾌﾟ ｸﾞｯﾄﾞﾈｽ 自動車販売・修理等 506-0818 江名子町3854-1 35-5345
有 カースペシャル・ロイス カースペシャル・ロイス 車輌・自動車用品各種 506-0026 花里町2-80-1 37-6233



㈲カー・セブン ｶｰｾﾞﾌﾞﾝ 自動車販売・修理 506-0004 桐生町1-171 36-7157
加圧＋ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｼﾞﾑ Unlimited ｶｱﾂ ﾌﾟﾗｽ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｼﾞﾑ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 加圧パーソナルトレーニングジム 506-0811 大洞町440-25 080-2640-4741

ガーデン ｶﾞｰﾃﾞﾝ 美容室 506-0818 江名子町2340-24 36-2850
有 カービューティープロ　FaN ｶｰﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌﾟﾛ ﾌｧﾝ 車のコーティング・カーフィルム 506-0825 石浦町2-411　マンションエクセル107 77-9346
有 カーポイント158 ｶｰﾎﾟｲﾝﾄｲﾁｺﾞﾊﾁ 自動車整備・販売 506-0058 山田町1544-12 35-0554
有 カーボーイ カーボーイ 新車･中古車･車検･修理 506-0808 松本町999-18 33-2294
有 ㈲カーポートホソエ ｶｰﾎﾟｰﾄﾎｿｴ 自動車販売･修理 506-0052 下岡本町3018-1 32-5107

カーメイトサン カーメイトサン 自動車(中古車)販売 506-0054 岡本町3-235-2 62-8500
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

介護タクシー　ひよこ ｶｲｺﾞﾀｸｼｰﾋﾖｺ 介護タクシー 506-0824 片野町1-98-1 33-7371
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 回転寿司　宝船 ｶｲﾃﾝｽﾞｼ ﾀｶﾗﾌﾞﾈ すし・うどん・ラーメン 509-4123 国府町金桶22 72-5885

カイロプラクティック院ゴンザ ｶｲﾛﾌﾟﾗｸﾃｨｯｸｲﾝｺﾞﾝｻﾞ 整体 509-3215 久々野町引下281-2 52-2245
有 飛騨高山ＣｏｗＣｏｗヨーグルト カウカウヨーグルト ヨーグルト 506-0011 本町2-80-1 62-8806
有 Kaede cafe and Kitchen カエデ　カフェ　アンド　キッチン 喫茶・食事・テイクアウト 506-0011 本町2-68 62-9485
有 ㈱柿下木材工業所 ｶｷｼﾀﾓｸｻﾞｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ 木製照明器具 506-0041 下切町1683 32-2269
有 垣添酒店 ｶｷｿﾞｴｻｹﾃﾝ 酒 509-4122 国府町名張1626 72-2076
有 ㈲家具　木の國屋 ｶｸﾞｷﾉｸﾆﾔ 家具 509-4122 国府町名張1165-3 72-2828
有 角正 カクショウ 料亭 506-0838 馬場町2-98 32-0174

家具と器とつけもの　駒屋 ｶｸﾞﾄｳﾂﾜﾄﾂｹﾓﾉ　ｺﾏﾔ 飛騨家具・器・漬物・味噌 506-0841 下三之町37 34-6953
有 かぐやひめ カグヤヒメ カット・パーマ・カラー  着付 506-0055 上岡本町3-374 32-6148
有 隠れ家サロン　Rinka～輪郁～ ｶｸﾚｶﾞｻﾛﾝ ﾘﾝｶ リラクゼーションサービス 506-0054 岡本町1-99-1 080-7427-0343

有 カサ　ソラ ｶｻ ｿﾗ 飲食・喫茶・惣菜・テイクアウト 506-0834 宗猷寺町152-1 090-7609-7102

笠井クリーニング店 ｶｻｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾝ 洗濯物（ドライ・ウェット） 506-1317 上宝町本郷2830 0578-86-2135

笠原木材㈱ ｶｻﾊﾗﾓｸｻﾞｲ(ｶﾌﾞ) 住宅建築、薪 509-3206 久々野町山梨69-1 52-2525
有 柏木工　高山ショールーム　柏館 ｶｼﾜﾓｯｺｳ ﾀｶﾔﾏｼｮｰﾙｰﾑ ｶｼﾜｶﾝ 木製家具・木製建具・小物 506-0055 上岡本町1-260 32-7288

㈲和設備工業 ｶｽﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 水道設備 506-0851 大新町1丁目43番地 32-7468
片野衛電社 ｶﾀﾉｴｲﾃﾞﾝｼｬ 家電品 506-0824 片野町4-663 33-1347

有 ㈲片野酒店 ｶﾀﾉｻｹﾃﾝ 酒類・食品 506-0824 片野町4-1-2 34-4567
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
有 ㈲楽器のＤＡＮ ｶﾞｯｷﾉﾀﾞﾝ 楽器販売・修理・音響 506-0054 岡本町4-253-1 33-8586

カットサロンおかだ カットサロンオカダ 理容室 506-0012 八軒町2-2 32-4673
有 カットスペース  セシル カットスペース  セシル 美容院 506-0052 下岡本町1120－5 34-7352

カットハウス オリーブの店 ｶｯﾄﾊｳｽ ｵﾘｰﾌﾞﾉﾐｾ 美容業 506-0005 七日町2-81-1 35-0879
カットハウスヒノデ ｶｯﾄﾊｳｽﾋﾉﾃﾞ 美容技術・ヘアケア商品 506-0005 七日町3-123 32-5083

有 カットルーム　ＫＡＺ ｶｯﾄﾙｰﾑｶｽﾞ 理容サービス 506-0001 冬頭町516－1 34-0231
かっぱ ｶｯﾊﾟ 居酒屋 506-0017 朝日町23 34-0022
割烹　かまむら ｶｯﾎﾟｳ ｶﾏﾑﾗ 和食・手打ちそば 506-0009 花岡町1-25 34-6062
割烹　船さき ｶｯﾎﾟｳ ﾌﾅｻｷ 料理 506-0013 有楽町57 34-3550
割烹　みぞわき ｶｯﾎﾟｳ ﾐｿﾞﾜｷ 食事、宴会、仕出し 509-3325 朝日町万石123-1 55-3050
割烹　山陣 ｶｯﾎﾟｳ ﾔﾏｼﾞﾝ 日本料理・宴会・（仕出し） 506-0007 総和町2丁目48番地 32-5158
㈲割烹　若松 ｶｯﾎﾟｳ ﾜｶﾏﾂ 日本料理 509-3205 久々野町久々野1375 52-2276
割烹むらさき ｶｯﾎﾟｳﾑﾗｻｷ 日本料理(魚他） 506-0009 花岡町3-69 34-2379
かど鈴 ｶﾄﾞｽｽﾞ うどん・中華そば 506-0008 初田町1-22 32-0849
㈱門造園土木 ｶﾄﾞｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 造園工事 506-0046 下之切町155-3 33-5054
CUDDLE カドル 美容室 506-0044 上切町334-1 70-8696
金物のたなか ｶﾅﾓﾉﾉﾀﾅｶ 建築金物・大工道具 509-4119 国府町広瀬町1020-2 72-2120
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

加乃子や ｶﾉｺﾔ 餅・おこわ 506-0044 上切町119-1 35-5730
蒲屋工業㈱ ｶﾊﾞﾔｺｳｷﾞｮｳ 屋根工事・外壁工事・雨樋工事 506-0802 松之木町117 33-8687

有 Cafｅ 青 ｶﾌｪ ｱｵ スイーツ・ドリンク 506-0846 上三之町67 蔵＆１F 57-9210
Café & Lunch RIN（喫茶　RIN） ｶﾌｪ ｱﾝﾄﾞ ﾗﾝﾁ ﾘﾝ コーヒー・軽食 506-0802 松之木町283-1 090-8951-4608

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

Ｃａｆｅ　ＣＯＳＴＯＲＩＣＯ ｶﾌｪ ｺｽﾄﾘｺ ランチ・ふわふわパンケーキ 506-0802 松之木町1040-40 62-9534
有 カフェ　ド　イーグル カフェ　ド　イーグル コーヒー・コーヒー豆 506-0825 石浦町2-398 33-0393
有 カフェ ドピオ ｶﾌｪ ﾄﾞﾋﾟｵ 軽食・喫茶 506-0847 片原町21 32-3638
有 caféハチロク ｶﾌｪ　ﾊﾁﾛｸ コーヒー・軽食 506-1317 上宝町本郷2584-2 0578-86-3386

ＣＡＦÉ　ＭＵＳＴＡＣＨＥ ｶﾌｪ ﾏｽﾀｼｭ コーヒー・デザート・軽食など 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯679 0578-89-2634

Ｃａｆｅ ｒｏｏｍ 季の奏 ｶﾌｪ ﾙｰﾑ ﾄｷﾉｿｳ 喫茶店 501-5417 荘川町野々俣1225-514 05769-2-2505

有 Café＆studio　nocknock ｶﾌｪｱﾝﾄﾞｽﾀｼﾞｵ ﾉｯｸﾉｯｸ カフェ 506-0101 清見町牧ケ洞1953-11 77-9581
ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ツナグ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾊﾞｰ ﾂﾅｸﾞ アルコール類・軽食・ドリンク 506-0011 本町4丁目23-3 070-8446-8507

有 カフェ＆レストラン　花水木 ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾚｽﾄﾗﾝ ﾊﾅﾐｽﾞｷ 軽食喫茶 506-0011 本町2-48 33-0123
有 カフェテリア　藍 ｶﾌｪﾃﾘｱ ｱｲ コーヒー・軽食・飛騨牛など 506-0844 上一之町110 35-0034

カフェテリア　べるみ ｶﾌｪﾃﾘｱ ﾍﾞﾙﾐ レストラン 506-0053 昭和町2丁目93-3 070-4388-2846

CAFEMION ｶﾌｪﾐｵﾝ 飲食 506-0055 上岡本町5-375 36-0602
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
有 カマック（ケータイ＆スマホ設定） ｶﾏｯｸ（ｹｰﾀｲ＆ｽﾏﾎｿｳﾀﾞﾝ） モバイル設定相談 506-0026 花里町3-8 090-9028-8653

有 カマの酒屋 ｶﾏﾉｻｹﾔ 酒類 506-0053 昭和町2-120-1 33-8270
有 カマの酒屋　国府店 ｶﾏﾉｻｹﾔ ｺｸﾌﾃﾝ 酒類販売 509-4123 国府町金桶374-4 77-9463

かみいち美容室 カミイチビヨウシツ 美容室 506-0844 上一之町48 34-6162
有 髪工房　タケバヤシ ｶﾐｺｳﾎﾞｳ ﾀｹﾊﾞﾔｼ 理容室･ｶﾂﾗ(Wig)作製 506-0007 総和町3-84-20 32-3718

髪・工・房　Breath ｶﾐｺｳﾎﾞｳ ﾌﾞﾚｽ カット・カラー・パーマ・メイク 506-0021 名田町1-69-1 36-5570
上小家治療院 ｶﾐｺﾔﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ・鍼灸 506-0023 川原町67 32-1638
上坂塗工 ｶﾐｻｶﾄｺｳ 建築塗装 506-0058 山田町1462-13 090-7676-8283

有 髪芝居 ｶﾐｼﾊﾞｲ 理容業 506-0032 千島町753-1 36-1345
髪ふ～せん ｶﾐﾌｰｾﾝ 美容室 506-0058 山田町469-1 32-3475
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

有 亀屋洋品店 カメヤヨウヒンテン 紳士用品 506-0011 本町3-63 32-1584
有 カメラのながを ｶﾒﾗﾉﾅｶﾞｦ カメラ・写真焼付・撮影 506-0011 本町1-39 34-0880

カメラのみやけ ｶﾒﾗﾉﾐﾔｹ カメラ・写真・カラープリント 506-0012 八軒町1-56 32-2588
がやがや ｶﾞﾔｶﾞﾔ 飲食店 506-0053 昭和町1-110 090-2684-0216

有 からあげ　くーちゃん ｶﾗｱｹﾞ ｸｰﾁｬﾝ 弁当 503-0034 松倉町2061 080-3305-4454

有 からあげのどん ｶﾗｱｹﾞﾉﾄﾞﾝ 食料・飲料品 506-0011 本町4-23-2 57-5785
唐庵 カラアン 居酒屋 506-0015 花川町1-8 57-8171
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

有 カラオケシティ　リラックス　東山店 ｶﾗｵｹｼﾃｨ ﾘﾗｯｸｽ ﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ カラオケ 506-0807 三福寺町277-1 32-7570
有 自家源泉　臥龍の湯　臥龍の郷 ｶﾞﾘｭｳﾉｻﾄ 日帰り入浴 509-3505 一之宮町5525 53-3933
有 臥龍の郷　レストラン 桜花 ｶﾞﾘｭｳﾉｻﾄ ﾚｽﾄﾗﾝ ﾎﾉｶ 飛騨牛　他 509-3505 一之宮町5525 35-0563
有 花梨鍼灸院 ｶﾘﾝｼﾝｷｭｳｲﾝ はり・きゅう・美容鍼灸 506-0007 総和町3丁-83-1 57-7004

ガルウィング ｶﾞﾙｳｨﾝｸﾞ 新車･中古車･修理･車検 506-2124 丹生川町新張946-1 70-8507
有 かる食堂 ｶﾙｼｮｸﾄﾞｳ アルコール類･食事 506-0846 上三之町22 70-8821
有 カルビ大将　高山店 ｶﾙﾋﾞﾀｲｼｮｳ ﾀｶﾔﾏﾃﾝ 焼肉店 506-0807 三福寺町341 36-5529
有 ガレージ　レディバグ ガレージ　レディバグ 自動車販売･修理 506-0825 石浦町8-102 37-2018
有 ㈲ガレージ58 ｶﾞﾚｰｼﾞﾌｧｲﾌﾞｴｲﾄ タイヤ 506-0035 新宮町3607-2 34-6615

河合長生館 ｶﾜｲﾁｮｳｾｲｶﾝ 整体 506-0055 上岡本町4-98 34-2776
有 川上軍三商会 ｶﾜｶﾐｸﾞﾝｿﾞｳｼｮｳｶｲ 自転車・オートバイ 506-0011 本町4-23  弥生橋詰 32-1537

川上自転車店 ｶﾜｶﾐｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾃﾝ 自転車 506-0005 七日町3-104 32-1656
有 河上車輌㈱ ｶﾜｶﾐｼｬﾘｮｳ 農業機械 506-0053 昭和町3-72 32-0528

河上時計店 カワカミトケイテン 時計修理販売・メガネ修理販売 506-0821 神明町2-88 34-6262
川上屋金清堂 ｶﾜｶﾐﾔｷﾝｾｲﾄﾞｳ 襖･障子貼替 506-0025 天満町2-20 34-6505
革工房　月の家 ｶﾜｺｳﾎﾞｳ ﾂｷﾉﾔ 革製品(販売・修理お手入れ) 506-0101 清見町牧ケ洞2748 090-2134-4225

川尻酒造場 カワシリシュゾウジョウ 日本酒 506-0845 上二之町68 32-0143
有 川畑衣料品店 ｶﾜﾊﾀｲﾘｮｳﾋﾝﾃﾝ 衣料品 509-4115 国府町三日町363-2 72-3224

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
雁川原自動車 ｶﾞﾝｶﾞﾜﾗｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車修理　販売 506-0052 下岡本町1555 34-7154

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
有 ㈱カントリーレストラン　アリス ｶﾝﾄﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ ｱﾘｽ レストラン 506-0825 石浦町1108 32-2811

桔梗屋そば キキョウヤソバ 中華そば 506-0011 本町3-58 32-2130
旬菜美酒　喜作 ｷｻｸ 居酒屋 506-0007 総和町1-44 62-9120
木下板金 ｷｼﾀﾊﾞﾝｷﾝ 板金工事業・屋根・外壁・雨樋等 509-4104 国府町今507 72-2938

有 雉子舎Gallery ｷｼﾞﾔｷﾞｬﾗﾘｰ 無垢の家具・クラフト 506-0011 本町2丁目52 34-5674
絆板金 ｷｽﾞﾅﾊﾞﾝｷﾝ 建築板金業(屋根･雨樋･板金壁) 506-2123 丹生川町町方140-9 090-1826-5072

有 北イタリア料理　リストランテ　ラ　フェニーチェ ｷﾀｲﾀﾘｱﾘｮｳﾘ ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾗ ﾌｪﾆｰﾁｪ ディナー･ランチメニュー他 506-0007 総和町1-41 36-0757
北長商店 キタチョウショウテン 灯油 506-0052 下岡本町1782-4 32-0701
Kitani ショップ Gruk ｷﾀﾆ ｼｮｯﾌﾟ ｸﾞﾙｯｸ 家具 506-0034 松倉町2115 32-3546
㈲北村電気工事 ｷﾀﾑﾗﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 電気工事・エアコン・電化製品 506-0021 名田町4丁目10番地 32-2014
北六㈱ キタロク 塗料・接着剤・消毒用エタノール 506-0021 名田町5-73 32-0517
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　アニメ ｷｯｻ ｱﾆﾒ 飲食 506-0031 西之一色町3-609-11 34-4701
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
喫茶　エンゼル キッサ　エンゼル 喫茶店・飲食業 506-0102 清見町三日町771－2 68-2825

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
喫茶　ササユリ ｷｯｻ ｻｻﾕﾘ 喫茶店 501-5414 荘川町猿丸106-3 05769-2-2631

アップタウン ｷｯｻ　ｼｮｸｼﾞ　ｱｯﾌﾟﾀｳﾝ 中華そば・ホルモン定食など 506-0104 清見町福寄1413-1 68-3813
有 喫茶　すもーく ｷｯｻ ｽﾓｰｸ ﾄﾞﾘﾝｸ･ﾄｰｽﾄ 506-0007 総和町1-78 34-2064

喫茶　手風琴 ｷｯｻ ﾃﾌｳｷﾝ 飲食店 506-0013 有楽町45 34-6185



有 喫茶　ドン キッサ　ドン 喫茶店 506-0011 本町2-52 32-0968
喫茶　なみき ｷｯｻ ﾅﾐｷ コーヒー・軽食 506-0011 本町4-59 34-4601
喫茶　ぴっといん ｷｯｻ ﾋﾟｯﾄｲﾝ 飲食 506-0052 下岡本町1240-4 33-9995
喫茶　藤 キッサ　フジ 喫茶店 506-0025 天満町6-27-3 33-8978

有 喫茶　ボガ ｷｯｻ ﾎﾞｶﾞ コーヒー 506-0844 上一之町52 32-0082
喫茶　もん ｷｯｻ ﾓﾝ コーヒー・日替りランチ 509-4123 国府町金桶374-1 090-7021-9266

喫茶　りんでん ｷｯｻ ﾘﾝﾃﾞﾝ コーヒー・パン・中華そば・丼物 506-0031 西之一色町3-647-27 33-9950
有 喫茶去　かつて ｷｯｻｺ ｶﾂﾃ ﾄﾞﾘﾝｸ･ｽｲｰﾂ･土産品 506-0846 上三之町92 34-1511

喫茶・スナック　スマイル ｷｯｻｽﾅｯｸｽﾏｲﾙ 喫茶・ランチ・カラオケ 509-3505 一之宮町5294 53-3505
有 キッズマート　高山店 ｷｯｽﾞﾏｰﾄﾀｶﾔﾏﾃﾝ ベビー子供服 506-0054 岡本町3-182-1 32-1922
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

キッチンあきがみ ｷｯﾁﾝｱｷｶﾞﾐ トンカツ・ステーキ・カレー 506-0021 名田町2-111 34-2901
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 キッチン工房あじさい ｷｯﾁﾝｺｳﾎﾞｳ ｱｼﾞｻｲ 飲食店 506-0011 本町1-30 35-3567
有 ステーキハウス　キッチン飛騨 ｷｯﾁﾝﾋﾀﾞ ステーキ・ハンバーグ 506-0011 本町1-66 36-2911

きって農園 ｷｯﾃﾉｳｴﾝ りんご、もも 509-3214 久々野町無数河2077 52-2483
木戸脇果樹園 ｷﾄﾞﾜｷｶｼﾞｭｴﾝ りんごジュース・シードル 509-4104 国府町今510 72-3152

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

Kinica キニカ 美容室 506-0824 片野町6-91-1 57-8870
樹の恵 ｷﾉｴ 飲食業 506-0803 日の出町2-2 33-1248
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
ギフトプラザ　タカチホ ｷﾞﾌﾄﾌﾟﾗｻﾞ　ﾀｶﾁﾎ 贈答品 506-0808 松本町72-1 34-7098
着物しみぬき瀬川 ｷﾓﾉｼﾐﾇｷ ｾｶﾞﾜ 着物しみぬき 506-0023 川原町24 32-3927
客の家料理 ｷｬｸﾉｲｴﾘｮｳﾘ ラーメン･坦々麺 506-0025 天満町4-45-2 35-1885
ギャラリー斐山 ｷﾞｬﾗﾘｰﾋｻﾞﾝ 絵画工芸品 506-0021 名田町5-95-15 33-9010
久蔵 ｷｭｳｿﾞｳ ホルモン 506-0102 清見町三日町1191 68-2129

有 餃子の王将 高山三福寺店 ｷﾞｮｳｻﾞﾉｵｳｼｮｳ 飲食店 506-0807 三福寺町277-1 62-8222
有 京や キョウヤ 郷土料理 506-0851 大新町1-77 34-7660

京らーめん　味まる ｷｮｳﾗｰﾒﾝ　ｱｼﾞﾏﾙ らーめん 506-0031 西之一色町3-26-2 35-5656
㈲協和オート ｷｮｳﾜｵｰﾄ 自動車・自動車用品 506-0009 花岡町3-125-1 34-6467

有 鰶（和食処） ｷﾞｮｻｲ(ﾜｼｮｸﾄﾞｺﾛ) うなぎ・飛騨牛　他 506-0031 西之一色町3-1937-1 36-5355
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

きよみず キヨミズ 手羽先の唐揚 506-0015 花川町28 35-0511
有 きよ結び キヨムスビ おむすび・乳製品 506-0844 上一之町85 32-2381

きりもと整体療院 ｷﾘﾓﾄｾｲﾀｲﾘｮｳｲﾝ 整体 506-0005 七日町1-2 34-7444
有 桐生珈琲　高山下岡本店 ｷﾘｭｳｺｰﾋｰ ﾀｶﾔﾏｼﾓｵｶﾓﾄﾃﾝ コーヒー 506-0052 下岡本町900-8 70-8874
有 桐生珈琲　ルビットタウン高山店 ｷﾘｭｳｺｰﾋｰ ﾙﾋﾞｯﾄﾀｳﾝﾀｶﾔﾏﾃﾝ コーヒー 506-0054 岡本町3-18-2 36-5001
有 大衆焼肉　キリン屋 ｷﾘﾝﾔ 焼肉 506-0054 岡本町2-154-3 36-4820

金亀館 ｷﾝｷｶﾝ 駅弁・弁当・宅配弁当 506-0023 川原町30-2 32-0184
銀風 ギンプウ 会席料理、お弁当、ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ等 506-0012 八軒町2-52 33-0057
銀風亭 ギンプウテイ 懐石料理･飛騨牛料理･各種定食 506-0844 上一之町66 32-7566
久遠チョコレート飛騨高山古い町並み通り店 ｸｵﾝﾁｮｺﾚｰﾄﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾌﾙｲﾏﾁﾅﾐﾄﾞｳﾘﾃﾝ チョコレート 506-0841 下三之町1-19 36-3124

有 久々野観光㈱ ｸｸﾞﾉｶﾝｺｳ(ｶﾌﾞ) ツアー旅行 509-3205 久々野町久々野241-1 52-2992
久々野牛乳販売 ｸｸﾞﾉｷﾞｭｳﾆｭｳﾊﾝﾊﾞｲ 牛乳、乳製品 509-3205 久々野町久々野783 52-3228
久々野タクシー㈲ ｸｸﾞﾉﾀｸｼｰ(ﾕ 貸切タクシー、乗合タクシー 509-3214 久々野町無数河2388-1 52-2500
ｃｕｃｕｌｕ ｸｸﾙ 美容室 506-2133 丹生川町北方2278-1 090-5612-4737

有 串場金蔵 ｸｼﾊﾞｷﾝｿﾞｳ 焼鳥・肉巻き串 506-0017 朝日町41-2 36-9494
久寿玉  ㈲平瀬酒造店 ｸｽﾀﾞﾏ ﾋﾗｾｼｭｿﾞｳﾃﾝ 日本酒 506-0844 上一之町82 34-0010
くすりのセキヤ ｸｽﾘﾉｾｷﾔ 薬・化粧品・雑貨・駄菓子 506-0007 総和町2-59 32-0790
国八食堂 ｸﾆﾊﾁｼｮｸﾄﾞｳ 飲食料理 506-0041 下切町1441-3 33-5171
㈲久保石油 ｸﾎﾞｾｷﾕ ガソリン灯油、タイヤ、ガス器具 506-1317 上宝町本郷770-1 0578-86-2102

有 クマザキカラー クマザキカラー デジタルプリント・スタジオ撮影 506-0058 山田町1543-20 34-0357
有 くみひだ（飛騨高山まちの体験交流館） ｸﾐﾋﾀﾞ(ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾏﾁﾉﾀｲｹﾝｺｳﾘｭｳｶﾝ) 組紐づくり体験 506-0844 上一之町35-1 70-8290
有 くみひだ（飛騨の里） ｸﾐﾋﾀﾞ(ﾋﾀﾞﾉｻﾄ) 組紐づくり体験 506-0055 上岡本町1-590 34-4711
有 くみひだ（宮川朝市） ｸﾐﾋﾀﾞ(ﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁ) 組紐づくり体験 506-0841 下三之町 080-3683-7070

㈱蜘手製材所 ｸﾓﾃﾞｾｲｻﾞｲｼｮ 総合建設業 506-0824 片野町3-55 33-3000
有 暮らしの雑貨　まるひゃく ｸﾗｼﾉｻﾞｯｶﾏﾙﾋｬｸ 印伝・和雑貨 506-0846 上三之町58 32-1640
有 暮らしのまるひゃく ｸﾗｼﾉﾏﾙﾋｬｸ 和食器・ガラス製品・陶器・ギフト 506-0841 下三之町6 32-1640
有 蔵食房  龍々 ｸﾗｼｮｸﾎﾞｳ ﾘｭｳﾘｭｳ ラーメン・鶏トマ唐揚げ 506-0846 上三之町55 35-2353
有 GRASS  CAFÉ  FLOWER ｸﾞﾗｽ ｶﾌｪ ﾌﾗﾜｰ フラワースクール 506-0058 山田町25-5 35-5671
有 ㈲倉田商店 ｸﾗﾀｼｮｳﾃﾝ 酒類、食品、飲料、贈答品 506-0032 千島町418-10 32-2238

㈱　倉長 ｸﾗﾁｮｳ 婦人・紳士衣料・学生服・体操服 506-0011 本町4-10-2 34-3000
gravity ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨ 美容用品 506-0054 岡本町2-96   田中ビル２F 62-9661

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
くらや生活館 ｸﾗﾔｾｲｶﾂｶﾝ 家具 506-0053 昭和町1-123-1 070-1644-2311

グランブルー グランブルー メンズ・レディースウェア 506-0831 吹屋町54 36-5550
有 Clear.メンズ美容脱毛サロン ｸﾘｱﾄﾞｯﾄﾞﾒﾝｽﾞﾋﾞﾖｳﾀﾞﾂﾓｳｻﾛﾝ 脱毛サロン 506-0053 昭和町2-1-11 080-8262-5249

有 ㈱グリーンウッド ｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ 住宅の新築･リフォーム 506-0026 花里町2-14-6 34-0162
有 クリーンランド　桐生店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｷﾘｭｳﾃﾝ クリーニング 506-0004 桐生町7-108 34-1777
有 クリーンランド　けやき通り店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｹﾔｷﾄﾞｵﾘ クリーニング 506-0053 昭和町2-150-1 62-9075

クリーンランド　国府店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｺｸﾌ クリーニング 509-4119 国府町広瀬町705 72-3315
クリーンランド　下岡本店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｼﾓｵｶﾓﾄﾃﾝ クリーニング 506-0052 下岡本町1849 33-1972
クリーンランド　下二之町店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｼﾓﾆﾉﾏﾁﾃﾝ クリーニング 506-0842 下二之町67 32-1305
クリーンランド　神明町店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ｼﾝﾒｲﾁｮｳ クリーニング 506-0821 神明町2-88 34-5157

有 クリーンランド　高山本店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ﾀｶﾔﾏﾎﾝﾃﾝ クリーニング 506-0045 赤保木町908 34-5311
有 クリーンランド　ルビットタウン高山店 ｸﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ ﾙﾋﾞｯﾄ クリーニング 506-0054 岡本町3-18-2 35-5122

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 ｃｌｉｃｋ！　ＴＡＫＡＹＡＭＡ ｸﾘｯｸ ﾀｶﾔﾏ インテリア 506-0807 三福寺町847 62-8070
有 Ｇｒｉｌｌ・Ｄｉｎｉｎｇ　弥七 ｸﾞﾘﾙ・ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　ﾔﾋﾁ 焼肉・バーベキュー 506-0031 西之一色町3丁目829番地6 62-8330

くるみ温泉＆キャンプ ｸﾙﾐｵﾝｾﾝ&ｷｬﾝﾌﾟ キャンプ・宿泊料金 509-3313 朝日町胡桃島8 56-1137
グルメハウス ｸﾞﾙﾒﾊｳｽ 食肉･食肉加工品 506-0017 朝日町30 34-9600

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
クレア高山整体院 クレアタカヤマセイタイイン 療術業 506-0031 西之一色町2-55-19 32-3299

有 くれっしぇんど ｸﾚｯｼｪﾝﾄﾞ 飲食・かばん 506-0035 新宮町700-38 36-1112
有 クロダヘアーワークス ｸﾛﾀﾞﾍｱｰﾜｰｸｽ 理容室 506-0059 下林町347-4 35-3990
有 黒地モータース ｸﾛﾁﾓｰﾀｰｽ 自動車販売整備 506-0055 上岡本町2-288 33-0262

桑原商店　美容材料総合商社　 ｸﾜﾊﾗｼｮｳﾃﾝ ﾋﾞﾖｳｻﾞｲﾘｮｳｿｳｺﾞｳｿｳｼｬ 美容サロン関連商品一式、化粧品 506-0824 片野町6-402 34-2158
㈱桑原板金 クワハラバンキン 建築板金(屋根・壁・樋等) 506-0825 石浦町7-369 34-2560
ケア高山 ケアタカヤマ 介護用品 506-0054 岡本町4-311-14 37-0717

有 ㈲ケー．レーシングクラブ ｹｰ.ﾚｰｼﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 二輪販売・修理 506-0001 冬頭町415 34-6303
Ｋ-２　ｈａｉｒ　ｆａｃｔｏｒｙ ｹｰﾂｰ ﾍｱ ﾌｧｸﾄﾘｰ カット・パーマ・ヘアカラー 506-0841 下三之町50-3 34-2922
Gate ｹﾞｰﾄ まつげエクステンション 506-0052 下岡本町3057-23　ITハイツ102号 090-7610-3346

有 ゲゼレダイニング　刻のや ｹﾞｾﾞﾚﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾄｷﾉﾔ 仕出し・すし 506-0052 下岡本町2911-8 37-4114
有 飛騨牛焼肉、ホルモン　けぶり屋 ｹﾌﾞﾘﾔ 焼肉 506-0017 朝日町24 35-5338

㈲ケーワンシステム ｹ-ﾜﾝｼｽﾃﾑ 厨房機器、住宅設備機器 506-0045 赤保木町915-3 36-2723
有 元気づくりジム　ミナギル ｹﾞﾝｷﾂﾞｸﾘｼﾞﾑ ﾐﾅｷﾞﾙ トレーニングジム 506-0055 上岡本町7—500-1 36-1555

Ｋｅｎ　Ｋｅｎ ｹﾝｹﾝ 定食 506-1431 奥飛騨温泉郷村上40 0578-89-2120

健康ラボ+BE.style ｹﾝｺｳﾗﾎﾞﾋﾞｰｽﾀｲﾙ ストレッチ整体 506-0012 八軒町2-68 090-9178-9717

㈱建築雅 ｹﾝﾁｸﾐﾔﾋﾞ リフォーム・新築 506-0802 松之木町1507-1 35-0459
元禄 ｹﾞﾝﾛｸ 居酒屋 509-3205 久々野町久々野1747 52-2047

有 小糸焼窯元 ｺｲﾄﾔｷｶﾏﾓﾄ 陶器 506-0055 上岡本町1-136 32-1981
有 光華サロン エムス ｺｳｶｻﾛﾝ ｴﾑｽ エステサロン 506-0054 岡本町2-1-6 37-0116
有 光華メガネ　岡本店 ｺｳｶﾒｶﾞﾈ ｵｶﾓﾄﾃﾝ 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器 506-0054 岡本町1-22-3 32-3715
有 光華メガネ　本町店 ｺｳｶﾒｶﾞﾈ ﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 眼鏡 506-0011 本町2-39 34-2004
有 糀屋 柴田春次商店 朝市店 ｺｳｼﾞﾔ ｼﾊﾞﾀﾊﾙｼﾞｼｮｳﾃﾝ ｱｻｲﾁﾃﾝ 味噌・菓子 506-0841 下三之町43-9 32-0655
有 糀屋 柴田春次商店 二之町店 ｺｳｼﾞﾔ ｼﾊﾞﾀﾊﾙｼﾞｼｮｳﾃﾝ ﾆﾉﾏﾁﾃﾝ 味噌・菓子 506-0842 下二之町19-3 32-0655
有 糀屋 柴田春次商店 本店 ｺｳｼﾞﾔ ｼﾊﾞﾀﾊﾙｼﾞｼｮｳﾃﾝ ﾎﾝﾃﾝ 味噌・菓子 506-0841 下三之町113 32-0655

糀屋 柴田春次商店 松之木営業所 ｺｳｼﾞﾔ ｼﾊﾞﾀﾊﾙｼﾞｼｮｳﾃﾝ ﾏﾂﾉｷｴｲｷﾞｮｳｼｮ 味噌・菓子 506-0802 松之木町199-22 32-0653
有 工匠館 ｺｳｼｮｳｶﾝ 仏壇・仏具・神具・みこし・獅子 506-0004 桐生町2ｰ105 35-3038

酵素高山 ｺｳｿﾀｶﾔﾏ 米ぬか酵素風呂 509-4119 国府町広瀬町1197-1 72-2805
こうのす果樹園 ｺｳﾉｽｶｼﾞｭｴﾝ りんごとりんごジュース 506-0031 西之一色町3-709 33-0674

有 鴻野旅館 ｺｳﾉﾘｮｶﾝ 料理・仕出し 509-4119 国府町広瀬町670 72-2051
有 ㈲弘文舎印刷 コウブンシャインサツ ドローン空撮・ストリートビュー 506-0844 上一之町96 32-0661
有 こうぼう ｺｳﾎﾞｳ 串焼き、唐揚げ、お刺身、お酒 506-0007 総和町1-45-4 36-8377

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
有 コージエリア ｺｰｼﾞｴﾘｱ 物置・カーポート・テラス・庭 506-0032 千島町520-4 35-1800

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
コーヒーハウス　パロット ｺｰﾋｰﾊｳｽ ﾊﾟﾛｯﾄ 軽食、喫茶 506-2252 丹生川町久手1-5 79-2257

有 珈琲屋らんぷ　飛騨高山店 ｺｰﾋｰﾔﾗﾝﾌﾟ ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ コーヒー・軽食・デザート 506-0004 桐生町8-24-1 57-8665
黒炒豆横浜 ｺｰﾋｰﾖｺﾊﾏ コーヒー豆販売 506-0051 中山町112 32-0665
㈲こがいと設備 ｺｶﾞｲﾄｾﾂﾋﾞ 給排水工事及び衛生器具取付 506-2123 丹生川町町方18-3 78-1552
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 五感の館　ドュース・フレール ｺﾞｶﾝﾉﾔｶﾀ ﾄﾞｭｰｽ･ﾌﾚｰﾙ 化粧品・エステティック 506-0007 総和町3-49-1 35-3480
有 ㈱国府モータース ｺｸﾌﾓｰﾀｰｽ 自動車販売・整備 509-4119 国府町広瀬町1582-1 72-2075



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
coco　growth ｺｺ ｸﾞﾛｰｽ カットや商品・メニュー全般 506-0055 上岡本町8-391-2 54-1207
COCONE ｺｺﾈ 酒類 506-0017 朝日町23 090-7603-0585

有 Koco.Nail ココネイル ネイルサービス 506-0031 西之一色町3-1228 070-1621-5858

有 ココモック　Ｃａｆｅ×Ｈｏｕｓｅ ｺｺﾓｯｸ ｶﾌｪｱﾝﾄﾞﾊｳｽ カフェ･台湾料理･無添加･宿泊 506-2252 丹生川町久手65-2 070-4483-5971

有 cocoru～洋服と雑貨のお店～ ｺｺﾙ ﾖｳﾌｸﾄｻﾞｯｶﾉｵﾐｾ 洋服と小物雑貨 506-0055 上岡本町7-306 090-5112-8085

有 ＫＯＣＯＲＯＮO ｺｺﾛﾉ 衣料品・靴・バッグ・雑貨 506-0054 岡本町1-160-1 57-8797
古今、日ノ輪堂 ｺｺﾝﾋﾉﾜﾄﾞｳ 中古着物 506-2123 丹生川町町方1765-2 78-2755

有 コサカ楽器　カルパティオ店 ｺｻｶｶﾞｯｷ ｶﾙﾊﾟﾃｨｵﾃﾝ 楽器・楽譜・CD・音楽雑貨 506-0054 岡本町2-41 33-1031
有 コサカ楽器　本店 ｺｻｶｶﾞｯｷ ﾎﾝﾃﾝ 楽器・楽譜・CD・音楽雑貨 506-0011 本町2-20 32-1031

㈲小坂建築 ｺｻｶｹﾝﾁｸ 建築一式 506-2135 丹生川町下保135 78-1818
有 コサカ種苗　農業センター ｺｻｶｼｭﾋﾞｮｳ ﾉｳｷﾞｮｳｾﾝﾀｰ 農業資材 506-0807 三福寺町606-1 32-0552
有 コサカ種苗　本店 ｺｻｶｼｭﾋﾞｮｳ ﾎﾝﾃﾝ 種苗 506-0856 大門町75 34-0552

五色ケ原の森 ｺﾞｼｷｶﾞﾊﾗﾉﾓﾘ 自然観察・トレッキングツアー 506-2252 丹生川町久手471-3 79-2280
有 こすぎ仏壇店 ｺｽｷﾞﾌﾞﾂﾀﾞﾝﾃﾝ 仏壇・仏具 506-0011 本町3-60 32-1745
有 こせ接骨院 ｺｾｾｯｺﾂｲﾝ 接骨院 506-0851 大新町3-197-3 090-6364-8294

こせとく酒店 コセトクサケテン 酒類 506-0017 朝日町9 32-6156
㈱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
こだわり惣菜みちした ｺﾀﾞﾜﾘｿｳｻﾞｲ ﾐﾁｼﾀ 手造り惣菜・寿司・刺身・おはぎ 506-0026 花里町1-152-13 33-1692

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
Kotemari ｺﾃﾏﾘ お酒などの飲み物・食事 506-0017 朝日町23 080-7724-4903

有 寿屋（塩せんべい） ｺﾄﾌﾞｷﾔ 塩せんべい・たまりせんべい 506-2123 丹生川町町方1403-3 78-1538
小野住建 コノジュウケン 住宅建築一式 506-0058 山田町743-9 33-5362

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
㈲こびしや コビシヤ おにぎり・おすし・惣菜 506-0008 初田町1-64 32-2378
古美術　ゑま庄 コビジュツ　エマショウ 美術品 506-0844 上一之町34 33-3316

有 古美術　サンガワ ｺﾋﾞｼﾞｭﾂ　ｻﾝｶﾞﾜ 古美術品､骨董品､古道具 506-0031 西之一色町３丁目977-7 70-1326
古美術古民芸　いなか ｺﾋﾞｼﾞｭﾂｺﾐﾝｹﾞｲ ｲﾅｶ 陶磁器・民芸品・書画・その他道具類 506-0844 上一之町95 34-5758
呉服の冨士久 ゴフクノフジキュウ 呉服販売・アフターケア 506-0824 片野町4-505 34-0246
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

有 料理旅館　こまくさ ｺﾏｸｻ 会食等・テイクアウト 506-0054 岡本町4-172-1 34-4731
有 Komachi ねこ雑貨専門店　 ｺﾏﾁ ﾈｺｻﾞｯｶｾﾝﾓﾝﾃﾝ ねこグッズ・雑貨 506-0841 下三之町1-3 57-8081
有 こまやパン コマヤパン パン・菓子・飲料 506-0025 天満町6-1 32-2937
有 こまやパン ｺﾏﾔﾊﾟﾝ パン・菓子・飲料 506-0055 上岡本町7-285 34-7066

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

古民家宿　みのり家 ｺﾐﾝｶﾔﾄﾞ ﾐﾉﾘﾔ 宿泊業 506-0202 清見町大谷455 70-8430
有 古民家レストラン　FUDO コミンカレストラン フード イタリアン 506-0031 西之一色町3-936-1 70-1006

古民芸　倉坪 ｺﾐﾝｹﾞｲ ｸﾗﾂﾎﾞ 美術品 506-0844 上一之町8-1 33-1437
米丸家 ｺﾒﾏﾙﾔ みだらしだんご 506-0807 三福寺町278 35-5310
米丸家　エブリ東山店 ｺﾒﾏﾙﾔ ｴﾌﾞﾘﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ みだらしだんご 506-0802 松之木町283-1 35-5310
米丸家　エブリフレスポ店 ｺﾒﾏﾙﾔ ｴﾌﾞﾘﾌﾚｽﾎﾟﾃﾝ みだらしだんご 506-0025 天満町1-4 35-5310
米丸家　駿河屋アスモ店 ｺﾒﾏﾙﾔ ｽﾙｶﾞﾔｱｽﾓﾃﾝ みだらしだんご 506-0054 岡本町2-45-1 35-5310

有 ＣＯＲＥＯ　Hida-Takayama コレオ ヒダタカヤマ 木製雑貨及び木製家具 506-0011 本町2-8 54-1885
これくしょん ｺﾚｸｼｮﾝ 婦人服・小物・アクセサリー 506-0851 大新町1-95-4 34-5574

有 コンタクトレンズ・メガネのヤマザキ ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ･ﾒｶﾞﾈﾉﾔﾏｻﾞｷ コンタクトレンズ・メガネ 506-0825 石浦町6-38 35-5015
権太寿司 ｺﾞﾝﾀｽﾞｼ すし 506-0031 西之一色町3-609-14 33-3459

有 サーティワン　アイスクリーム　ルビットタウン高山店 ｻｰﾃｨﾜﾝ アイスクリーム 506-0054 岡本町3-18-2 62-8122
有 彩菓　なな草 サイカ　ナナクサ 和菓子 506-0845 上二之町64 36-7793

サイクルショップ　ナカタニ サイクルショップ　ナカタニ 自転車販売・修理 506-0026 花里町5-3-2 32-2669
有 サイクルショップひぐち ｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ ﾋｸﾞﾁ 自転車・バイク 509-4119 国府町広瀬町1069 72-2058
有 サイクルセンター　きたちょうドーム サイクルセンター キタチョウドーム 自転車 506-0055 上岡本町7-270 34-0170

再春館治療室 ｻｲｼｭﾝｶﾝﾁﾘｮｳｼﾂ マッサージ 506-0031 西之一色町3-388　にしきマンション１Ｆ 36-4566
在の食料品店　イチロクナナ ｻﾞｲﾉｼｮｸﾘｮｳﾋﾝﾃﾝ 食料品 506-0035 新宮町1118 33-9129
サウンドガーデン サウンドガーデン 洋服 506-0026 花里町5-6 33-6767
酒井指圧治療院 ｻｶｲｼｱﾂﾁﾘｮｳｲﾝ 指圧 506-0055 上岡本町2丁目165-3 32-0162
ﾌｧｯｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｲﾅｰ サカイヤ ｻｶｲﾔ 婦人衣料品・学童用体操服 506-2123 丹生川町町方40-16 78-1041

有 坂上加麗堂（表具師） サカウエカレイドウ（ヒョウグシ） 掛軸表装・屏風、障子・襖張替 506-0844 上一之町25 32-3946
有 サカエヤ ｻｶｴﾔ 婦人服・下着・作業服 506-0011 本町4-39 32-1236

坂口商店 ｻｶｸﾞﾁｼｮｳﾃﾝ 酒類・ワイン 506-0005 七日町2-202 32-0964
坂口石油㈲ ｻｶｸﾞﾁｾｷﾕ ガソリン・軽油・灯油 506-0044 上切町69-1 32-1618
サカシタ企画 ｻｶｼﾀｷｶｸ 建設業 506-0026 花里町1-137-10 32-9287

有 ㈲坂田屋ふとん屋 ｻｶﾀﾌﾄﾝﾃﾝ 寝具 506-0843 下一之町8 32-0136
有 肴亭　月うさぎ ｻｶﾅﾃｲ ﾂｷｳｻｷﾞ 飲食店 506-0017 朝日町13-1　AYAビル1F 36-0068
有 坂本酒店 ｻｶﾓﾄｻｹﾃﾝ ワイン、チーズ、クラフトビール 509-3214 久々野町無数河616-2 52-2105

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
㈲阪本防水布商会 ｻｶﾓﾄﾎﾞｳｽｲﾌｼｮｳｶｲ テント・シート・インテリア 506-0032 千島町243-11 33-4148

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 桜井電器 サクライデンキ 家電品 506-0021 名田町4-45 34-3492
有 さくら井や土産品店 ｻｸﾗｲﾔ 土産品・地酒・地ビール 506-0026 花里町5-20 34-0931

サクラ商事㈱（生協紳士服） サクラショウジ 紳士服･洋品 506-0004 桐生町4-41 34-0827
さくら治療院 ｻｸﾗﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ 506-0003 本母町432-7 32-8500
櫻ヘアビューティサロン サクラヘアビューティサロン 美容室 506-0021 名田町4-45 34-3492

有 桜本酒店 ｻｸﾗﾓﾄｻｹﾃﾝ 酒 506-0044 上切町337-2 33-9210
桜本石油 ｻｸﾗﾓﾄｾｷﾕ 燃料 501-5404 荘川町黒谷45 05769-2-2073

㈲桜本配管工事店 ｻｸﾗﾓﾄﾊｲｶﾝｺｳｼﾞﾃﾝ 上下水道工事・水廻り修理 506-0044 上切町337 32-5555
さくらやま ｻｸﾗﾔﾏ 酒類・麺類　他 506-0858 桜町74 34-2866

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
酒のスーパーゴリラ奥飛騨店 ｻｹﾉｽｰﾊﾟｰｺﾞﾘﾗｵｸﾋﾀﾞﾃﾝ 酒、飲料水他 506-1423 奥飛騨温泉郷栃尾339-72 0578-89-2056

有 酒のBOSS 三福寺店 ｻｹﾉﾎﾞｽ ｻﾝﾌｸｼﾞﾃﾝ 酒・食品 506-0807 三福寺町388-1 36-1199
笹や ｻｻﾔ 笹ずし・弁当販売 509-3505 一之宮町3602-7 53-3338
笹や休庵 ｻｻﾔ ｷｭｳｱﾝ 和菓子 506-0843 下一之町65-1 34-0739
サダエ美容室 ｻﾀﾞｴﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0102 清見町三日町358-2 68-2113

有 雑貨屋　木の実 ザッカヤ　キノミ 衣類雑貨（オリジナルTシャツ） 506-0011 本町2-22 35-1539
有 satio ｻﾃｨｵ 美容室 506-0851 大新町4-181-3 35-3050
有 ㈱サトウ建築社 ｻﾄｳｹﾝﾁｸｼｬ 注文住宅・増改築（設計・施工） 506-0001 冬頭町873-7 70-8790

㈲佐藤板金工業 ｻﾄｳﾊﾞﾝｷﾝ 屋根板金 506-0004 桐生町3-70 32-4316
㈲佐藤モータース ｻﾄｳﾓｰﾀｰｽ 自動車・販売・修理 506-0004 桐生町3-111 32-1451

有 里山茶屋　むろや ｻﾄﾔﾏﾁｬﾔ ﾑﾛﾔ とんかつ・そば 501-5403 荘川町三尾河258 05769-2-2056

有 さとり食堂 ｻﾄﾘｼｮｸﾄﾞｳ ランチ、定食、宴会、喫茶 506-2121 丹生川町坊方2005-11 78-1101
有 茶房　卯さぎ ｻﾎﾞｳ ｳｻｷﾞ コーヒー・紅茶とスイーツ 506-0842 下二之町40 57-7476

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 茶房　布久庵 ｻﾎﾞｳ ﾌｷｭｳｱﾝ 甘味 506-0843 下一之町14 34-0126
有 茶房　もく ｻﾎﾞｳ ﾓｸ 喫茶店 509-3505 一之宮町3351-1 53-2168
有 サラダ館　花里店 サラダカン　ハナサトテン 贈答品 506-0025 天満町2-77 34-5546
有 ざる蕎麦　せと ｻﾞﾙｿﾊﾞ ｾﾄ 手打ちそば 506-0052 下岡本町1660-1 35-5756
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

サロン　SAK サロン　エスエーケー サロン 506-0005 七日町3-78-2 34-6609
サロン　ド　フルベール　虹ヶ丘 ｻﾛﾝ ﾄﾞ ﾌﾙﾍﾞｰﾙ ﾆｼﾞｶﾞｵｶ 化粧品・健康食品 506-0001 冬頭町842-2 34-7563
サロン　ホヌ ｻﾛﾝ ﾎﾇ エステ 509-3205 久々野町久々野2540-32 090-4468-9862

有 サロンA＆A ｻﾛﾝｴｰｱﾝﾄﾞｴｰ エステ・リンパ整体 506-0053 昭和町2-28 090-1620-3406

サロン ド フルベール飛騨 ｻﾛﾝﾄﾞﾌﾙﾍﾞｰﾙ ﾋﾀﾞ 化粧品 506-0009 花岡町1-15 32-2480
有 サロンドフルベールひだ高山東山店 ｻﾛﾝﾄﾞﾌﾙﾍﾞｰﾙﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾋｶﾞｼﾔﾏﾃﾝ エステサロン・化粧品 506-0806 曙町2-15 090-5619-2355

有 SAN AI HAND MADE ｻﾝｱｲﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ 生活雑貨 506-0846 上三之町80 33-0396
有 ㈱サンエイ サンエイ 制服・贈答品・イベント用品 506-0031 西之一色町2-90－14 33-6064
有 SANGAWAYA ｻﾝｶﾞﾜﾔ 家具・インテリア商品販売 506-0031 西之一色町3-604 34-2300
有 三川屋欅店 ｻﾝｶﾞﾜﾔｹﾔｷﾃﾝ 土産物・民芸品販売 506-0846 上三之町32 32-5105
有 三川屋本店 ｻﾝｶﾞﾜﾔﾎﾝﾃﾝ 土産物・民芸品販売 506-0846 上三之町43 32-0536

三共リバース ｻﾝｷｮｳﾘﾊﾞｰｽ 治療院 506-0845 上二之町38 34-6963
三共リバースＴ＆Ｓ ｻﾝｷｮｳﾘﾊﾞｰｽ 鍼灸･ﾏｯｻｰｼﾞ 506-0001 冬頭町1450-5 77-9500
サンジェルマン ｻﾝｼﾞｪﾙﾏﾝ 理容業 506-0058 山田町1411-7 33-9817
三昌 ｻﾝｼｮｳ 小料理 506-0005 七日町3-97 34-4368
サン・ジョルディ ｻﾝｼﾞｮﾙﾃﾞｨ スパゲティ専門店 506-0004 桐生町6-145 34-8586
山草苑 ｻﾝｿｳｴﾝ 植物（茶花・山野草） 506-0807 三福寺町411-4 34-8556

有 サンタの創庫　岡本店 サンタノソウコ　オカモトテン 生活雑貨 506-0054 岡本町2-46-6 35-2752
有 サンタの創庫　新宮店 サンタノソウコ　シングウテン 生活雑貨 506-0035 新宮町1694-1 37-2722
有 山都印刷㈱ ｻﾝﾄｲﾝｻﾂ(ｶ 一般印刷 506-0031 西之一色町2-90-8 32-1495
有 山都スポーツ サントスポーツ スポーツ用品、学校指定体操服 506-0031 西之一色町3-1081-2 34-3434
有 山都タクシー サントタクシー タクシー運行業 506-0053 昭和町1-314 32-2323

㈱山王企画 ｻﾝﾉｳｷｶｸ 木製家具・建具 509-4106 国府町漆垣内58 72-3865
三百両 ｻﾝﾋﾞｬｸﾘｮｳ 酒類 506-0025 天満町5-5 32-5355
サンライズ ｻﾝﾗｲｽﾞ 電気工事、照明器具交換 509-3301 朝日町青屋1613 090-2611-8974

㈱三礼 ｻﾝﾚｲ 葬儀 506-0007 総和町3-96 32-3030
有 三和サッシ工業 サンワサッシコウギョウ アルミサッシ・硝子・網戸 506-0825 石浦町5-125 34-0467
有 SeeQuence ｼｰｸｴﾝｽ カット・パーマ・カラー他 506-0044 上切町566-1 57-7744
有 シーナ ｼｰﾅ 靴・バッグ・サイフ 506-0031 西之一色町3-1182-1 35-0572



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

シェゴウ ｼｪ ｺﾞｳ 洋菓子 506-0055 上岡本町4-439-1 33-6635
JAひだ　清見支店営農 ジェイエイヒダ  キヨミシテンエイノウ 農業資材 506-0102 清見町三日町300 68-2206
JAひだ　燃料センター　LPGセンター ジェイエイヒダ  ネンリョウセンター  エルピージーセンター ガス機器 506-0807 三福寺町590 57-5533
JAひだ　燃料センター　燃料配送センター ジェイエイヒダ  ネンリョウセンター  ネンリョウハイソウセンター 燃料(灯油配送) 506-0807 三福寺町590 62-8787
JAひだ　アグリ国府 ジェイエイヒダ　アグリコクフ 農業資材 509-4119 国府町広瀬町1035-1 72-3702
JAひだ　アグリ高山 ジェイエイヒダ　アグリタカヤマ 農業資材・農産物直売 506-0044 上切町311 34-0352
JAひだ　アグリ丹生川 ジェイエイヒダ　アグリニュウカワ 農業資材 506-2121 丹生川町坊方2003 78-2194
JAひだ　朝日支店営農 ジェイエイヒダ　アサヒシテンエイノウ 農業資材 509-3325 朝日町万石781 55-3201
JAひだ　Aコープ奥ひだ ジェイエイヒダ　エーコープオクヒダ 食料品 506-1431 奥飛騨温泉郷村上25 0578-89-2071

JAひだ　Aコープ清見 ジェイエイヒダ　エーコープキヨミ 食料品 506-0102 清見町三日町300 68-2209
JAひだ　Aコープ久々野 ジェイエイヒダ エーコープクグノ 食料品 509-3205 久々野町久々野1757 52-3003
JAひだ　Aコープにゅうかわ ジェイエイヒダ　エーコープニュウカワ 食料品 506-2121 丹生川町坊方2278 78-2191
JAひだ　Aコープほんごう ジェイエイヒダ　エーコープホンゴウ 食料品 506-1313 上宝町在家1875 0578-86-2941

JAひだ　オートパル飛騨高山 ジェイエイヒダ　オートパルヒダタカヤマ 自動車(販売・整備) 506-0807 三福寺町567 32-0093
JAひだ　オートパル飛騨吉城 ジェイエイヒダ　オートパルヒダヨシキ 自動車(販売) 509-4119 国府町広瀬町1560-1 72-4100
JAひだ　国府バイパス給油所 ジェイエイヒダ　コクフバイパスキュウユショ 燃料 509-4119 国府町広瀬町1560-3 72-3777
JAひだ　米ハウス ジェイエイヒダ　コメハウス 米販売 506-0004 桐生町2-389 32-5085
JAひだJASS-PORT冬頭 ジェイエイヒダ　ジャスポートフユトウ 油外商品（燃料は商品券対象外） 506-0001 冬頭町1056 36-1990
JAひだ　荘川支店営農生活 ジェイエイヒダ　ショウカワシテンエイノウセイカツ 農業資材・食料品 501-5413 荘川町新渕228-2 05769-2-2007

JAひだ　大八支店営農 ジェイエイヒダ　ダイハチシテンエイノウ 農業資材 506-0802 松之木町119-2 36-0417
JAひだ　高根支店営農生活 ジェイエイヒダ　タカネシテンエイノウセイカツ 農業資材・食料品 509-3411 高根町上ケ洞526-5 59-2244
JAひだ　高山農機センター ジェイエイヒダ　タカヤマノウキセンター 農業機械(販売・整備) 506-0044 上切町311 34-0863
JAひだ 高山農機ｾﾝﾀｰ 清見ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ジェイエイヒダ　タカヤマノウキセンター キヨミ 農業機械(販売・整備) 506-0102 清見町三日町300 68-2206
JAひだ 高山農機ｾﾝﾀｰ 久々野ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ジェイエイヒダ　タカヤマノウキセンター クグノ 農業機械(販売・整備) 509-3205 久々野町久々野2504-1 52-3151
JAひだ 高山農機ｾﾝﾀｰ 丹生川ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ジェイエイヒダ　タカヤマノウキセンター　ニュウカワ 農業機械(販売・整備) 506-2121 丹生川町坊方2030-1 78-2192
JAひだ　丹生川給油所 ジェイエイヒダ　ニュウカワキュウユショ 燃料 506-2121 丹生川町坊方2004 78-2193
JAひだ　花かご館 ｼﾞｪｲｴｲﾋﾀﾞ ﾊﾅｶｺﾞｶﾝ 冠婚葬祭ギフト 509-4119 国府町広瀬町1035-1 72-6055
JAひだ　本郷支店営農 ジェイエイヒダ　ホンゴウシテンエイノウ 農業資材 506-1313 上宝町在家1875 0578-86-2941

JAひだ　南大野事業所 ジェイエイヒダ　ミナミオオノジギョウショ 農業資材 509-3206 久々野町山梨914 52-2924
JAひだ　宮支店営農 ジェイエイヒダ　ミヤシテンエイノウ 農業資材 509-3505 一之宮町3364-1 53-2311
JAひだ　吉城農機センター　国府サービスセンター ｼﾞｪｲｴｲﾋﾀﾞ ﾖｼｷﾉｳｷｾﾝﾀｰ ｺｸﾌ 農業機械(販売･整備) 509-4119 国府町広瀬町1054-5 72-3705
塩沢温泉　七峰館 ｼｵｻﾞﾜｵﾝｾﾝ ｼﾁﾎｳｶﾝ 宿泊、日帰り入浴 509-3411 高根町上ケ洞290 59-2326
塩谷酒店 シオタニサケテン 酒類 506-0818 江名子町577-3 32-2091

有 レストラン四季 ｼｷ 飛騨牛･ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞｶﾚｰ 506-0032 千島町264-1 35-2335
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
有 四季旬彩　やました ｼｷｼｭﾝｻｲ ﾔﾏｼﾀ 魚料理・酒類 506-0007 総和町1-1 32-6460

式部の庵 ｼｷﾌﾞﾉｲｵﾘ さぬきうどん・郷土料理 501-5415 荘川町一色73 05769-2-2191

ジグザグサービス ｼﾞｸﾞｻﾞｸｻｰﾋﾞｽ 電化製品 506-0005 七日町2-215 34-2591
有 志げ シゲ 酒類・料理 506-0017 朝日町23 33-1188

しげのや ｼｹﾞﾉﾔ アルコール 506-0017 朝日町17　T5ビル2F 36-2244
㈱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

有 四十八滝温泉　しぶきの湯　遊湯館 ｼｼﾞｭｳﾊﾁﾀｷｵﾝｾﾝ ｼﾌﾞｷﾉﾕ ﾕｳﾕｶﾝ 入浴、レストラン、リラク 509-4121 国府町宇津江964 72-5526
治助ファーム ｼﾞｽｹﾌｧｰﾑ ブルーベリー・生・ジャム・冷凍 509-2702 清見町大原464 0576-69-2110

資生堂美容室 シセイドウビヨウシツ 美容業 506-0026 花里町4-46 32-2729
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
自然食品の店　アニュー高山店 ｼｾﾞﾝｼｮｸﾋﾝﾉﾐｾ ｱﾆｭｰﾀｶﾔﾏﾃﾝ 無添加食品（調味料・生鮮食品） 506-0011 本町4-8 36-4783
仕出し　岩西 ｼﾀﾞｼ ｲﾜﾆｼ 仕出し、弁当、宴会 509-3314 朝日町西洞1004 56-1121
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
しのぶ食堂 ｼﾉﾌﾞｼｮｸﾄﾞｳ 日替り弁当 506-0052 下岡本町3070-5 33-8431

有 ㈱地ビール飛騨　工房ショップ ジビールヒダコウボウショップ 地ビール 506-0031 西之一色町3-773-2 36-3434
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

じびるや ｼﾞﾋﾞﾙﾔ 飛騨高山麦酒・レモネード等 506-0017 朝日町1 32-3041
思歩音 ｼﾌｫﾝ 米粉シフォンケーキ 506-0035 新宮町3750-6 090-9024-5116

有 渋草焼 窯元 芳国舎 ｼﾌﾞｸｻﾔｷﾎｳｺｸｼｬ 渋草焼　芳国舎 506-0845 上二之町63 34-0504
しまくら表具・インテリア ｼﾏｸﾗﾋｮｳｸﾞ･ｲﾝﾃﾘｱ クロス貼・襖・障子貼替 506-0824 片野町2-20 090-2180-5290

有 ㈱シマダ ｼﾏﾀﾞ 農業機械 506-0054 岡本町1-76-8 33-0763
島谷快鍼院 ｼﾏﾀﾆｶｲｼﾝｲﾝ はり・きゅう・整体 506-0058 山田町1523-28 33-0075

有 ㈲島光自動車 ｼﾏﾐﾂｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車 506-0035 新宮町3785-4 32-0578
有 ㈲島本機工 ｼﾏﾓﾄｷｺｳ 木工機械・刃物・ペーパー 509-3304 朝日町立岩928 55-3678

清水商事㈱　聖橋ＳＳ ｼﾐｽﾞｼｮｳｼﾞ ﾋｼﾞﾘﾊﾞｼSS ガソリンスタンド 506-0003 本母町281-3 32-0362
清水商事㈱　リブレ三福寺ＳＳ ｼﾐｽﾞｼｮｳｼﾞ ﾘﾌﾞﾚｻﾝﾌｸｼﾞss ガソリンスタンド 506-0807 三福寺町363-12 32-2839
清水商事㈱　リブレ高山ＳＳ ｼﾐｽﾞｼｮｳｼﾞ ﾘﾌﾞﾚﾀｶﾔﾏSS ガソリンスタンド 506-0053 昭和町3-111 33-1321
㈱清水弥生堂 ｼﾐｽﾞﾔﾖｲﾄﾞｳ プロユースの各種食材 506-0002 問屋町22 32-3020

有 ㈲シモガタ ｼﾓｶﾞﾀ 自動車車検、修理、板金塗装 509-4124 国府町村山261-1 72-4137
㈲下形設備 ｼﾓｶﾞﾀｾﾂﾋﾞ 給排水工事 509-4124 国府町村山462-1 72-3009
㈲下島自動車 ｼﾓｼﾞﾏｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車部品 501-5404 荘川町黒谷70-2 05769-2-2131

シモデホーム建具 シモデホームタテグ 和洋建具・フスマ、障子張替 506-0035 新宮町723 33-5589
しもで理容店 ｼﾓﾃﾞﾘﾖｳﾃﾝ 理容店 506-0851 大新町1-103 32-6194
㈱下野工務店 ｼﾓﾉｺｳﾑﾃﾝ 住宅建築・リフォーム 506-2123 丹生川町町方1476番地3 78-1082
㈱下本商会 ｼﾓﾓﾄｼｮｳｶｲ 作業服・安全靴・電動工具等 506-0007 総和町3-72 33-0333

有 下屋鍼灸接骨院 シモヤシンキュウセッコツイン 治療・施術･物品 506-0026 花里町4-68 35-2900
有 下山酒店 ｼﾓﾔﾏｻｹﾃﾝ あの石川醤油がある店 506-0041 下切町198-1 33-0148

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 車検のコバック　高山西之一色店 ｼｬｹﾝﾉｺﾊﾞｯｸ 自動車修理、車検 506-0031 西之一色町3-1078-1 32-5895
有 シャトレーゼ高山店 ｼｬﾄﾚｰｾﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ 菓子 506-0009 花岡町3-102-1 36-0633
有 三味線　太鼓　笛の福栄楽器 ｼｬﾐｾﾝ ﾀｲｺ ﾌｴﾉﾌｸｴｲｶﾞｯｷ 和楽器　まつり用品　音楽教室 506-0807 三福寺町359-4 34-3455

シャルム　ヘアアート ｼｬﾙﾑ ﾍｱｱｰﾄ 美容室 509-4122 国府町名張1726-3 72-2001
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
有 ｊｕｎｇｌｅ　Ｂｒｅａｔｈ ｼﾞｬﾝｸﾞﾙ　ﾌﾞﾚｽ リラクゼーション業 506-0031 西之一色町2-37-5 090-7303-5606

ジャングルメイガン ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾒｲｶﾞﾝ セレクト古着、ハンドメイド小物 506-0009 花岡町3-54-2 36-3652
有 ジャンボあらき　花岡店 ｼﾞｬﾝﾎﾞｱﾗｷ ﾊﾅｵｶﾃﾝ ホームセンター 506-0009 花岡町3-148-1 34-6360

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 十代目儀助　HIDA　TAKAYAMA ｼﾞｭｳﾀﾞｲﾒｷﾞｽｹ ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ 地酒・地ビール・地ジュース 506-0011 本町1-16 37-1828
しゅえっと ｼｭｴｯﾄ 美容室 506-0101 清見町牧ケ洞3161-1 70-8543

有 ジュエリー　ＢＥ ｼﾞｭｴﾘｰ ﾋﾞｰ 宝石・貴金属 506-0011 本町4-22 32-0026
酒菜　かみの ｼｭｻｲ ｶﾐﾉ 居酒屋 506-0052 下岡本町1035-1 34-8834
酒菜　悠 ｼｭｻｲ ﾕｳ 飲食 506-0818 江名子町610 33-6514
酒舗　とちもと ｼｭﾎ ﾄﾁﾓﾄ 酒類 509-3205 久々野町久々野1782-1 52-2061

有 趣味の店　ひいらぎ堂 ｼｭﾐﾉﾐｾ ﾋｲﾗｷﾞﾄﾞｳ 陶器・フクロウ・カエルのグッズ 506-0843 下一之町3 32-2218
寿楽久　さんまち店 ジュラク　サンマチテン 肉・魚料理 506-0845 上二之町77-3 33-4373

有 焼肉　寿里 ｼﾞｭﾘ 焼肉 506-0014 相生町32-2 32-2335
旬庵 ｼｭﾝｱﾝ 居酒屋料理 506-0016 末広町60 34-9693

有 旬菜　掌 ｼｭﾝｻｲﾀﾅｺﾞｺﾛ 居酒屋 506-0016 末広町72－１　ｽｴﾋﾛﾋﾞﾙ1F 36-1588
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
有 旬食　光吉 シュンショク　ミツヨシ 和食・日本料理 506-0838 馬場町2-83 34-8333

㈲春草堂 ｼｭﾝｿｳﾄﾞｳ 陶器・厨房器具・コーヒー 506-0802 松之木町272-1 34-2211
有 旬亭　なか川 ｼｭﾝﾃｲﾅｶｶﾞﾜ 飛騨牛・魚貝類 506-0844 上一之町33-2 34-4433
有 ｃｈｏ-ｃｏｌａｔ　ショ・コラ ショ・コラ 婦人服・ベビー用品 506-0054 岡本町4-262-4 36-3663
有 ㈱松華堂文具店 ショウカドウブングテン 文具・事務用品・画材・書道用品 506-0842 下二之町44 32-1866

荘川ガレット ｼｮｳｶﾜｶﾞﾚｯﾄ 蕎麦粉のガレット 501-5411 荘川町牧戸30-1 0576-92-2035

荘川山菜加工場 ｼｮｳｶﾜｻﾝｻｲｶｺｳｼﾞｮｳ 農林産物加工品販売 501-5404 荘川町黒谷274-1 05769-2-2096

有 荘川薬局 ｼｮｳｶﾜﾔｯｷｮｸ 医薬品 501-5413 荘川町新渕418-1 05769-2-2567

有 醸造元　角一 ｼﾞｮｳｿﾞｳﾓﾄ ｶｸｲﾁ 味噌･醤油 506-0844 上一之町90 32-0122
有 定塚新聞店 ｼﾞｮｳﾂﾞｶｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 中日新聞・中スポ・日経新聞 506-0043 中切町47-1 62-9391

㈲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
有 昭和亭「喫茶」 ｼｮｳﾜﾃｲ　ｷｯｻ コーヒー･軽食 506-0802 松之木町2704-16 070-2233-7478

有 ㈱昭和電機 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｷ ナビ、バッテリー、ドラレコ等 506-0052 下岡本町1229-13 33-0310
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

有 食事処　そ舎 ｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ｿｼｬ 食事・麺等・飲物・焼肉 506-0001 冬頭町74-2 080-2620-4174

食事処　鳥海 ｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾁｮｳｶｲ 各種定食 506-0825 石浦町5-250 34-5514
有 食事処　らんたん ｼｮｸｼﾞﾄﾞｺﾛ ﾗﾝﾀﾝ みそかつ定食、みそ煮込みうどん 509-4116 国府町上広瀬43 72-4017

食堂カフェ　菊屋 ｼｮｸﾄﾞｳｶﾌｪ ｷｸﾔ 日替りランチ 509-4119 国府町広瀬町977番地 72-5365
有 食堂カフェ　よつば ｼｮｸﾄﾞｳｶﾌｪ ﾖﾂﾊﾞ ガレット・ケーキ・牛丼 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根212-125 0578-89-2434

食場　城東 ｼｮｸﾊﾞ ｼﾞｮｳﾄｳ 飲食 506-0031 西之一色町3-1104-1 77-9740
有 喰楽　かめ吉 ｼｮｸﾗｸ ｶﾒｷﾁ 居酒屋料理・宴会料理 506-0007 総和町1-20　ダイワＶＩＰビル２Ｆ 62-8181
有 ショクル ショクル 美容室 506-0051 中山町550 62-9494

ショコラベリ ｼｮｺﾗﾍﾞﾘ 洋菓子 506-0825 石浦町6-1-5 62-8899
有 白樺 ｼﾗｶﾊﾞ 天然石原石・アクセサリー 506-2256 丹生川町日面東台1150 飛騨大鍾乳洞内 79-2381

しらかば代行 ｼﾗｶﾊﾞﾀﾞｲｺｳ 運転代行サービス 506-1317 上宝町本郷2590-1 0578-86-2241

白川陶器店 ｼﾗｶﾜﾄｳｷﾃﾝ 陶器一式 506-0011 本町3-58 32-6882
有 ㈲白啓酒店 シラケイサケテン 酒・ジュース・菓子・みやげ 506-0011 本町2-58 33-0206

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 城山公園　売店　むさし ｼﾛﾔﾏｺｳｴﾝ ﾑｻｼ 飲食業 506-0822 城山1-1 32-0634
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 THINK  PINK シンク  ピンク 美容院 506-0825 石浦町7-423 57-5552
㈲新宮オートセンター ｼﾝｸﾞｳｵｰﾄｾﾝﾀｰ 車・修理他 506-0035 新宮町3757 32-6935
新興自動車㈱ シンコウジドウシャ（カ 自動車・建設機械 506-0055 上岡本町7-452-1 32-0175

有 ㈱甚五郎電化センター ｼﾞﾝｺﾞﾛｳﾃﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 家庭電化製品販売修理　電気工事 506-0825 石浦町6-11 34-3855
甚五郎らーめん　本店 ジンゴロウラーメン　ホンテン ラーメン 506-0031 西之一色町2-132-1 34-5565

有 甚五郎らーめん　安川店 ジンゴロウラーメン　ヤスガワテン ラーメン 506-0846 上三之町64 35-5751
㈲真山 ｼﾝｻﾞﾝ 居酒屋 506-0007 総和町1-47 33-0785

有 JINJIN ｼﾞﾝｼﾞﾝ アクセサリー・洋服・雑貨 506-0025 天満町1-5-8　フレスポ飛騨高山 32-2054
有 心介 ｼﾝｽｹ 居酒屋 506-0006 神田町1-1 34-3470

新生車輛㈱ ｼﾝｾｲｼｬﾘｮｳ 自動車販売・修理業 506-0043 中切町978 34-3246
有 新ト一精肉店 シントイチ　セイニクテン 飛騨牛､飛騨豚 506-0026 花里町6-7-3 32-2929

甚兵衛 ｼﾞﾝﾍﾞｴ 手打ちそば・かき氷・ところてん 506-0851 大新町1-105 32-5424
有 新穂高ロープウェイ ｼﾝﾎﾀﾞｶﾛｰﾌﾟｳｪｲ ロープウェイ・売店 奥飛騨温泉郷新穂高温泉 0578-89-2252

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
陣屋前朝市　こうのす果樹園 ｼﾞﾝﾔﾏｴｱｻｲﾁ ｺｳﾉｽｶｼﾞｭｴﾝ りんご　りんごジュース 506-0031 八軒町1丁目 33-0674

有 陣屋前朝市　清次郎 ｼﾞﾝﾔﾏｴｱｻｲﾁ ｾｲｼﾞﾛｳ 餅･米・ﾎﾟﾝ菓子･米粉めん 506-0012 八軒町1 陣屋前朝市 33-5103
有 スイートシーズン ｽｲｰﾄｼｰｽﾞﾝ アルコール飲料 506-0014 相生町52 32-7345
有 翠芳園 長瀨茂八郎商店 スイホウエンナガセモハチロウショウテン 日本茶・茶道具･有機栽培茶各種 506-0844 上一之町36 32-0608

スーパーやまだ ｽｰﾊﾟｰﾔﾏﾀﾞ 食料品・酒類 506-0844 上一之町50 32-1462
有 soeurスール ｽｰﾙ コーヒー・紅茶・お菓子 506-0011 本町2-35 35-2001
有 ㈲スカイライン自動車 ｽｶｲﾗｲﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ 新車・中古車販売・鈑金塗装 506-2123 丹生川町町方1415-4 78-1078

(有)杉山板金工業所 ｽｷﾞﾔﾏﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 建築板金工事 509-3505 一之宮町5314 53-2552
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 宿儺の湯ジョイフル朴の木 ｽｸﾅﾉﾕｼﾞｮｲﾌﾙﾎｵﾉｷ 入浴施設 506-2252 丹生川町久手446-1 79-2109
スクラム企画 ｽｸﾗﾑｷｶｸ 軽印刷 506-0011 本町3-28　四つ葉 35-1493

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
寿司　次郎長 ｽｼ ｼﾞﾛﾁｮｳ 寿司 506-1431 奥飛騨温泉郷村上1492-12 0578-89-2531

有 Sushi-DiningNob ｽｼﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾉﾌﾞ アメリカンロール寿司 506-0011 本町3-58-2 62-8885
有 すし兆 ｽｼﾁｮｳ 寿司 506-0011 本町1-34 36-1234
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

有 鮨若 ｽｼﾜｶ 寿司 506-0824 片野町6-420 33-0658
㈲鈴木建築 ｽｽﾞｷｹﾝﾁｸ アミ戸張り替え、ガラス交換 他 509-4119 国府町広瀬町2517-5 72-3248

有 ㈱鈴木製畳・インテリアスズキ ｽｽﾞｷｾｲｼﾞｮｳ 畳・カーテン・カーペット・内装 506-0011 本町3-15 32-0909
有 鈴木彫刻 スズキチョウコク 一位一刀彫 506-0008 初田町1-2 32-1367

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

有 寿々や ｽｽﾞﾔ 郷土料理店 506-0015 花川町24 32-2484
有 鈴蘭高原カントリークラブ ｽｽﾞﾗﾝｺｳｹﾞﾝｶﾝﾄﾘｰ ゴルフプレー・レストラン 509-3314 朝日町西洞1628-1 57-2111

鈴蘭美容室 スズランビヨウシツ 美容一般 506-0015 花川町1-2 33-0475
㈲スター自動車電装 ｽﾀｰｼﾞﾄﾞｳｼｬﾃﾞﾝｿｳ 自動車電装品・バッテリー・修理 506-0059 下林町832-1 34-6634
Studio　TSF ｽﾀｼﾞｵ ﾃｨｴｽｴﾌ ボディバランスビクスレッスン 506-0004 桐生町2-424  高山スポーツ接骨院内 35-1374

有 スタジオ　ビアンカ ｽﾀｼﾞｵ ﾋﾞｱﾝｶ 結婚式・成人式前撮・記念日撮影 506-0054 岡本町2-18-10 77-9666
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
ステーキハウス・ワンポンド ｽﾃｰｷﾊｳｽ･ﾜﾝﾎﾟﾝﾄﾞ 肉(ステーキ)の販売 506-0007 総和町1-24 33-7313
ストーブの便利屋さん  さくら ｽﾄｰﾌﾞﾉﾍﾞﾝﾘﾔｻﾝ　ｻｸﾗ 暖房機器販売･修理･ボイラー等 506-0035 新宮町1878 36-0223
沙生 ｽﾅｵ いざかや 506-0825 石浦町2-411 090-6619-3069

スナック　かや ｽﾅｯｸ ｶﾔ ウイスキー・焼酎類・ビール他 506-0011 本町3-68 090-7027-6338

スナック　祇園 ｽﾅｯｸ ｷﾞｵﾝ 飲食業 506-0007 総和町1-21 32-8232
スナック　燦燦 ｽﾅｯｸ ｻﾝｻﾝ 飲食 506-0007 総和町1-17 090-6584-9323

すなっく　順子 ｽﾅｯｸ ｼﾞｭﾝｺ スナック 506-0008 初田町1-35 090-4111-0693

スナック　だん ｽﾅｯｸ ﾀﾞﾝ スナック 506-0026 花里町2-38 33-7444
スナック　はる ｽﾅｯｸ　ﾊﾙ 軽食・飲食店 506-0017 朝日町24番地 33-1306
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
スナック　風 ｽﾅｯｸ ﾌｳ フード・ドリンク 506-0007 総和町1-21-3 36-3612

有 スナック　Lady ｽﾅｯｸ　ﾚﾃﾞｨ アルコール 506-0016 末広町37 34-5959
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

すのまたオートキャンプ場 ｽﾉﾏﾀｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ キャンプ場 506-0107 清見町巣野俣1216-1 68-2188
有 スパホテルアルピナ飛騨高山 スパホテル　アルピナ　ヒダタカヤマ ホテル 506-0021 名田町5-41 33-0033

スぺーシャス　ボディ　ワーク ｽﾍﾟｰｼｬｽ ﾎﾞﾃﾞｨ ﾜｰｸ パーソナルトレーニング 506-0851 大新町4丁目50-2　古田ビル　2Ｆ 090-3566-0161

㈱スペースデザイン・呉の藍 ｽﾍﾟｰｽﾃﾞｻﾞｲﾝ ｸﾚﾉｱｲ 住宅建築・設計・施工 506-0823 森下町1丁目263 77-9993
有 ㈲スポーツショップ　イネ ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ ｲﾈ スポーツ用品 506-0825 石浦町2-435 35-9037
有 SPORTS WORKS KeeP-ONE スポーツワークス　キープ・ワン スキー・ゴルフ用品・修理・整備 506-0825 石浦町9-145 36-0008

住まいのＬＡＧ ｽﾏｲﾉｴﾙｴｰｼﾞｰ 設備・給湯衛生・冷暖房設備機器 506-0201 清見町江黒107 090-2261-1368

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

スマイルあさひ薬局 ｽﾏｲﾙｱｻﾋﾔｯｷｮｸ 処方せん・医薬品 509-3325 朝日町万石225-1 55-3222
スマイルかとう薬局 ｽﾏｲﾙｶﾄｳﾔｯｷｮｸ 処方せん・医薬品 506-0054 岡本町1-114-1 34-5005
スマイルちじま薬局 ｽﾏｲﾙﾁｼﾞﾏﾔｯｷｮｸ 処方せん･医薬品 506-0032 千島町638-2 36-7334
スマイル天満薬局 ｽﾏｲﾙﾃﾝﾏﾝﾔｯｷｮｸ 医薬品・処方せん 506-0025 天満町4-60-2 62-8456
住喜商店 ｽﾐｷｼｮｳﾃﾝ クリーニング取次 509-3505 一之宮町5301-1 53-2028
名代 手打そば 寿美久 ｽﾐｷｭｳ 手打そば 506-0013 有楽町45 32-0869
住真商店 ｽﾐｼﾝｼｮｳﾃﾝ 木版手染ぬいぐるみ 506-0846 上三之町8 32-0980
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
すみれ飯店 スミレハンテン 中華料理 506-0017 朝日町40 32-2609
すみれリビング㈱　本社 ｽﾐﾚﾘﾋﾞﾝｸﾞ ﾎﾝｼｬ リフォーム等の工事代金支払い 506-0002 問屋町43番地 37-4811
すもーる　ふぉれすと ｽﾓｰﾙ ﾌｫﾚｽﾄ うどん・そば他 506-0026 花里町6-121 32-2005
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

有 駿河屋　おうち便 ｽﾙｶﾞﾔ ｵｳﾁﾋﾞﾝ 食料品 506-0802 松之木町283-1 37-2840
有 駿河屋　昭和店 ｽﾙｶﾞﾔ ｼｮｳﾜﾃﾝ 食料品 506-0054 岡本町2-45-1 34-7288
有 駿河屋　本町店 ｽﾙｶﾞﾔ ﾎﾝﾏﾁﾃﾝ 食料品 506-0011 本町2-13 33-5058

諏訪果樹園 ｽﾜｶｼﾞｭｴﾝ 桃・りんご・リンゴジュース 506-0817 山口町17 32-5936
有 盛光堂印店 セイコウドウインテン 印鑑･ｺﾞﾑ印製造販売･文具 506-0847 片原町73 32-0867

整体療院 つぼうち ｾｲﾀｲﾘｮｳｲﾝ ﾂﾎﾞｳﾁ 整体施術･ダイエット支援 506-0807 三福寺町1176-4 62-9800
有 整美治療院 ｾｲﾋﾞﾁﾘｮｳｲﾝ 指圧･整体 506-0824 片野町4-666-8 33-1224

瀨上畳店 セウエタタミテン 畳製造・修繕・販売 506-0032 千島町166-7 32-5678
有 せうえ不動産サービス セウエフドウサンサービス 不動産管理･仲介･売買･営繕 506-0851 大新町5-93-1 34-6568
有 ㈱ＳＥＩＺＥ セーズ 洋菓子・ケーキ 506-0004 桐生町2-71 34-9580

second house ｾｶﾝﾄﾞﾊｳｽ リラクゼーションサービス 506-0054 岡本町3 090-3456-7962

㈱瀬木油店 ｾｷﾞｱﾌﾞﾗﾃﾝ 空調設備 506-0002 問屋町39 32-2279
責任屋商店 セキニンヤショウテン 靴・履物・スリッパ・傘 506-0021 名田町3-46 32-1167
せせらぎ直売所 ｾｾﾗｷﾞﾁｮｸﾊﾞｲｼｮ 野菜・切花 506-0102 清見町三日町134 68-2009
セブン・イレブン高山バイパス店 ｾﾌﾞﾝ･ｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ コンビニエンスストア 506-0002 問屋町69 33-9311
セブン-イレブン高山石浦町店 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ ﾀｶﾔﾏｲｼｳﾗﾏﾁﾃﾝ 食品 506-0825 石浦町5-67 35-0164
セブン-イレブン　高山岡本町店 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｵｶﾓﾄﾏﾁﾃﾝ 日用品雑貨・食品・酒 506-0054 岡本町1-34 36-0019
セブンイレブン　高山上切町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｶﾐｷﾞﾘﾏﾁ 食品･日用雑貨 506-0044 上切町342-1 35-2377
セブン-イレブン高山グリーンホテル前店 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙﾏｴﾃﾝ 食料品・雑貨（日用品） 506-0053 昭和町1-165-6 36-0076
セブンイレブン高山国府バイパス店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｺｸﾌﾊﾞｲﾊﾟｽﾃﾝ 食料品・日用品 509-4122 国府町名張1214-1 72-5335
セブン･イレブン高山山王店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｻﾝﾉｳ コンビニ 506-0824 片野町5-228 32-5078
セブンイレブン高山下切町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｼﾓｷﾞﾘﾏﾁ 雑貨･食品･飲料 506-0041 下切町1405-4 35-1766
セブンイレブン　高山新宮町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏｼﾝｸﾞｳ 食品･日用雑貨 506-0035 新宮町3569-1 35-7085
セブンイレブン　高山名田町4丁目店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏﾅﾀﾞﾏﾁ 食品･日用雑貨 506-0021 名田町4-31 36-0130
セブン-イレブン高山花岡町店 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏﾊﾅｵｶﾏﾁﾃﾝ 食料品・雑貨（日用品） 506-0009 花岡町3-74-2 35-7105
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
セブンイレブン高山山田町店 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝﾀｶﾔﾏﾔﾏﾀﾞﾏﾁﾃﾝ 食品　日用品 506-0058 山田町257番地1 35-7117

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

セルフハンズ西之一色町店 ｾﾙﾌﾊﾝｽﾞ タイヤ関連 506-0031 西之一色町1-93-10 32-4488
有 膳 ｾﾞﾝ 和食 506-0016 末広町71 35-5852

鮮魚＆デリカ　よこみち ｾﾝｷﾞｮ ｱﾝﾄﾞ ﾃﾞﾘｶ ﾖｺﾐﾁ 鮮魚・弁当・惣菜 506-0052 下岡本町2591-1 32-0432
千石屋 ｾﾝｺﾞｸﾔ 焼肉 506-0025 天満町5-5 32-1742
CENTER４　HAMBURGERS ｾﾝﾀｰﾌｫｰ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰｽﾞ ハンバーガー 506-0844 上一之町94 36-4527

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 ぜんな書房 ゼンナショボウ 書籍・雑誌 506-0011 本町3-7 32-1482
有 SOY ｿｲ 飲食・宿泊 506-0044 上切町365 62-9005
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

艸園・信田 ｿｳｴﾝ ﾉﾌﾞﾀ お食事 506-0817 山口町961 33-1190
有 くろき呉服店 ｿｳｺﾞｳｲﾘｮｳ ｸﾛｷｺﾞﾌｸﾃﾝ 呉服、婦人服、制服､一般衣料 509-3214 久々野町無数河617-1 52-2006
有 ㈲綜合商社シャイン ｿｳｺﾞｳｼｮｳｼｬｼｬｲﾝ 新車・中古車販売・車検・修理 506-0807 三福寺町533-5 33-0217
有 創作郷土寿司　梗絲 ソウサクキョウドズシ　キョウシ 寿司 506-0011 本町2-82 37-2039

SONAレンタカー ｿｰﾅﾚﾝﾀｶｰ レンタカー 509-3505 一之宮町4905-2 090-3934-3314

有 蕎麦　侘助 ｿﾊﾞ ﾜﾋﾞｽｹ 蕎麦・一品料理・宴会コース 506-0025 天満町2-2 70-8330
そば処清見庵　おおくら ｿﾊﾞﾄﾞｺﾛｷﾖﾐｱﾝ ｵｵｸﾗ 自家製石挽き手打ち蕎麦 506-0106 清見町坂下981-1 68-2230

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 空町ごっつおや ｿﾗﾏﾁ ｺﾞｯﾂｵﾔ 魚料理他 506-0832 天性寺町25 36-1934
そらまち薬局 ｿﾗﾏﾁﾔｯｷｮｸ 医薬品 506-0856 大門町1番地 32-0760
それから ｿﾚｶﾗ 飲食 506-0014 相生町56 32-5289

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

Soi hair ｿﾜﾍｱｰ オーガニックカラー、ヘッドスパ 506-0055 上岡本町1-483-5 32-3911
㈲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
㈱第一産業高山本店 ダイイチサンギョウタカヤマホンテン ダイニング・リビングセット 506-0001 冬頭町373 34-3711
第一物産㈱ ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｯｻﾝ 建築資材 506-0031 西之一色町2-88 32-3114
大喜 ﾀｲｷ 和食 506-0031 西之一色町3-778 34-1380
㈱ダイキ ﾀﾞｲｷ ボイラー・トイレ・風呂・洗面所 506-0002 問屋町73 34-0468
㈲大輝コーポレーション ﾀﾞｲｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 自動車販売･修理･車検 506-0817 山口町2345-161 36-7857
大吉シール㈱ ﾀﾞｲｷﾁｼｰﾙ(ｶ ｼｰﾙﾗﾍﾞﾙ･ｽﾃｯｶｰ 506-0825 石浦町6-392 34-3355
大共自動車 ﾀﾞｲｷｮｳｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売修理 506-0802 松之木町839 33-8659

有 (有)大謙 ﾀﾞｲｹﾝ 建築一式 506-0204 清見町二本木216 67-3154
大黒屋 ﾀﾞｲｺｸﾔ そば・うどん 506-0832 天性寺町2 35-1227
大衆割烹　寿楽久 ﾀｲｼｭｳｶｯﾎﾟｳ ｼﾞｭﾗｸ 酒・飛騨牛・日本海魚　他 506-0017 朝日町28-6 33-0353
㈱大成電気 ﾀｲｾｲﾃﾞﾝｷ 電化製品、エアコン、電気工事 509-4124 国府町村山486 72-4553
橙 ダイダイ 居酒屋 506-0007 総和町1-50-9 70-8350

有 大忠酒店 ﾀﾞｲﾁｭｳｻｹﾃﾝ 酒類 506-0005 七日町3-117 32-0217
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

有 ㈲大道石油　朝日ＳＳ ﾀﾞｲﾄﾞｳｾｷﾕ ｱｻﾋSS 自動車燃料、住宅設備機器 509-3325 朝日町万石174-1 55-3074
有 大徳飯店 ﾀﾞｲﾄｸﾊﾝﾃﾝ 中華料理 506-0004 桐生町3-228 35-0760

㈲ダイニチ ﾀﾞｲﾆﾁ 電気工事 509-4113 国府町木曽垣内340 72-2752
ダイニング　ブル ダイニング　ブル ステーキ 506-0012 八軒町1-30 57-8850
ダイニング・バー　AJITO ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ･ﾊﾞｰ ｱｼﾞﾄ お酒・食料品 506-0017 朝日町23-5　ライフビル2F 090-7034-5942

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 Dining kitchen Oink Oink ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞｷｯﾁﾝ ｵｲﾝｸｵｲﾝｸ 居酒屋 506-0015 花川町15-2 62-9188

ダイニングバー　YZ ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾞｰ ﾜｲｼﾞｰ ピザ・パスタ 506-0015 花川町2-9　花ビル1階 32-5033
㈲大八機械サービス ダイハチキカイサービス 農業機械販売・修理 506-0802 松之木町227-1 35-1186

有 泰平閣 ﾀｲﾍｲｶｸ 中国料理 506-0031 西之一色町2-83 32-3410
太平システムソリューションズ㈱ ﾀｲﾍｲｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 事務用品 506-0021 名田町5-27 36-0043

有 タイヤショップＫＡＩ タイヤショップカイ カー用品 506-0031 西之一色町2-130-3 090-2777-1907

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
有 ダイヤ堂 ﾀﾞｲﾔﾄﾞｳ 時計・宝飾品 506-0014 相生町17 32-0844

DIAMONDO　DOGS ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾄﾞｯｸﾞｽ トリミングサロン 509-3205 久々野町久々野2076-2 52-2800
有 ㈲泰連屋内木酒店 ﾀｲﾚﾝﾔﾅｲｷｻｹﾃﾝ 酒類・食料品 509-3505 一之宮町3429-2 53-2020

㈲大六印刷 ﾀﾞｲﾛｸｲﾝｻﾂ 印刷物 506-0818 江名子町1868-2 32-0212
有 高一印章 タカイチインショウ 印鑑･ゴム印･表札･シャチハタ 506-0054 岡本町2-70-21 34-6635
有 ㈱高田サンキュー薬局 ﾀｶﾀﾞｻﾝｷｭｰﾔｯｷｮｸ 医薬品･栄養剤･化粧品 506-0026 花里町5-14 32-0039
有 高田サンキュー薬局 三福寺店 ﾀｶﾀﾞｻﾝｷｭｰﾔｯｷｮｸ ｻﾝﾌｸｼﾞﾃﾝ 医薬品・栄養剤・化粧品 506-0807 三福寺町376 33-2639

高田設計(同) ﾀｶﾀﾞｾｯｹｲ 建築設計・建築工事全般 509-4122 国府町名張1726-3 72-4576
有 たかの湯 ﾀｶﾉﾕ 銭湯・宿泊・貸会場 506-0834 宗猷寺町107 34-3561

高橋建設㈱ ﾀｶﾊｼｹﾝｾﾂ 住宅設備機器 506-0031 西之一色町3-450-2 33-6800
㈲高原工業 ﾀｶﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ トイレ製品・キッチン・給湯機 506-0823 森下町1-289-6 33-2271

有 ㈱タカバン　車検の速太郎　鈑金のタカバン ﾀｶﾊﾞﾝ 車検整備・自動車鈑金塗装 506-0004 桐生町3-160 32-2617
高山いえじ整体院 ﾀｶﾔﾏｲｴｼﾞｾｲﾀｲｲﾝ 整体 506-0824 片野町6-61 57-5468

有 高山　うさぎ舎 ﾀｶﾔﾏｳｻｷﾞﾔ 生活雑貨 506-0846 上三之町37 34-6611
有 ㈱高山エース旅行センター ﾀｶﾔﾏｴｰｽﾘｮｺｳｾﾝﾀｰ 旅行 506-0053 昭和町2-116-1 34-7550

高山エルピージー販売㈱ ﾀｶﾔﾏｴﾙﾋﾟｰｼﾞｰﾊﾝﾊﾞｲ LPガス・器具販売、ガス設備 506-0825 石浦町2-438 33-8332
㈲高山カラー・Studo IN ﾀｶﾔﾏｶﾗｰ･ｽﾀｼﾞｵｲﾝ スタジオ撮影 506-0055 上岡本町7-206 33-0675
高山観光 ﾀｶﾔﾏｶﾝｺｳ 企画旅行・手配旅行 506-0008 初田町2-11 37-2566

有 高山グリーンホテル ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ ホテル 506-0031 西之一色町2-180 33-5500
有 高山グリーンホテル　白川郷 ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ  ｼﾗｶﾜｺﾞｳ 居酒屋 506-0031 西之一色町2-180 33-5500
有 高山グリーンホテル　木乃香 ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ ｷﾉｶ ラウンジ・バー 506-0031 西之一色町2-180 33-5500
有 高山グリーンホテル　グリーンコート ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ 洋食・中国料理 506-0031 西之一色町2-180 33-5500
有 高山グリーンホテル　物産館 ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ ﾌﾞｯｻﾝｶﾝ 土産品 506-0031 西之一色町2-180 33-5500
有 高山グリーンホテル　緑亭 ﾀｶﾔﾏｸﾞﾘｰﾝﾎﾃﾙ ﾘｮｸﾃｲ 日本料理 506-0031 西之一色町2-180 33-5500

高山在市 ﾀｶﾔﾏｻﾞｲﾁ 焼肉 506-0007 総和町1-23-2 36-3362
高山サッシ販売 タカヤマサッシハンバイ サッシ・シャッター 506-0041 下切町563 34-9633
高山三協サッシ販売㈱ ﾀｶﾔﾏｻﾝｷｮｳｻｯｼﾊﾝﾊﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住宅建材(サッシ・ドア他) 506-0817 山口町1356-1 33-7700

有 高山市職員互助会 購買部 ﾀｶﾔﾏｼｼｮｸｲﾝｺﾞｼﾞｮｶｲｺｳﾊﾞｲﾌﾞ 食料品小売等 506-0009 花岡町2-18 32-3333
公社　高山市シルバー人材センター ﾀｶﾔﾏｼｼﾙﾊﾞｰｼﾞﾝｻﾞｲｾﾝﾀｰ 高齢者への就業機会の提供 506-0823 森下町1-208 32-8090
㈱高山市民時報社 ﾀｶﾔﾏｼﾐﾝｼﾞﾎｳｼｬ 新聞･広告代理･書籍 506-0004 桐生町3-122-1 32-0001
㈱高山住設 ﾀｶﾔﾏｼﾞｭｳｾﾂ 住宅設備機器 506-0002 問屋町51 34-0025
高山スポーツ接骨院　はり灸マッサージ院 ﾀｶﾔﾏｽﾎﾟｰﾂｾｯｺﾂｲﾝ ﾊﾘｷｭｳﾏｯｻｰｼﾞｲﾝ 治療 506-0004 桐生町2-424 35-1374
高山清掃事業㈱ ﾀｶﾔﾏｾｲｿｳｼﾞｷﾞｮｳ 廃棄物運搬・排水管清掃 506-0003 本母町365 32-4315

有 高山代行運転組合 ﾀｶﾔﾏﾀﾞｲｺｳｳﾝﾃﾝ 運転代行業 506-0008 初田町2-11 34-5966
有 高山ダイハツ㈱西之一色店 ﾀｶﾔﾏﾀﾞｲﾊﾂ ﾆｼﾉｲｯｼｷ 自動車販売・整備 506-0031 西之一色町3-1217 34-2200
有 高山ダイハツ㈱本社 ﾀｶﾔﾏﾀﾞｲﾊﾂ ﾎﾝｼｬ 自動車販売・整備 506-0009 花岡町3-32 37-2200
有 高山タクシー ﾀｶﾔﾏﾀｸｼｰ タクシー 506-0008 初田町2-11 37-2599

高山電気工事㈱ タカヤマデンキコウジ 電化製品 506-0001 冬頭町90-1 32-1661
有 高山濃飛バスセンター ﾀｶﾔﾏﾉｳﾋﾊﾞｽｾﾝﾀｰ バス乗車券 506-0026 花里町6-125 32-0045
有 高山濃飛バスセンター売店 ﾀｶﾔﾏﾉｳﾋﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾊﾞｲﾃﾝ お土産品・食料品・パン・菓子 506-0026 花里町6-125 37-1710
有 高山プリン亭 ﾀｶﾔﾏﾌﾟﾘﾝﾃｲ プリン･ソフトクリーム 506-0846 上三之町95 70-8490
有 高山米穀　駅西営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｴｷﾆｼｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0054 岡本町1-23-6 33-1333
有 高山米穀　家電センター ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｶﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ 家電製品 506-0054 岡本町1-23-6 32-2260
有 高山米穀　北校下営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｷﾀｺｳｼﾓｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0004 桐生町2-185 34-4831
有 高山米穀　山王営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｻﾝﾉｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0823 森下町1-53-10 32-1596
有 高山米穀　住設部 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｼﾞｭｳｾﾂﾌﾞ 管工事・燃料器具 506-0008 初田町2-32 32-3104
有 高山米穀　城山営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ｼﾛﾔﾏｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・家電製品・燃料 506-0837 堀端町130 32-4437
有 高山米穀　中央営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ﾁｭｳｵｳｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0021 名田町5-10 32-0027
有 高山米穀　初田町営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ﾊﾂﾀﾞﾏﾁｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0008 初田町2-32 32-2261
有 高山米穀　原山営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ﾊﾗﾔﾏｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0058 山田町1539-14 33-2414
有 高山米穀　日の出営業所 ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ﾋﾉﾃﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ 米・電化製品・燃料 506-0802 松之木町2870 33-2441
有 高山米穀　ミートセンター ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸ ﾐｰﾄｾﾝﾀｰ 食肉販売 506-0825 石浦町2-456 33-1010
有 高山米穀協業組合（本社） ﾀｶﾔﾏﾍﾞｲｺｸｷｮｳｷﾞｮｳｸﾐｱｲ 米・燃料販売 506-0008 初田町2-32 32-3100

高山南給油所 ﾀｶﾔﾏﾐﾅﾐｷｭｳﾕｼﾞｮ ガソリンスタンド・車検・タイヤ 506-0032 千島町266 35-3988
有 高山名産館 ﾀｶﾔﾏﾒｲｻﾝｶﾝ 土産品・民芸品・地酒 506-0026 花里町6-124 34-0502
有 高山ユーハイム タカヤマユーハイム 洋菓子販売 506-0011 本町2-52 32-6352
有 高山らーめん　櫻軒 ﾀｶﾔﾏﾗｰﾒﾝ ｻｸﾗｹﾝ ラーメン 506-0845 上二之町46 32-8270
有 高山らーめん　さんまち ﾀｶﾔﾏﾗｰﾒﾝ　ｻﾝﾏﾁ 中華そば 506-0846 上三之町106-3 080-2952-5595

高山ラスク タカヤマラスク ﾗｽｸ･ｼﾌｫﾝ･ﾌﾟﾘﾝ 506-0844 上一之町14 33-0477
有 ㈲タキデンキ ﾀｷﾃﾞﾝｷ 家電販売 506-0031 西之一色町2-125 34-4545

田口かしわ店 タグチカシワテン とり肉･ヤキトリ 506-0026 花里町6-7 32-0241
有 ㈱田口建築 ﾀｸﾞﾁｹﾝﾁｸ 住宅建築 509-3201 久々野町大西690 52-3688
有 匠館　TAKUMI　DESIGN ﾀｸﾐｶﾝ　ﾀｸﾐﾃﾞｻﾞｲﾝ 家具 506-0841 下三之町1-22 36-2511
有 匠館　HIDA　STYLE　MARKET ﾀｸﾐｶﾝ ﾋﾀﾞｽﾀｲﾙﾏｰｹｯﾄ 木工クラフト・お土産 506-0841 下三之町1-22 36-2511
有 匠館　ラ・シェーズ ﾀｸﾐｶﾝ ﾗｼｪｰｽﾞ パスタ・ハンバーグ･カレー 506-0841 下三之町1-22 36-2511

工建築 ﾀｸﾐｹﾝﾁｸ 住宅建築 506-0825 石浦町6-116-1　ツインクルタウン2-D 090-4446-3364

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 -
武田工業 ﾀｹﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 住宅建材・窓まわり商品 506-0001 冬頭町970 57-8555

有 たこ忠 ﾀｺﾁｭｳ たこ焼き 506-0017 朝日町24　でこなる横丁内 090-3959-0033

たしまねん ﾀｼﾏﾈﾝ 木製家具・木工品 509-3326 朝日町甲259 55-3099
ダスキン老田 ﾀﾞｽｷﾝｵｲﾀ ダスキンレンタル・販売・清掃 506-0055 上岡本町3-418 33-4163

有 田近書店　三福寺店 タヂカショテン　サンフクジテン 書籍・雑誌・文具 506-0807 三福寺町407-1 32-1139
有 田近書店　本町店 タヂカショテン　ホンマチテン 書籍・雑誌 506-0011 本町2-5 35-1139

田近建具店 ﾀﾁﾞｶﾀﾃｸﾞﾃﾝ 建具製造・障子襖貼り替え 506-2123 丹生川町町方303-2 78-1121
㈲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

㈱田中工務店 タナカコウムテン 住宅改修・店舗改装・新築工事 506-0054 岡本町2-185 32-2430
㈱田中酒店 タナカサケテン 酒類・調味料 506-0012 八軒町1-83 32-0321
田中自動車 ﾀﾅｶｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売・整備 506-0041 下切町352-1 34-4159

有 田中商店 ﾀﾅｶｼｮｳﾃﾝ 衣料品全般 506-2123 丹生川町町方31-1 78-1034
たなか商店 ﾀﾅｶｼｮｳﾃﾝ 居酒屋・焼鳥 506-0832 天性寺町18-10 77-9874

有 たなか整体療院 タナカセイタイリョウイン 整体 506-0843 下一之町112 33-0321
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

有 ㈲田中鉄工所 ﾀﾅｶﾃｯｺｳｼﾞｮ 落雪ストップ 506-0818 江名子町3200-13 32-6375
田中板金 ﾀﾅｶﾊﾞﾝｷﾝ 板金工事一式 509-4106 国府町漆垣内68 72-2601

有 ㈲田中モータース タナカモータース 自動車整備・販売 506-0055 上岡本町3-35-2 32-5141
谷口建築 ﾀﾆｸﾞﾁｹﾝﾁｸ 建築・大工工事 506-0035 新宮町3337-8 35-1545
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 谷松 ﾀﾆﾏﾂ こくせん 506-0844 上一之町53 32-1895
有 谷松　宮川朝市店 ﾀﾆﾏﾂ ﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁﾃﾝ こくせん 506-0841 下三之町54（郵便物は本店） 090-6583-6244

㈲谷本建築板金 ﾀﾆﾓﾄｹﾝﾁｸﾊﾞﾝｷﾝ 建築板金工事 509-3214 久々野町無数河956 52-3354
㈱谷本建具 ﾀﾆﾓﾄﾀﾃｸﾞ 木製建具･注文家具･障子張替 506-0802 松之木町1563-1 33-4016
㈱田原設備工業 ﾀﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 水廻りの工事 506-0035 新宮町3715-1 33-9804



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

有 ㈱たびの恵み ﾀﾋﾞﾉﾒｸﾞﾐ 旅行業 506-0802 松之木町889-8 33-8123
有 TABIBITO ﾀﾋﾞﾋﾞﾄ スモークチーズほか燻製食品 506-0841 下三之町71 080-1203-8602

有 ㈲たま井や ﾀﾏｲﾔ 土産品・ソフトクリーム・飲料 506-0843 下一之町86 32-0771
有 たもと商店 ﾀﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 乾物商品、その他食品 506-0054 岡本町2-19 33-7400

多羅の木 ﾀﾗﾉｷ 居酒屋 506-1434 奥飛騨温泉郷福地791 0578-89-2392

樽平 タルヘイ 酒類・料理 506-0007 総和町1-50-6 32-5490
だるま鮨 ﾀﾞﾙﾏｽﾞｼ 寿司 506-0017 朝日町50-4 32-2339
だるま堂治療院 ﾀﾞﾙﾏﾄﾞｳﾁﾘｮｳｲﾝ あんま・鍼・灸 506-0011 本町4-65 32-1212

有 丹後尚古堂 ﾀﾝｺﾞｼｮｳｺﾄﾞｳ 宝飾品・工芸品・雑貨小物他 506-0011 本町1-43 32-4182
ｄａｎｄｅＬｉｏｎ ﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 美容室 506-0825 石浦町9-431 090-2138-2007

有 丹とん庵 ﾀﾝﾄﾝｱﾝ 鍼・按摩マッサージ 506-0004 桐生町2-136 36-0373
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

有 地球屋 チキュウヤ 居酒屋 506-0011 本町3-18 37-2060
有 ちとせ ﾁﾄｾ 焼そば※テイクアウトのみ利用可 506-0026 花里町6-19 32-1056
有 炒飯　花 チャーハン　ハナ 炒飯・からあげ等、一般中華料理 506-0026 花里町5－13 36-1557

茶香房ひより ﾁｬｺｳﾎﾞｳﾋﾖﾘ 体験教室（お香・お茶・水引） 506-0852 八幡町170-26 34-7533
有 ちゃごみん ﾁｬｺﾞﾐﾝ カット・カラー・まつげパーマ　 506-0851 大新町4-12-1 77-9265

チャパラ チャパラ メキシコ料理 506-0015 花川町1 34-9800
有 Cha-mame Café ﾁｬﾏﾒｶﾌｪ コーヒー･カレー等 506-0011 本町4-38 34-3018
有 茶店kou. ﾁｬﾐｾｺｳ 食事･飲料各種のﾃｲｸｱｳﾄ 506-0016 末広町61-5 70-8643

ちゃわんや　おおた チャワンヤ　オオタ 食器 506-0025 天満町3-60 32-2328
有 中央電気㈱ チュウオウデンキ 家電製品 506-0807 三福寺町415-6 32-1254

中華そば　なかつぼ ﾁｭｳｶｿﾊﾞ ﾅｶﾂﾎﾞ 中華そば・ギョウザ 506-0007 総和町1-23-5 32-1946
中華そばの角や ﾁｭｳｶｿﾊﾞﾉｶﾄﾞﾔ 中華そば 506-0017 朝日町30 34-9600
中華料理　萬来 チュウカリョウリ　マンライ 中華料理店 506-0824 片野町4-140 32-8407

有 中国料理　桃園 ﾁｭｳｺﾞｸﾘｮｳﾘ ﾄｳｴﾝ 中国料理 506-0053 昭和町2-103 32-0877
中部産業㈱ ﾁｭｳﾌﾞｻﾝｷﾞｮｳ 住宅改修 506-0053 昭和町1丁目6番地3 32-2906

有 長八　シマヤラクール店 ﾁｮｳﾊﾁ ｼﾏﾔﾗｸｰﾙﾃﾝ 各種定食・テイクアウト 509-4123 国府町金桶41 080-1611-1928

長命整体 ﾁｮｳﾒｲｾｲﾀｲ 整体 506-0054 岡本町1-96-9 33-7879
有 治療院　じゅうべえ ﾁﾘｮｳｲﾝ ｼﾞｭｳﾍﾞｴ 針灸接骨院 506-0825 石浦町9-430 34-5733

塚本屋 ツカモトヤ 民芸、民具 506-0843 下一之町83 32-2510
月の家＝ＴＳＵＫＩＮＯＹＡ＝ ﾂｷﾉﾔ 登山ガイド＆自然エリアガイド 506-0101 清見町牧ケ洞2748 090-2134-4225

月の環 ﾂｷﾉﾜ アクセサリー 506-0802 松之木町2902-1 090-1307-0418

ＴＳＵＧ　ＣＡＦＥ ﾂｼﾞｶﾌｪ 紅茶・アフタヌーンティー 506-0011 本町4-36 57-5118
有 津田彫刻 ツダチョウコク 一位一刀彫 506-0011 本町1-10 32-2309

㈲津田鈑金塗装 ツタバンキントソウ 自動車鈑金塗装 506-0009 花岡町3-35 34-1331
有 自家焙煎珈琲　津田屋 ﾂﾀﾔ コーヒー・焙煎豆の販売 506-0842 下二之町77 32-0460
有 ㈱つづく ﾂﾂﾞｸ 新築、リフォーム 506-0055 上岡本町3丁目473 77-9383
有 ツヅクガス ﾂﾂﾞｸｶﾞｽ LPガス･調理器具等 506-0802 松之木町18 33-5529

都竹建設 ﾂﾂﾞｸｹﾝｾﾂ 建築一式 506-0851 大新町5-92-1 32-3428
都竹美容室 ﾂﾂﾞｸﾋﾞﾖｳｼﾂ ヘアーカット・パーマ・着付 509-3505 一之宮町3517-1 53-2090
つづく理容室 ツヅクリヨウシツ 理容・化粧品 506-0825 石浦町5-342 34-0839

有 つづみそば ﾂﾂﾞﾐｿﾊﾞ 中華そば 506-0017 朝日町52 32-0299
椿美容室 ﾂﾊﾞｷﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容一般 509-3214 久々野町無数河501-1 52-2029
㈱つむぎ舎 ﾂﾑｷﾞﾔ 新築・リフォーム 506-0851 大新町2-89 57-8861
つや本 ﾂﾔﾓﾄ うなぎ(活鰻) 506-0011 本町3-75 32-0429
ｔｒｅｅ　ｒｏｏｍ ﾂﾘｰ ﾙｰﾑ ネイルサロン 506-0818 江名子町4300 090-5038-3236

釣具の千疋屋 ﾂﾘｸﾞﾉｾﾝﾋﾞｷﾔ 釣具 506-0004 桐生町3-367 32-2180
食楽　つるちゃん ﾂﾙﾁｬﾝ 食事・弁当・アルコール 506-0009 花岡町3丁目79-1（花岡ビル1Ｆ） 090-4467-3197

㈲つるや商店 ﾂﾙﾔｼｮｳﾃﾝ 酒類 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯519 0578-89-2605

有 てあて屋よし ﾃｱﾃﾔﾖｼ あんま・マッサージ 506-0102 清見町三日町1180-26 77-9649
有 T.M美容室 ﾃｨｰ･ｴﾑﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0823 森下町1-338 33-1633

TFC飛騨㈱ ﾃｨｰｴﾌｼｰﾋﾀﾞ サッシ・住器（台所・トイレ） 506-0058 山田町330-1 36-3426
有 T★G nail ﾃｨｰｼﾞｰﾈｲﾙ ネイルケア・ジェルネイル 506-0054 岡本町1-76-7 35-3344

Ｔシャツ屋 ティーシャツヤ 衣類・土産物 506-0011 本町2-55 35-5922
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
デイリーヤマザキ高山江名子町店 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾀｶﾔﾏｴﾅｺﾏﾁﾃﾝ 食料品・生活用品 506-0818 江名子町3856-1 36-0020
デイリーヤマザキ高山片野店 ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷﾀｶﾔﾏｶﾀﾉﾃﾝ 食料品・生活用品 506-0824 片野町1-163-3 36-5705
Tinker Works ﾃｨﾝｶｰ　ﾜｰｸｽ カーコーティング 509-4123 国府町金桶46-3 0577-70-8844

有 手打そば　明郷 ﾃｳﾁｿﾊﾞ ﾐｮｳｺﾞｳ 手打そば 506-2256 丹生川町日面557 79-2165
手打ちそば 夢の蔵 ﾃｳﾁｿﾊﾞ ﾕﾒﾉｸﾗ 日本そば 506-0058 山田町30-5 33-3007

有 手打ちそば処中之瀬 ﾃｳﾁｿﾊﾞﾄﾞｺﾛﾅｶﾉｾ 飲食 506-0205 清見町夏厩777 67-3001
手打ちそば中仁 ﾃｳﾁｿﾊﾞﾅｶｼﾞﾝ 和そば 509-3505 一之宮町1387 53-3456

有 てぃーさろん・てきすい ﾃｰｻﾛﾝﾃｷｽｲ 抹茶・煎茶・コーヒー他 506-0851 大新町1-80 32-0820
有 でこなる座 デコナルザ 伝統芸能ショー 506-0011 本町3-38 57-5788
有 でこなる横丁　遊技場 ﾃﾞｺﾅﾙﾖｺﾁｮｳ ﾕｳｷﾞｼﾞｮｳ 射的・手裏剣投げ 506-0017 朝日町24 -
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

てって　マッサージ＆フィットネス ﾃｯﾃ ﾏｯｻｰｼﾞｱﾝﾄﾞﾌｨｯﾄﾈｽ マッサージ・フィットネス 506-0009 花岡町3-56-4 62-9738
てづな石油　坊方バイパス ﾃﾂﾞﾅｾｷﾕ ﾎﾞｳｶﾀﾊﾞｲﾊﾟｽ 石油製品一式 506-2121 丹生川町坊方1219-1 78-1566

有 TEPPAN　たなか ﾃｯﾊﾟﾝﾀﾅｶ 飛騨牛ステーキ 506-0818 江名子町2238-1 62-9190
でぶねこ　三代目 ﾃﾞﾌﾞﾈｺ　ｻﾝﾀﾞｲﾒ 御料理・酒類 509-3505 一之宮町4222番地 53-2266

有 手もみ処　健里 ﾃﾓﾐﾄﾞｺﾛ ｹﾝﾘ てもみ・美顔針 506-0052 下岡本町1217-7 34-5470
有 テラダ学生服 テラダガクセイフク 学校制服・体操服・ランドセル 506-0026 花里町4-52 32-5436

㈲寺田商店 ﾃﾗﾀﾞｼｮｳﾃﾝ ガソリンスタンド 501-5411 荘川町牧戸85 05769-2-2027

寺田商店　旗鉾ＳＳ ﾃﾗﾀﾞｼｮｳﾃﾝﾊﾀﾎｺｴｽｴｽ ガソリン等、燃料油、酒等 506-2251 丹生川町旗鉾267-3 79-2040
寺田接骨院 ﾃﾗﾀﾞｾｯｺﾂｲﾝ 雑貨(サポーター) 506-0824 片野町6-432-5 34-3956
㈲寺田設備 ﾃﾗﾀﾞｾﾂﾋﾞ 管工事、住宅設備機器 506-0818 江名子町3246-22 36-3001

有 ㈱寺田農園 ﾃﾗﾀﾞﾉｳｴﾝ  ﾄﾏﾄ･ﾄﾏﾄｼﾞｭｰｽ 506-2123 丹生川町町方1287-1 78-2639
有 テリクス’タイヤ ﾃﾘｸｽ'ﾀｲﾔ タイヤ･ホイール･オイル 506-0001 冬頭町1450番地20 34-3180
有 電化ショップＳＵＭＩ（スミ） デンカショップスミ 家電販売･修理・電気工事 506-0807 三福寺町45-12 34-3972

電化のミチデン ﾃﾞﾝｶﾉﾐﾁﾃﾞﾝ 家電販売 506-0823 森下町1-233-3 33-2183
有 電器のあらき デンキノアラキ 家電販売・修理 506-0836 島川原町14-8 34-7127

でんきのナガオソナール ﾃﾞﾝｷﾉﾅｶﾞｵｿﾅｰﾙ 家庭電化製品 506-0004 桐生町3-13 32-0353
でんきのひらつか ﾃﾞﾝｷﾉﾋﾗﾂｶ ダビング 506-0025 天満町3-57 34-1379

有 デンキのミゾバタ ﾃﾞﾝｷﾉﾐｿﾞﾊﾞﾀ 一般家電 509-3214 久々野町無数河618-1 52-2504
有 デンキの山彦 ﾃﾞﾝｷﾉﾔﾏﾋﾞｺ 家電販売 509-3205 久々野町久々野2165 52-2130

デンキハウス　ＨＡＴＯＹＡ ﾃﾞﾝｷﾊｳｽﾊﾄﾔ 自転車・家電製品 506-0851 大新町3-90 34-2327
有 天狗　飛騨牛食処 ﾃﾝｸﾞ ﾋﾀﾞｷﾞｭｳ ｼｮｸﾄﾞｺﾛ 焼肉 506-0011 本町1-21 32-0147
有 天狗総本店 テングソウホンテン 精肉 506-0011 本町1-21 32-0147

天狗中央精肉店 ﾃﾝｸﾞﾁｭｳｵｳｾｲﾆｸﾃﾝ 食肉販売 506-0008 初田町3-5 32-1470
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

有 典昇 テンショウ 一品料理･造り盛･天ぷら･串焼 506-0055 上岡本町4-39-1  向本ビル１Ｆ 35-0770
有 天ぷら　えび八 ﾃﾝﾌﾟﾗ ｴﾋﾞﾊﾁ 天ぷら　和食 506-0014 相生町41 34-6806

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

東海道　いしやくし ﾄｳｶｲﾄﾞｳ ｲｼﾔｸｼ 居酒屋 506-0007 総和町2-4 090-9913-7018

有 東邦家電㈲ ﾄｳﾎｳｶﾃﾞﾝ(ﾕ 家電品 506-0008 初田町1-48 33-1155
㈱トータルサービス ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ 防犯カメラ 506-0818 江名子町570番地17 34-4884
トータルビューティサロンYufla ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝﾕﾌﾗ エステ（一般・ブライダル） 506-0001 冬頭町728-3 コーポビオラ103 080-4687-7754

トータルボディーケア　ｍａ・ｄｏ ﾄｰﾀﾙﾎﾞﾃﾞｨｰｹｱ　ﾏ・ﾄﾞ エステ・整体 506-0059 下林町909-1 090-3959-2918

有 ㈱Total　Reform ﾄｰﾀﾙﾘﾌｫｰﾑ 住宅リフォーム・店舗改装 506-0053 昭和町3丁目182番地6 32-9027
有 トーヨー事務器㈱ トーヨージムキ OA機器・スチール家具 506-0054 岡本町2-113-5 32-3164
有 時季の宴　めぐみ家 トキノウタゲ メグミヤ 鮮魚・野菜・肉類 506-0011 本町2-33 35-5657
有 時計メガネ宝石補聴器の高原 トケイメガネホウセキホチョウキノタカハラ 時計・メガネ・宝石･補聴器 506-0026 花里町5-14 32-1484
有 トコトコ ﾄｺﾄｺ たこ焼き - 090-2576-1319

趣味の店　とざわ ﾄｻﾞﾜ 衣料･雑貨 506-0844 上一之町5 32-2968
有 ㈲戸沢漆器 ﾄｻﾞﾜｼｯｷ 漆器･陶器･雑貨 506-0844 上一之町6 32-2966
有 寿天 ﾄｼﾃﾝ 天ぷら 506-0014 相生町50 090-3720-1286

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
Dog salon ChouChou ﾄﾞｯｸﾞｻﾛﾝ ｼｭｼｭ 動物（犬・猫）シャンプーカット 506-0054 岡本町3-206 070-4475-4561

有 とと家。 ﾄﾄﾔ 海鮮丼、定食 506-0031 西之一色町1133-2 34-7020
トニオ舶来居酒屋 ﾄﾆｵ ﾊｸﾗｲｲｻﾞｶﾔ カクテル・ウィスキー 506-0011 本町4-65 32-1677

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 -
トピック ﾄﾋﾟｯｸ 自動車販売 506-0031 西之一色3丁目1132-1 32-7373

有 Ｔomy Muesli ﾄﾐｲ ﾐｭｰｽﾞﾘｰ ミューズリー・飲み物・キッシュ 506-0011 本町4-60 080-6975ｰ4013

富山建材㈱ リフォームいちば ﾄﾔﾏｹﾝｻﾞｲ ﾘﾌｫｰﾑｲﾁﾊﾞ リフォーム工事全般 506-0031 西之一色町2-50 32-0440
有 冨山酒店 トヤマサケテン 酒 506-0058 山田町781-15 33-5361
有 TLACE． ﾄﾗｰｽ 美容院 506-0055 上岡本町4-469-2 62-9138

ドライフラワー　オアシス ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ ｵｱｼｽ ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰ､ﾄﾞﾗｲﾘｰｽ 506-0052 下岡本町1575-1 32-2422
有 ドライヘッドスパ・ボディケア＆水素吸入　Hydrospa ﾄﾞﾗｲﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ･ﾎﾞﾃﾞｨｹｱｱﾝﾄﾞｽｲｿｷｭｳﾆｭｳ ﾊｲﾄﾞﾛｽﾊﾟ ドライヘッドスパ・もみほぐし 506-0031 岐阜県高山市西之一色町1-72　Yellow Moon2F 090-9110-9862

とらがりくん ﾄﾗｶﾞﾘｸﾝ 理容 509-3205 久々野町久々野1782-7 52-2131
とらや清香園　上二之町店 ﾄﾗﾔｾｲｺｳｴﾝ ｶﾐﾆﾉﾏﾁﾃﾝ 和菓子 506-0845 上二之町75番地 32-0050
とらや清香園　初田店 ﾄﾗﾔｾｲｺｳｴﾝ ﾊﾂﾀﾃﾝ 和菓子 506-0008 初田町2-98 32-0198

有 トラン・ブルー トラン・ブルー パン 506-0031 西之一色町1-73-5 33-3989
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

トリミングルーム　わんにゃん ﾄﾘﾐﾝｸﾞﾙｰﾑﾜﾝﾆｬﾝ トリミング・ホテル 506-0007 総和町3-80-9 36-5656



有 DORB ﾄﾞﾙﾌﾞ アクセサリー、ぬいぐるみなど 506-0013 有楽町45 080-4432-9351

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
DRESS NAIL ﾄﾞﾚｽﾈｲﾙ ネイルサロン 506-0008 初田町3-44 36-0665
とんかつ　中さん ﾄﾝｶﾂ ﾅｶｻﾝ とんかつ定食等 506-0054 岡本町2丁目70-22 33-0133

有 DONGOLOS ﾄﾞﾝｺﾞﾛｽ 喫茶 506-0053 昭和町2-112　1-A 77-9527
有 内木自動車鈑金塗装 ﾅｲｷｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝﾄｿｳ 自動車鈑金塗装 506-0808 松本町199-1 34-5077

内木新聞店 ﾅｲｷｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 新聞各種・雑誌・書籍 506-2123 丹生川町町方38-1 78-1050
直井昭楽園 ﾅｵｲｼｮｳﾗｸｴﾝ 盆栽・山野草・花木 506-0003 本母町381 33-6137
なおし屋ラシャ・Ｋ ﾅｵｼﾔﾗｼｬｹｰ 洋服のお直し 506-0843 下一之町60 32-5886
㈱中井自動車 ﾅｶｲｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売・整備・鈑金塗装 509-3505 一之宮町3443 53-2590
ナガイ整備 ﾅｶﾞｲｾｲﾋﾞ 自動車整備・販売 509-3201 久々野町大西15-1 52-2877
ナガイ石油 ﾅｶﾞｲｾｷﾕ 燃料 509-3201 久々野町大西15-1 52-3028
中内設備㈱ ﾅｶｳﾁｾﾂﾋﾞ 給排水給湯設備施工 506-0825 石浦町2-96 77-9418

有 長岡屋 ﾅｶﾞｵｶﾔ 土産品 506-0011 本町1-45 33-3531
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

有 中垣内自動車㈲ ﾅｶｶﾞｲﾄｼﾞﾄﾞｳｼｬ(ﾕ 自動車販売・修理整備・カー用品 509-3215 久々野町引下526 52-2626
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

有 割烹　なかさい ﾅｶｻｲ おまかせによるコース料理 506-0014 相生町44-2 34-3802
中崎山荘　奥飛騨の湯 ﾅｶｻｷｻﾝｿｳ ｵｸﾋﾀﾞﾉﾕ 日帰り入浴施設 506-1421 奥飛騨温泉郷神坂710 0578-89-2021

ホームページと印刷　中島印刷 ﾅｶｼﾏｲﾝｻﾂ 印刷物、ＷＥＢ制作 509-3205 久々野町久々野1522-1 52-2132
なかしま館 ﾅｶｼﾏｶﾝ 宿泊 506-1422 奥飛騨温泉郷中尾152 0578-89-2703

中島商店 ﾅｶｼﾏｼｮｳﾃﾝ 日用雑貨 501-5405 荘川町寺河戸478 05769-2-2130

中嶋新聞店 ﾅｶｼﾏｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 新聞各種・書籍・雑誌 509-3505 一之宮町3368 53-2637
奈賀勢 ﾅｶﾞｾ 麺類、丼物 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根868-3 0578-89-2505

長瀬菓子店 ﾅｶﾞｾｶｼﾃﾝ パン、菓子 509-3325 朝日町万石779-1 55-3062
ながせ食品 ﾅｶﾞｾｼｮｸﾋﾝ 食肉(飛騨牛･豚･とり他) 506-0801 上野町1199 33-4383
ながせ鍼灸治療院 ﾅｶﾞｾｼﾝｷｭｳﾁﾘｮｳｲﾝ マッサージ・鍼灸治療 509-3326 朝日町甲968 55-3334

有 ㈲長瀬石油 ﾅｶﾞｾｾｷﾕ 燃料、ガス器具、タイヤ他 509-3303 朝日町浅井607 55-3054
㈲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

有 ㈱永田硝子 ﾅｶﾞﾀｶﾞﾗｽ サッシ・硝子・鏡･カギ・網戸 506-0004 桐生町4ｰ229-1 33-6764
有 中田呉服店 ﾅｶﾀﾞｺﾞﾌｸﾃﾝ 呉服 506-0011 本町2-78 32-0159
有 中田酒店 ﾅｶﾀﾞｻｹﾃﾝ 酒類 506-0102 清見町三日町1307-1 68-2103

中谷呉服店 ナカタニゴフクテン 衣料品 506-0831 吹屋町1 32-1763
中谷製粉製麺所 ﾅｶﾀﾆｾｲﾌﾝｾｲﾒﾝｼｮ 生麺・乾麺 506-0821 神明町4-2 32-1296

有 中田薬店・高山補聴器センター ナカダヤクテン・タカヤマホチョウキセンター 補聴器・介護用品.･医薬品 506-0011 本町2-12 32-0567
中坪果樹園 ナカツボカジュエン りんご･りんご山ぶどうジュース 506-0818 江名子町2231 32-3931
㈲長都建設 ﾅｶﾞﾄｹﾝｾﾂ 住宅建築 506-0041 下切町1-1 35-0288
㈱中日本トラベルサービス ﾅｶﾆﾎﾝﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ 国内・海外ツアー・宿泊手配 506-0825 石浦町7-404 32-5963
㈱長沼建築 ﾅｶﾞﾇﾏｹﾝﾁｸ 大工工事 506-0009 花岡町3-91-5 35-1670
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
㈲中野建築 ﾅｶﾉｹﾝﾁｸ 住宅建築一式 509-3213 久々野町渚2488 52-2584

有 中野シオン薬局 ナカノシオン 医療品 506-0843 下一之町22 32-0434
㈲長畑商店 ﾅｶﾞﾊﾀｼｮｳﾃﾝ 食堂材料卸・花かつお製造元 506-0052 下岡本町3057 34-6797

有 ㈱中林工務店 ﾅｶﾊﾞﾔｼｺｳﾑﾃﾝ 建築・建設工事 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根200-321 0578-89-2737

㈲中丸水産 ﾅｶﾏﾙｽｲｻﾝ お惣菜 506-0054 岡本町4丁目158番地5 36-0775
中村クリーニング ナカムラクリーニング クリーニング 506-0025 天満町4-2 32-1849
㈲ナカムラ電機 ﾅｶﾑﾗﾃﾞﾝｷ 電気工事 506-0035 新宮町2524-1 33-8049
ナカムラ理容所 ﾅｶﾑﾗﾘﾖｳｼｮ 理容全般 506-0004 桐生町2-311 33-4753
㈲中本設備 ﾅｶﾓﾄｾﾂﾋﾞ 上下水道工事・水まわり品 506-1317 上宝町本郷600-1 0578-86-2606

有 中屋酒店 ﾅｶﾔｻｹﾃﾝ 酒類・飲料水・菓子類等 506-0812 漆垣内町48 32-2488
有 ㈲中家製菓舗　本町店 ナカヤセイカホ　ホンマチテン 菓子 506-0011 本町2-30 34-1020
有 なかやま整体院 ﾅｶﾔﾏｾｲﾀｲｲﾝ 接骨院・鍼・灸 506-0051 中山町581 57-8778

㈲中山造園 ﾅｶﾔﾏｿﾞｳｴﾝ 樹木の剪定・造園工事 506-0053 昭和町2-123-4 33-8987
有 中山中華そば ﾅｶﾔﾏﾁｭｳｶｿﾊﾞ 中華そば・中華料理 506-0052 下岡本町1001-3 33-9910

ナガヨシ硝子 ﾅｶﾞﾖｼｶﾞﾗｽ ガラス・サッシ 506-0041 下切町2221-15 32-4875
有 なぎ　ふぉとぐらふ ﾅｷﾞ ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌ 出張写真撮影 090-7605-7347

なごみ整体サロン ﾅｺﾞﾐｾｲﾀｲｻﾛﾝ 整体 506-0055 上岡本町4-68 090-1827-7741

なごみ美容室 ﾅｺﾞﾐﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-1317 上宝町本郷2590-1 0578-86-2017

有 Natural eyes ﾅﾁｭﾗﾙ ｱｲｽﾞ マツエク 506-0051 中山町 ‐
Natural　Life ナチュラル　ライフ 化粧品 506-0031 西之一色町3-1454-3 090-2770-0699

棗 ﾅﾂﾒ 居酒屋 506-0005 七日町2-229 34-1123
有 七色食堂 ﾅﾅｲﾛｼｮｸﾄﾞｳ 鶏唐定食・飛騨牛定食・ラーメン 506-0009 花岡町1-17　ARCビル　1F 34-5557
有 浪花すし ナニワズシ すし・一品料理 506-0025 天満町3-73 32-3944
有 なべかま ﾅﾍﾞｶﾏ 弁当・パック詰料理・オードブル 506-0844 上一之町75-6 32-3427
有 ㈱なべしま ﾅﾍﾞｼﾏ 花火・ドリンク･縁日用品･銃砲 506-0045 赤保木町233 34-3200
有 なべしま銘茶 ﾅﾍﾞｼﾏﾒｲﾁｬ お茶・飛騨紅茶・飛騨むぎ茶 506-0843 下一之町12 32-4086

㈲滑川新聞店 ﾅﾒﾘｶﾜｼﾝﾌﾞﾝﾃﾝ 中日新聞 506-0021 名田町3-25 34-0092
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

有 慣れないラブソング ナレナイラブソング 食パン･ラスク 506-2123 丹生川町町方38-1 70-8884
ニウリヤ　中垣屋 ﾆｳﾘﾔﾅｶｶﾞｷﾔ うどん・そば 506-0845 上二之町55 34-3064

有 二木酒造㈱ ﾆｷｼｭｿﾞｳ(ｶ 日本酒(玉ノ井･氷室) 506-0845 上二之町40 32-0021
有 肉の朝日屋 ニクノアサヒヤ 牛肉・豚肉・鶏肉・他 506-0012 八軒町1-10 34-9083

㈱肉の匠家　問屋町店 ﾆｸﾉﾀｸﾐﾔ ﾄﾝﾔﾏﾁﾃﾝ 飛騨牛 506-0002 問屋町26 36-3251
有 ㈱肉の匠家　安川店 ﾆｸﾉﾀｸﾐﾔ ﾔｽｶﾞﾜﾃﾝ 飛騨牛 506-0842 下二之町2 36-2989
有 肉連食堂 ﾆｸﾚﾝｼｮｸﾄﾞｳ 焼肉定食、焼きしゃぶ定食 506-0026 花里町6-9-1 32-2911

nico ﾆｺ 美容サービス 506-0831 吹屋町69-3 070-4374-4893

にこにこ音楽教室 ﾆｺﾆｺｵﾝｶﾞｸｷｮｳｼﾂ ピアノ教室 506-0825 石浦町9-286-5 36-3263
Nicora ﾆｺﾗ 美容、マツエク 506-0808 松本町2036-7 080-5100-0051

有 にしきや ﾆｼｷﾔ 食料品・野菜・菓子 506-0851 大新町4-175 32-1765
有 西さか田(べんがら) ﾆｼｻｶﾀﾞ(ﾍﾞﾝｶﾞﾗ) 呉服・和装小物 506-0846 上三之町15 32-0014

㈲日栄自動車販売 ﾆﾁｴｲｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾝﾊﾞｲ 自動車販売 506-0808 松本町221-1 35-0151
日産プリンス飛騨販売株式会社 ﾆｯｻﾝﾌﾟﾘﾝｽ 自動車 506-0054 岡本町3-220-2 32-6101

有 日進木工ショールーム ﾆｯｼﾝﾓｯｺｳｼｮｰﾙｰﾑ 家具・インテリア雑貨 506-0004 桐生町7-78 33-1123
日晴有斐㈱ ﾆｯｾｲﾕｳﾋ リネン品･クリーニング 506-0058 山田町863-22 34-5321
新田自動車㈱ ﾆｯﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車整備 506-0053 昭和町3-138-1 32-3070
日本料理　山貴 ﾆﾎﾝﾘｮｳﾘ ﾔﾏｷ 日本料理 506-0838 馬場町1-15 33-8554

有 日本料理 亀樹 ﾆﾎﾝﾘｮｳﾘｷｼﾞｭ 飲食 506-0055 上岡本町1-368 57-8986
有 にゃん　living ﾆｬﾝ ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 保護猫とのふれ合い 506-0031 西之一色町3-813-6 70-8826
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

にゅうかわカントリークラブ ﾆｭｳｶﾜｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ゴルフ場 506-2131 丹生川町大萱乱橋80-1 78-1131
丹生川精肉㈱ ニュウカワセイニク　（カ 牛肉(飛騨牛) 506-0031 西之一色町3-1455-9 33-4728
乳幼児教室 はぴるん ﾆｭｳﾖｳｼﾞｷｮｳｼﾂ ﾊﾋﾟﾙﾝ 乳幼児教室 506-0808 松本町2050-4 090-4858-6055

有 neighbird ネイバード 飲食店 506-0025 天満町5-7-6 70-1664
有 Nail　me⁺ ﾈｲﾙ ﾐｰﾌﾟﾗｽ ネイルサービス 506-0802 松之木町 -

ｎａｉｌ　ｒｏｏｍ．　Ｒｏｎｄ ﾈｲﾙ　ﾙｰﾑ　ﾛﾝﾄﾞ ネイルサロン 506-0824 片野町6-70　2Ｆ
有 ネイルネイル ネイルネイル ネイルサロン 506-0806 曙町2-13 35-0714

猫の月　さくらやま ﾈｺﾉﾂｷ ｻｸﾗﾔﾏ 化粧品販売 506-0851 大新町1-44-1 77-9977
有 猫の月　さくらやま　猫くら ﾈｺﾉﾂｷ ｻｸﾗﾔﾏ ﾈｺｸﾗ 猫カフェ 506-0851 大新町1丁目44-1 77-9977

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

有 農園キッチンｋｉｒｉｎ ﾉｳｴﾝｷｯﾁﾝｷﾘﾝ レストラン 509-4116 国府町上広瀬1294-1 72-3715
農業創庫 ﾉｳｷﾞｮｳｿｳｺ 肥料、農業資材、農産物等 506-0802 松之木町313-4 37-6251
野内化粧品店 ノウチケショウヒンテン 化粧品 506-0824 片野町4-651 34-1569

有 濃飛バスツアーデスク ﾉｳﾋﾊﾞｽﾂｱｰﾃﾞｽｸ 旅行商品 506-0026 花里町6-125 33-0131
有 濃飛バストラベルセンター ﾉｳﾋﾊﾞｽﾄﾗﾍﾞﾙｾﾝﾀｰ 旅行商品 506-0053 昭和町1-258 32-3267

ノエビア片野中部営業所 ﾉｴﾋﾞｱｶﾀﾉﾁｭｳﾌﾞｴｲｷﾞｮｳｼｮ 化粧品 506-0824 片野町6-200 090-5105-0378

ノエビア化粧品飛騨清見代理店 ﾉｴﾋﾞｱｹｼｮｳﾋﾝﾋﾀﾞｷﾖﾐﾀﾞｲﾘﾃﾝ 化粧品 506-0101 清見町牧ケ洞3161-1 68-3357
ノエビア高山中央代理店 ﾉｴﾋﾞｱﾀｶﾔﾏﾁｭｳｵｳﾀﾞｲﾘﾃﾝ 化粧品 506-0825 石浦町7-156 32-6782
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
NOTE ﾉｰﾄ ヘアカット・ヘアカラー・パーマ 506-0004 桐生町5-41-2 77-9216

有 のがわ ノガワ うどん・そば・かき氷 506-0821 神明町4-14 33-7946
ｎｏｋｕｔａｒｅ ﾉｸﾀｰﾚ 木製品 506-0102 清見町三日町82 68-2104
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
のくび農産 ﾉｸﾋﾞﾉｳｻﾝ 餅・漬物・味噌 506-0824 片野町3-261 33-6492

有 ｎｏｃｏ ﾉｺ 木製インテリア雑貨 506-0101 清見町牧ケ洞1500 68-1141
香舗　能登屋 ﾉﾄﾔ お香 506-0846 上三之町104 33-0889

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
有 ノナカベーカリー ﾉﾅｶﾍﾞｰｶﾘｰ パン・お菓子 506-0004 桐生町2-241 62-9119

のの花 ﾉﾉﾊﾅ 飲食 506-0843 下一之町52 35-5338
有 野畑茶舗 ﾉﾊﾞﾀﾁｬﾎ 銘茶・茶道具 506-0851 大新町1-80 32-0820

NOBU ﾉﾌﾞ 婦人靴・スニーカー・雨靴・修理 506-0026 花里町6-7 32-4678
のぼりや　カフェ　三日町 ﾉﾎﾞﾘﾔ ｶﾌｪ ﾐｯｶﾏﾁ パン・焼菓子 506-0102 清見町三日町1402 70-8798
呑処　彪 ﾉﾐﾄﾞｺﾛ ｱﾔ 居酒屋 509-3214 久々野町無数河570-4 52-2933

有 呑屋　縁べゑ ﾉﾐﾔ ｴﾝﾍﾞｴ 創作和食 506-0017 朝日町23 36-0049
野村酒店 ﾉﾑﾗｻｹﾃﾝ 酒・飲料水 509-4121 国府町宇津江1895 72-2172
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



有 のりくらファミリー眼科 ﾉﾘｸﾗﾌｧﾐﾘｰｶﾞﾝｶ コンタクトレンズ・保護眼鏡 506-0851 大新町5-162-1 62-8201
㈲のりくら屋 ﾉﾘｸﾗﾔ だんご 509-4117 国府町三川275-1 72-4082

有 乗鞍山の宿銀嶺荘 ﾉﾘｸﾗﾔﾏﾉﾔﾄﾞ ｷﾞﾝﾚｲｿｳ 山小屋 506-2254 丹生川町岩井谷乗鞍岳 79-2026
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
ぱぁーま　髪切虫 ﾊﾟｧｰﾏ ｶﾐｷﾘﾑｼ 美容室 506-0824 片野町4-314 34-6663
バーバー　みのゆきお ﾊﾞｰﾊﾞｰ ﾐﾉﾕｷｵ 理容業 506-0022 西町69 33-5259
ＢＡＲＢＥＲ’Ｓ　ＳＴＯＲＥ　ＭＩＨＡＬ ﾊﾞｰﾊﾞｰｽﾞｽﾄｱ ﾐﾊﾙ 理容室 506-0021 名田町2-20 32-3832
Purple Plus ﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾌﾟﾗｽ バー 506-0025 天満町3-60 090-8676-9959

有 パーラー　だるま ﾊﾟｰﾗｰ ﾀﾞﾙﾏ タコライス・スパイスカレー 506-0007 総和町2-3-12 090-9192-9226

パール美容院 ﾊﾟｰﾙﾋﾞﾖｳｲﾝ 美容室 506-0053 昭和町1-202-8 32-5486
はいから舎 ﾊｲｶﾗﾔ 美容業務 506-0004 桐生町4-191 34-4004
㈱ﾊﾞｲｸﾎﾞﾝﾊﾞｰ ﾊﾞｲｸﾎﾞﾝﾊﾞｰ 二輪車販売・修理・車検 509-4122 国府町名張1122-1 72-3311

有 ハイジパン ﾊｲｼﾞﾊﾟﾝ パン 506-0842 下二之町77 37-1121
喫茶ハイタイム ﾊｲﾀｲﾑ コーヒー(飲食) 501-5413 荘川町新渕101-1 05769-2-2255

有 ハイマウント ﾊｲﾏｳﾝﾄ クライミング アクティビティ 506-0053 昭和町3-79-6 77-9142
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

有 パイルドライバー ﾊﾟｲﾙﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ スポーツ用品等 506-0054 岡本町2-106-1 36-3378
ハウジング アイズ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ｱｲｽﾞ 住宅建築 509-4122 国府町名張1123 72-0070

有 はぎ手芸店 ﾊｷﾞｼｭｹﾞｲﾃﾝ 手芸用品　生地　毛糸　ミシン 506-0856 大門町79 34-0582
有 はきもの　古川屋 ﾊｷﾓﾉ ﾌﾙｶﾜﾔ 履物 506-0845 上二之町54 32-2047

白洗舎クリーニング ハクセンシャクリーニング 一般クリーニング 506-0021 名田町6-１ 32-1877
バグパイプ ﾊﾞｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ コーヒー・生ジュース・ケーキ 506-0847 片原町75 33-7401
はし善 ﾊｼｾﾞﾝ 和食 506-0012 八軒町1-93 32-3821

有 はじめ焼き菓子店 ﾊｼﾞﾒﾔｷｶﾞｼﾃﾝ 菓子 506-0035 新宮町1165-2 57-5725
㈲ハシモト　ハウス ﾊｼﾓﾄ ﾊｳｽ 住宅建築 506-0802 松之木町1040-27 35-0010

有 畑中堂 ﾊﾀﾅｶﾄﾞｳ 和菓子 506-0856 大門町85 32-0169
畑中土産品店 ﾊﾀﾅｶﾐﾔｹﾞﾋﾝﾃﾝ 土産品販売 506-0026 花里町5-13 32-0398
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
café＆bar BACCHUS ﾊﾞｯｶｽ 飲食 506-0014 相生町56-2 70-8525

有 パッケージプラザ　パックパックス高山店 ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾗｻﾞ ﾊﾟｯｸﾊﾟｯｸｽﾀｶﾔﾏﾃﾝ 包装資材・家庭用品他 506-0004 桐生町8-535 36-1700
有 八光苑 ﾊｯｺｳｴﾝ 日本料理 509-4121 国府町宇津江3236-16 72-3065
有 ハッピープラス㈱ ﾊｯﾋﾟｰﾌﾟﾗｽ ツアー・おいしいお米 506-0845 上二之町22 70-8528
有 はつみ美容室 ﾊﾂﾐﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容業 506-0041 下切町887 33-6365
有 ㈲Buddy ﾊﾞﾃﾞｨ 自動車・板金・修理 506-0055 上岡本町7-435 37-5360
有 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｏｎｖｅ* ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ｵﾝｳﾞ ケーキ・焼き菓子 506-0102 清見町三日町1688 090-5177-4596

鳩自動車修理工場 ﾊﾄｼﾞﾄﾞｳｼｬｼｭｳﾘｺｳｼﾞｮｳ 車検･一般整備 506-0035 新宮町830-18 33-0810
有 鳩タクシー㈱ ﾊﾄﾀｸｼｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ タクシー･介護タクシー 506-0021 名田町5-95-16 32-0246
有 花扇別邸 いいやま ﾊﾅｵｳｷﾞﾍﾞｯﾃｲ ｲｲﾔﾏ 旅館 506-0003 本母町262-2 37-1616

花工房キノシタ ﾊﾅｺｳﾎﾞｳｷﾉｼﾀ 生花 506-0856 大門町33 32-6133
パナサービス川﨑 ﾊﾟﾅｻｰﾋﾞｽｶﾜｻｷ 家電・修理 506-0004 桐生町3-233 36-0087

有 パナスペース　アスク ﾊﾟﾅｽﾍﾟｰｽ ｱｽｸ 家電・パソコン・オール電化 509-4119 国府町広瀬町917 72-3939
花生 ﾊﾅｾ 生花 506-0055 上岡本町7-203 32-2125
Ｂａｎａｎａ　ｍｏｏｎ バナナムーン 美容室 506-0804 長坂町37 36-0151

有 花のクリモト 岡本店 ﾊﾅﾉｸﾘﾓﾄ ｵｶﾓﾄﾃﾝ 生花・鉢物 506-0054 岡本町2-8-1 32-1355
有 花のクリモト 花川店 ﾊﾅﾉｸﾘﾓﾄ ﾊﾅｶﾜﾃﾝ 生花・鉢物 506-0015 花川町33 35-3348

花ひろば ﾊﾅﾋﾛﾊﾞ 花苗・植木・園芸用土 506-0047 八日町111-1 32-1930
華ぶらいだる ﾊﾅﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ 貸衣装 506-0054 岡本町2-18 35-2287

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
有 ㈲花屋のながぜん ハナヤノナガセン 生花 506-0843 下一之町31 32-1299
有 ハナヤベーカリー ﾊﾅﾔﾍﾞｰｶﾘｰ パン・菓子 506-0003 本母町341-5 33-6763
有 ｐａｎｏｖｅ ﾊﾟﾇｰｳﾞ パン・サンドイッチ 506-0054 岡本町2-140-4 77-9450

ハバデンキ ﾊﾊﾞﾃﾞﾝｷ 家電小売 506-0852 八幡町136 34-1819
㈱馬場農機商会 ﾊﾞﾊﾞﾉｳｷｼｮｳｶｲ 農業機械 506-0842 下二之町62 32-0907
PUB　JUNK'S ﾊﾟﾌﾞ ｼﾞｬﾝｸｽ 酒 506-0017 朝日町50 35-0506
パブ　パラダイス ﾊﾟﾌﾞ ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ のみや 506-0017 朝日町23-5 34-7713
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
㈲ハムショップヒダ電子 ﾊﾑｼｮｯﾌﾟﾋﾀﾞﾃﾞﾝｼ 無線機販売 506-0052 下岡本町2558-24 32-5665

有 刃物専門店　是ノ刃 ﾊﾓﾉｾﾝﾓﾝﾃﾝ ｺﾉﾊ 包丁他刃物類 506-0841 下三之町115 70-8377
㈲はや志酒店 ﾊﾔｼｻｹﾃﾝ 酒類 506-0844 上一之町110 32-4359
原一杯(ランチ＆居酒屋） ﾊﾗｲｯﾊﾟｲ ランチ・居酒屋 506-0058 山田町291-1 62-8106

有 ハラサイクル ハラサイクル 自転車販売・修理 506-0016 末広町61（国分寺通り） 32-1657
有 ㈲原田酒造場 ﾊﾗﾀﾞｼｭｿﾞｳｼﾞｮｳ 日本酒 506-0846 上三之町10 32-0120

原田商店 ﾊﾗﾀﾞｼｮｳﾃﾝ 酒・飲料水 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根837-1 0578-89-2514

原田美容室 ﾊﾗﾀﾞﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容 506-0011 本町4-35 34-0685
有 はり・きゅう　セラビ治療院 ﾊﾘ ｷｭｳ ｾﾗﾋﾞﾁﾘｮｳｲﾝ 鍼灸治療 506-0052 下岡本町1217-7 34-5470

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
はるおさん家（ち）のお好み焼き ﾊﾙｵｻﾝﾁﾉｵｺﾉﾐﾔｷ お好み焼き・焼きそば 506-0838 馬場町2-95 090-7862-1317

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

有 BarFiore ﾊﾞﾙﾌｨｵｰﾚ レストラン（イタリアン） 506-0008 初田町3-88-5 34-3282
㈱バロックワークス ﾊﾞﾛｯｸﾜｰｸｽ 自動車修理・販売 506-0818 江名子町2467 32-3977
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

パン工房ゆう ﾊﾟﾝｺｳﾎﾞｳ ﾕｳ 米粉パン 506-1317 上宝町本郷669－3 0578-86-2477

有 はんちくてい八軒町本店 ﾊﾝﾁｸﾃｲﾊﾁｹﾝﾏﾁﾎﾝﾃﾝ クレープ・コーヒー・ワイン 506-0012 八軒町1-95 37-7817
有 はんちくていルビットタウン高山店 ﾊﾝﾁｸﾃｲﾙﾋﾞｯﾄﾀｳﾝﾀｶﾔﾏﾃﾝ クレープ・ソフトクリーム 506-0054 岡本町3-18-2  1階 32-8880

バンドス ﾊﾞﾝﾄﾞｽ カレー・ちゃんぽん・皿うどん 506-0009 花岡町3-79-1 33-4110
Handmade　Craft　Shop　SWING ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ｸﾗﾌﾄ ｼｮｯﾌﾟ ｽｳｨﾝｸﾞ 木の小物・カトラリー・家具 506-0845 上二之町51 57-7878

有 ｈａｎｄｍａｄｅ　ＦｏｕｒＳ ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ ﾌｫｰｽ ハンドメイド帽子・ペット用品 506-0841 下三之町50 090-9175-8283

パンのブレーメン ﾊﾟﾝﾉﾌﾞﾚｰﾒﾝ パン類 506-0012 八軒町1-34 32-3794
有 ばんばシート㈱ ﾊﾞﾝﾊﾞｼｰﾄ シート全般 506-0052 下岡本町2963 32-3245

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

有 Viejoie ビ・ジョア エステ･化粧品販売 506-0802 松之木町2536-5 090-5613-2775

bee ｄance Studio ﾋﾞｰ ﾀﾞﾝｽ ｽﾀｼﾞｵ レッスン受講料 506-0055 上岡本町7-500-1　JOYビル　2F 33-5667
有 Ｂ-ＢＥＡＮ ﾋﾞｨ･ﾋﾞｰﾝ 美容技術の施術と美容商材の販売 506-0013 有楽町45　シングセカンド２F 32-9575

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
ピースランド ﾋﾟｰｽﾗﾝﾄﾞ 書籍 506-0855 愛宕町8 34-5356
ピープル理容 ﾋﾟｰﾌﾟﾙﾘﾖｳ カット、女性お顔そり他 509-4119 国府町広瀬町644-1 72-3551

有 HIIRA'S　TREAT ﾋｲﾗｽﾞ ﾄﾘｰﾄ エステティック 506-0003 本母町432-1 35-2306
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

有 PIED DE POULE ﾋﾟｴﾄﾞﾌﾟｰﾙ 衣類・雑貨 506-0053 昭和町2-99-2 37-1212
東組 ﾋｶﾞｼｸﾞﾐ リフォーム・手すり取付けなど 506-0052 下岡本町1091-1 32-1255
東建設㈱ ﾋｶﾞｼｹﾝｾﾂ 新築・増築・修繕・リフォーム 506-0045 赤保木町1107 34-7981

有 東酒店 ﾋｶﾞｼｻｹﾃﾝ 酒 506-0011 本町3-40 32-0853
有 ㈲東田電気商会 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 家電・電気工事 509-4119 国府町広瀬町1107-1 72-2065
有 東田時計店 ヒガシダトケイテン ジュエリー･鞄･美容健康商品 506-0011 本町1-23 32-1821

光ミュージアム ﾋｶﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ 美術館・博物館 506-0051 中山町175 34-6511
有 美顔教室まどか ﾋﾞｶﾞﾝｷｮｳｼﾂﾏﾄﾞｶ 化粧品･クロロフィル化粧料 506-0032 千島町400 34-5775
有 樋口果樹園 ヒグチカジュエン りんご・桃・りんごジュース 506-0818 江名子町2242-1 32-3386
有 彦谷の里　キャンプ場 ﾋｺﾀﾞﾆﾉｻﾄ ｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ キャンプ場 506-0205 清見町夏厩687-3 67-3039

ピザハウス　７７番地 ピザハウス　７７バンチ 宅配・テイクアウトピザ 506-0032 千島町77 33-4443
有 土方肉蔵 ﾋｼﾞｶﾀﾆｸｿﾞｳ 飛騨牛 506-0017 朝日町23 34-2990

美女高原 ﾋﾞｼﾞｮｺｳｹﾞﾝ 食堂、キャンプ、釣り、ボート 509-3306 朝日町見座1362-2 55-3820
ビストロ ミュー ビストロ ミュー フランス料理 506-0007 総和町1-55-3 36-0149

有 BISTRO KANZ0 ﾋﾞｽﾄﾛ･ｶﾝｿﾞ 飲食店 506-0013 有楽町46  シングビル1F 34-2363
ビストロ・ボンヌ ﾋﾞｽﾄﾛ･ﾎﾞﾝﾇ ドリンク・フード 506-0017 朝日町23 34-6766

有 そば　うどん　飛騨 ヒダ そば･うどん 506-0026 花里町5-22 32-1820
有 飛騨琢磨本店 ヒダ　タクマ 飛騨牛・各種肉類・魚介類 506-0025 天満町5-1 35-1341
有 斐太ヂーゼル　有限会社 ヒダ　ヂーゼル 自動車整備・電装品販売修理 506-0825 石浦町5-59 33-0624
有 HIDA・COLLECTION　くらしの制作所 ﾋﾀﾞ･ｺﾚｸｼｮﾝ ｸﾗｼﾉｾｲｻｸｼｮ 家具・インテリア雑貨 506-0055 上岡本町3-362 57-7555

飛騨・匠＆クラフトギャラリー ﾋﾀﾞ･ﾀｸﾐｱﾝﾄﾞｸﾗﾌﾄｷﾞｬﾗﾘｰ 飛騨の工芸品･ｸﾗﾌﾄ作品 506-0025 天満町5-1-25 35-0370
飛騨印刷㈱ ヒダインサツ（カ 印刷物 506-0031 西之一色町3-647-28 32-1191
㈲飛騨液化ガス ﾋﾀﾞｴｷｶｶﾞｽ ガス器具 509-3505 一之宮町1852 53-3066

有 飛騨大井屋 ﾋﾀﾞｵｵｲﾔ 和菓子・カフェ 506-0846 上三之町68 32-2143
有 HIDA　Calf　LBco． ﾋﾀﾞｶｰﾌ  ﾚｻﾞｰﾍﾞﾙｶﾝﾊﾟﾆｰ 飛騨牛革製品　ランドセル　小物 506-0054 岡本町4-403-4 32-5788
有 ㈱ヒダ硝子建材 ﾋﾀﾞｶﾞﾗｽｹﾝｻﾞｲ サッシ・ガラス・エクステリア 506-0058 山田町1277-3 33-3362

㈲ヒダ企画 ﾋﾀﾞｷｶｸ リフォーム 509-3313 朝日町胡桃島221-1 56-1149
有 飛騨季節料理　肴 ﾋﾀﾞｷｾﾂﾘｮｳﾘ ｻｶﾅ 日本料理店 506-0033 越後町1126-1 36-1288
有 飛騨牛家 兆治 ﾋﾀﾞｷﾞｭｳｹ ﾁｮｳｼﾞ 牛串・コロッケ 506-0845 上二之町46 080-5102-0369

有 飛騨牛食べ処　牛政 ﾋﾀﾞｷﾞｭｳﾀﾍﾞﾄﾞｺﾛ ｷﾞｭｳﾏｻ 飛騨牛 506-0004 桐生町4-377-1 34-9052
有 飛騨牛のこもり ﾋﾀﾞｷﾞｭｳﾉｺﾓﾘ 食肉販売 506-0817 山口町722-1 57-8866

飛騨牛本格焼肉　七凛 ﾋﾀﾞｷﾞｭｳﾎﾝｶｸﾔｷﾆｸ　ｼﾁﾘﾝ 牛肉 506-0052 下岡本町1680-1 36-5776
飛騨牛料理店 鳩谷 ﾋﾀﾞｷﾞｭｳﾘｮｳﾘﾃﾝ ﾊﾄﾔ 飛騨牛料理 506-0851 大新町3-110 32-0255

有 飛騨餃子　あてや ﾋﾀﾞｷﾞｮｳｻﾞ ｱﾃﾔ 居酒屋 506-0017 朝日町9-3 33-6651
㈱斐太建装 ヒダケンソウ 網戸･内窓･ガラス･鍵の交換他 506-0052 下岡本町1156-1 32-1398



飛騨高原ハム ヒダコウゲンハム 手造りハム・ソーセージ･乳製品 509-4117 国府町三川1654 72-2484
有 飛騨国府特選館あじか ﾋﾀﾞｺｸﾌﾄｸｾﾝｶﾝ ｱｼﾞｶ 野菜・果物・花 509-4123 国府町金桶64-1 72-0150
有 ㈲飛騨米屋 ﾋﾀﾞｺﾒﾔ 飲食業 506-0021 名田町6-4 32-4034

飛騨コルト㈱ ﾋﾀﾞｺﾙﾄ 自動車 506-0004 桐生町6-93 32-1790
有 飛騨さしこ ﾋﾀﾞｻｼｺ 刺し子製品全般 506-0847 片原町60 34-5345
有 飛騨産業　HIDA高山店 ﾋﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ 家具及び木製小物 506-0021 名田町1-82-1 36-1110
有 飛騨産業　HIDA高山店・ THE OUTLET店 ﾋﾀﾞｻﾝｷﾞｮｳ ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ ｻﾞｱｳﾄﾚｯﾄﾃﾝ 家具及び木製小物 506-0021 名田町1-82-1 32-3676
有 飛騨山椒 ﾋﾀﾞｻﾝｼｮｳ 山椒粉 506-1431 奥飛騨温泉郷村上35-1 0578-89-2412

有 飛騨地酒蔵　本店 ﾋﾀﾞｼﾞｻﾞｹｸﾗ ﾎﾝﾃﾝ 地酒 506-0841 上三之町48 36-8350
ひだ荘川温泉　桜香の湯 ﾋﾀﾞｼｮｳｶﾜｵﾝｾﾝ ｵｳｶﾉﾕ 公衆浴場･ﾚｽﾄﾗﾝ 501-5414 荘川町猿丸82-1 05769-2-2044

斐太石油㈱ガス事業部 ヒダセキユ（カ　ガスジギョウブ ガス器具・工事・作業 506-0057 匠ケ丘町1-25 33-6648
斐太石油㈱久々野バイパスＳＳ ヒダセキユ（カ　クグノバイパスエスエス 燃料油・カーケア用品・作業 509-3214 久々野町無数河684-1 52-2048
斐太石油㈱ＤＤセスパ中山店 ヒダセキユ（カ　ディーディーセスパナカヤマテン 燃料油・カーケア用品・作業 506-0052 下岡本町1735-2 34-0528
斐太石油㈱　DDセルフ高山南店 ヒダセキユ（カ　ディーディーセルフタカヤマミナミテン カーケア用品・作業 506-0825 石浦町5-451 33-5600
斐太石油㈱ＤＤ高山店 ヒダセキユ（カ　ディーディータカヤマテン 燃料油・カーケア用品・作業 506-0026 花里町4-111 32-5115
斐太石油㈱ＤＤ高山松倉店 ヒダセキユ（カ　ディーディータカヤママツクラテン 燃料油・カーケア用品・作業 506-0055 上岡本町4-200 32-7272
斐太石油㈱平湯ＳＳ ヒダセキユ（カ　ヒラユエスエス 燃料油・カーケア用品・作業 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯768-11 0578-89-2511

斐太石油㈱松倉配送センター ヒダセキユ（カ　マツクラハイソウセンター 灯油 506-0055 上岡本町4-200 34-7272
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
飛騨たかね工房 ﾋﾀﾞﾀｶﾈｺｳﾎﾞｳ 食料品、土産物 509-3416 高根町中洞767 59-6020
飛騨高山　喜春楽 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ ｷｼｭﾝﾗｸ 古物商 506-0847 片原町53 32-8233
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

有 飛騨高山カントリークラブ ヒダタカヤマカントリークラブ ゴルフ場 506-0825 石浦町1108 34-5151
有 飛騨高山餃子総本山 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｷﾞｮｳｻﾞｿｳﾎﾝｻﾞﾝ 高山餃子・からあげ・みそ担々麺 506-0017 朝日町24 でこなる横丁 080-4305-9821

飛騨高山森林組合 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏｼﾝﾘﾝｸﾐｱｲ 薪・林業用具 506-0102 清見町三日町187-1 68-2221
飛騨高山大衆居酒屋  飛騨の介 ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾀｲｼｭｳｲｻﾞｶﾔ ﾋﾀﾞﾉｽｹ 飲食 506-0025 天満町6-9-2  ホワイトビル2F 70-8614

有 飛騨高山テディベアエコビレッジ ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾃﾞｨﾍﾞｱｴｺﾋﾞﾚｯｼﾞ ミュージアム・カフェ・ショップ 506-0031 西之一色町3-829-4 37-2525
有 飛騨高山よしま農園 ヒダタカヤマヨシマノウエン 自然食品・野菜 506-0044 上切町378 33-6216
有 飛騨高山レトロミュージアム ﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾚﾛﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑ 博物館入館料・学校給食（飲食） 506-0821 神明町4-7 70-8384

飛騨中華そば　高砂 ﾋﾀﾞﾁｭｳｶｿﾊﾞ ﾀｶｻｺﾞ 中華そば 506-0825 石浦町2-383 33-3661
有 飛騨中古車センター㈱ ﾋﾀﾞﾁｭｳｺｼｬｾﾝﾀｰ 自動車販売・修理・自動車用品 506-0825 石浦町7-277 32-3171
有 ㈱ひだっこの里 ﾋﾀﾞｯｺﾉｻﾄ アスパラガス・カフェ 506-0058 山田町288-1 62-9778
有 ひだっちさるぼぼSHOP 安川店 ﾋﾀﾞｯﾁｻﾙﾎﾞﾎﾞｼｮｯﾌﾟ ﾔｽｶﾞﾜﾃﾝ 土産品 506-0844 上一之町53-6 34-2558
有 飛騨亭　花扇 ﾋﾀﾞﾃｲ ﾊﾅｵｳｷﾞ 旅館 506-0003 本母町411-1 36-2000

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 飛騨の味　酒菜 ﾋﾀﾞﾉｱｼﾞ ｼｭｻｲ 居酒屋 506-0026 花里町6-9-8 36-2355
有 ㈲飛騨農機 ﾋﾀﾞﾉｳｷ 農業機械 506-0059 下林町858-1 32-0334

㈱斐太パックス ﾋﾀﾞﾊﾟｯｸｽ 包装資材・家庭用品他 506-0004 桐生町8-410 33-1125
飛騨バッティングセンター ﾋﾀﾞﾊﾞｯﾃｨﾝｸﾞｾﾝﾀｰ バッティングプレイ料 506-0802 松之木町2875-1 34-1050
斐太バッテリー ヒダバッテリー 自動車用電池(ﾊﾞｯﾃﾘｰ) 506-0021 名田町4-19 32-0094
飛騨ハム ﾋﾀﾞﾊﾑ ハム･ソーセージ・飛騨牛カレー 506-0033 越後町2500-7 32-8686

有 飛騨版画喫茶　ばれん ﾋﾀﾞﾊﾝｶﾞｷｯｻ ﾊﾞﾚﾝ ぜんざい　抹茶パフェ　コーヒー 506-0846 上三之町107番地 33-9201
ひだ美女餅工房 ﾋﾀﾞﾋﾞｼﾞｮﾓﾁｺｳﾎﾞｳ 美女餅、五平餅、米粉ケーキ 509-3306 朝日町見座841-2 55-3007
飛騨美人 ヒダビジン 飲食 506-0017 朝日町53-6  2F 35-7277
飛騨ファームランド ﾋﾀﾞﾌｧｰﾑﾗﾝﾄﾞ 米・餅・おけそく・誕生餅 506-0058 山田町25-4 34-8506

有 飛騨フルーツ大福　飛騨屋 ﾋﾀﾞﾌﾙｰﾂﾀﾞｲﾌｸ ﾋﾀﾞﾔ 大福・フルーツ大福 509-4123 国府町金桶31番地1 70-8810
有 ㈱ひだホテルプラザ ﾋﾀﾞﾎﾃﾙﾌﾟﾗｻﾞ ホテル･レストラン･土産品店 506-0009 花岡町2-60 33-4600
有 飛騨ホルモン ﾋﾀﾞﾎﾙﾓﾝ 焼肉 506-0014 相生町18 32-3853
有 ひだまりの湯 ﾋﾀﾞﾏﾘﾉﾕ 温泉入浴 506-0001 冬頭町417 37-4126

㈲ひだ薬局 ﾋﾀﾞﾔｯｷｮｸ 医薬品 506-0021 名田町3-81 33-1423
ひだ薬局岡本店 ﾋﾀﾞﾔｯｷｮｸｵｶﾓﾄﾃﾝ 医薬品 506-0054 岡本町4-1-5 37-1660
ひだ薬局冬頭店 ﾋﾀﾞﾔｯｷｮｸﾌﾕﾄｳﾃﾝ 医薬品 506-0001 冬頭町752-1 35-3735
ひだ薬局町方店 ﾋﾀﾞﾔｯｷｮｸﾏﾁｶﾀﾃﾝ 医薬品 506-2123 丹生川町町方36-11 78-1313
飛騨冷凍空調㈱ ﾋﾀﾞﾚｲﾄｳｸｳﾁｮｳ(ｶ 空調工事・氷・ドライアイス 506-0002 問屋町73-3 33-5533

有 pizzeria SERICO ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ ｾﾘｺ ピッツァ・パスタ 506-0001 冬頭町38 62-8183
有 Pｉｚｚｅｒｉａ＆Bａｒ　Sａｌｕｔｅ ﾋﾟｯﾂｪﾘｱ&ﾊﾞﾙ ｻﾙｰﾃ ピザ 506-0026 花里町5-13-14 77-9480
有 ピッツェリア　ヒラノグラーノ ﾋﾟｯﾂｪﾘｱﾋﾗﾉｸﾞﾗｰﾉ イタリア料理（ピッツァ専門店） 506-0024 上川原町124 36-3300

ＨＩＴ ﾋｯﾄ 自動車販売・修理 506-0106 清見町坂下584 090-3481-3787

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

ひなの湯宿　松乃井 ﾋﾅﾉﾕﾔﾄﾞ ﾏﾂｲ 旅館（宿泊） 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根202-124 0578-89-2229

㈱ひの建築 ﾋﾉｹﾝﾁｸ 住宅建築工事 506-0818 江名子町3268番地 090-5033-3196

ひまわり理容室 ﾋﾏﾜﾘﾘﾖｳｼﾂ 理容 506-0824 片野町1-184-9 33-2854
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
ビューティーサロン　あい ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ ｱｲ 美容一式 506-0008 初田町1-40 34-5517
ビューティーサロン　しらぎく ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝ ｼﾗｷﾞｸ 美容室 506-0053 昭和町2-91-12 32-2657
ビューティサルーン　ウエンディ ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾙｰﾝ ｳｴﾝﾃﾞｨ 美容一般 506-0021 名田町3-14 33-3340

有 ビューティサロン　かつみ ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ ｶﾂﾐ 美容室 506-0012 八軒町3-38 32-1982
有 ビューティサロン　たまみ ﾋﾞｭｰﾃｨｻﾛﾝ ﾀﾏﾐ パーマ・カラー・カット・着付 506-0823 森下町2-12 34-4109

ビューティサロン　ルナ ビューティサロン　ルナ 美容業 506-0838 馬場町2-99 32-3493
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
ビューティースタジオ・ザ・ムーン ﾋﾞｭｰﾃｨｽﾀｼﾞｵｻﾞﾑｰﾝ エステティック 506-0004 桐生町2-349-3 57-7066
ビューティーサロン　ぐ・ちょき・ぱ ﾋﾞｭｰﾃｰｻﾛﾝｸﾞﾁｮｷﾊﾟ カット・カラー・パーマ 506-0004 桐生町5-187-19 35-5580
HYGGE LIFESTYLE SHOP ＆ CAFE ﾋｭｯｹﾞ　ﾗｲﾌｽﾀｲﾙ　ｼｮｯﾌﾟ　ｱﾝﾄﾞ　ｶﾌｪ インテリア雑貨・カフェ 506-0011 本町4-12　HYGGEビル１F 57-9130
Hutte A-miu ﾋｭｯﾃ ｱﾐｭｰ 喫茶、焼き菓子 509-3202 久々野町小屋名1187 070-2825-9738

有 美容室ケーズ ﾋﾞﾖｳｲﾝｹｰｽﾞ 美容一般 506-0009 花岡町3-94 36-0248
美容空間　Ｅａｓｅ ﾋﾞﾖｳｸｳｶﾝ ｲｰｽﾞ 美容代金他 509-3314 朝日町西洞544 090-8076-0112

美容室 アネモネ ﾋﾞﾖｳｼﾂ ｱﾈﾓﾈ 美容室 509-3505 一之宮町387-1 53-3332
有 美容室　アラモード ﾋﾞﾖｳｼﾂ ｱﾗﾓｰﾄﾞ 美容一般 506-0031 西之一色町2-24-10 36-3055
有 美容室　antenna（アンテナ） ﾋﾞﾖｳｼﾂ ｱﾝﾃﾅ 美容一般 506-0851 大新町2-64 33-5214
有 美容室ＫＩＩＴＯＳ ﾋﾞﾖｳｼﾂ ｷｰﾄｽ ﾍｱｶｯﾄ､ｶﾗｰ､ﾊﾟｰﾏ 506-0807 三福寺町1162-1 32-8335
有 美容室　Sala紗 ﾋﾞﾖｳｼﾂ ｻﾗｻ 美容(パーマ、カラー、カット) 506-0823 森下町2-154-3 34-7976

びようしつ　貴誠季 ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾀﾏｷ 美容室 506-0818 江名子町3009-3 36-1855
美容室　とるはあと ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾄﾙﾊｱﾄ 美容業 506-2123 丹生川町町方177-1 78-2016
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

有 美容室　ヘアシス ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾍｱｼｽ カット 506-0003 本母町50 62-9382
美容室　モンシェリー ﾋﾞﾖｳｼﾂ　ﾓﾝｼｪﾘｰ ベルジュバンス専門店 506-0818 江名子町3850-1 33-7216
美容室Ril’ｈａ ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾘﾙﾊ カット・パーマ・カラー商品 506-0055 上岡本町4-439-10 57-7711
美容室　りんごの木 ﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾘﾝｺﾞﾉｷ 美容院 506-0836 島川原町17 34-3352
美容室 ありしあ ﾋﾞﾖｳｼﾂｱﾘｼｱ カット＆パーマ 506-0059 下林町858-4 33-7202
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

有 美容室ラルジュ ﾋﾞﾖｳｼﾂﾗﾙｼﾞｭ 美容業 509-4123 国府町金桶374-3 72-5630
有 ひよこ庵 ﾋﾖｺｱﾝ 和菓子 506-0055 上岡本町4-293　メゾングレイス103 36-0245
有 ひよこ庵　宮川朝市店 ﾋﾖｺｱﾝ ﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁﾃﾝ 和菓子 506-0841 下三之町  宮川朝市通り 090-1759-9542

平川医療器商会㈱ ﾋﾗｶﾜｲﾘｮｳｷｼｮｳｶｲ 医療機器・医療用品販売 506-0003 本母町342-3 36-3638
平川補聴器センター ﾋﾗｶﾜﾎﾁｮｳｷｾﾝﾀｰ 補聴器販売 506-0003 本母町342-3 35-4133

有 ビラコチャ ﾋﾞﾗｺﾁｬ コーヒー・ケーキ・ハンバーグ 506-0051 中山町175　光ミュージアム内 32-4341
㈲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

有 ㈱平田酒造場 ﾋﾗﾀｼｭｿﾞｳｼﾞｮｳ 日本酒･リキュール 506-0845 上二之町43 32-0352
有 平田茶舗 ﾋﾗﾀﾁｬﾎ 日本茶 506-0856 大門町82 32-3516

㈱平畑電気設備 ﾋﾗﾊﾀﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 電気設備・空調設備 506-0003 本母町133 77-9970
有 ひらゆの森 ﾋﾗﾕﾉﾓﾘ 日帰入浴・飲食業 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯763-1 0578-89-3338

有 平湯バスターミナル ﾋﾗﾕﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ バス乗車券 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯628 0578-89-2351

㈱ヒラヨシ ヒラヨシ チェーンソー・草刈機・山林道具 506-0025 天満町6-27 32-1564
㈲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
HIRO企画 ﾋﾛｷｶｸ 外装業・なんでも代行 506-0032 千島町345 33-9846

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
有 廣寿司 ヒロズシ すし・和食 506-0015 花川町2-10 34-3977

日和田高原ロッジ・キャンプ場 ﾋﾜﾀﾞｺｳｹﾞﾝﾛｯｼﾞ･ｷｬﾝﾌﾟｼﾞｮｳ オートキャンプ・テントサウナ 509-3405 高根町留之原1742-1 59-2510
有 ファイブエム ﾌｧｲﾌﾞｴﾑ 家電品販売・修理 506-0051 中山町6 33-7708

ファイン ファイン 自動車 鈑金・塗装 506-0046 下之切町1717-6 35-3439
有 ファクトリー　カサハラ ﾌｧｸﾄﾘｰ ｶｻﾊﾗ オートバイ 506-0041 下切町559 35-1006
有 ファボール飛騨 ﾌｧﾎﾞｰﾙﾋﾀﾞ バウムクーヘン 509-4115 国府町三日町404-1 70-8371
有 ㈲ファミリーオート販売 ﾌｧﾐﾘｰｵｰﾄﾊﾝﾊﾞｲ 自動車販売 506-0003 本母町190-2 35-0027

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
有 ファミリーストアさとう　石浦店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｲｼｳﾗﾃﾝ 食料品 506-0825 石浦町3-355-1 34-8850
有 ファミリーストアさとう　桐生店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｷﾘｭｳﾃﾝ 食料品 506-0004 桐生町2-271 34-8877
有 ファミリーストアさとう　国府店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｺｸﾌﾃﾝ 食料品 509-4119 国府町広瀬町1548-1 72-2237
有 ファミリーストアさとう　国分寺店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾃﾝ 食料品 506-0014 相生町23-3 62-8310
有 ファミリーストアさとう　三福寺店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｻﾝﾌｸｼﾞﾃﾝ 食料品 506-0807 三福寺町359-1 33-3322
有 ファミリーストアさとう　食彩館 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ｼｮｸｻｲｶﾝ 食料品 506-0824 片野町6-522 35-3310
有 ファミリーストアさとう　ピュア店 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｻﾄｳ ﾋﾟｭｱﾃﾝ 食料品 506-0031 西之一色町3-1135 35-7211

ファミリーマート　高山江名子店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　ﾀｶﾔﾏｴﾅｺﾃﾝ 食品・日用品 506-0818 江名子町487-13 37-1255
ファミリーマート　高山しんぐう店 ファミリーマート タカヤマシングウテン コンビニエンスストア 506-0035 新宮町1620 35-9446
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ 　高山総和三丁目店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾀｶﾔﾏｿｳﾜｻﾝﾁｮｳﾒﾃﾝ コンビニエンスストア 506-0007 総和町3-35 35-9522
ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　高山西之一色店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ ﾀｶﾔﾏﾆｼﾉｲｯｼｷﾃﾝ コンビニエンスストア 506-0031 西之一色町2-122-1 36-8036



ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ国府広瀬店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄｺｸﾌﾋﾛｾﾃﾝ 食品・日用雑貨 509-4119 国府町広瀬町1638-1 72-6851
ファミリーマート高山駅前店 ファミリーマートタカヤマエキマエテン 食料品・雑貨 506-0026 花里町6-38 36-9200
ファミリーマート高山上岡本町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｶﾔﾏｶﾐｵｶﾓﾄﾏﾁ コンビニ 506-0055 上岡本町3-326 36-6058
ファミリーマート高山上二之町店 ファミリーマートタカヤマカミニノマチテン 食料品・雑貨 506-0845 上二之町80 36-6166
ファミリーマート高山桐生店 ファミリーマートタカヤマキリュウテン 食料品等 506-0004 桐生町5-221 36-7202
ファミリーマート高山総和町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｶﾔﾏｿｳﾜﾏﾁ コンビニ 506-0007 総和町2-60-1 36-7230
ファミリーマート高山千島店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｶﾔﾏﾁｼﾏﾃﾝ 食料品 506-0032 千島町261-1 35-9012
ファミリーマート高山松之木町店 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾀｶﾔﾏﾏﾂﾉｷﾏﾁ 食品･日用雑貨･酒 506-0802 松之木町6-1 37-0158
ファミリーマート高山松原店 ファミリーマートタカヤママツバラテン 食料品・雑貨 506-0058 山田町1523-14 37-7270

有 Falò Coffee Brewers ﾌｧﾛｺｰﾋｰﾌﾞﾘｭﾜｰｽﾞ スペシャルティｺｰﾋｰと焼菓子 506-0844 上一之町45-2 070-4132-3481

有 Fitness next ﾌｨｯﾄﾈｽ ﾈｸｽﾄ フィットネスジム 506-0031 西之一色町2-180　グリーンホテル新館２F 36-5599
有 Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｎｅｘｔ　ピラティススタジオ ﾌｨｯﾄﾈｽ ﾈｸｽﾄ ﾋﾟﾗﾃｨｽｽﾀｼﾞｵ フィットネスジム 506-0053 昭和町1丁目165-1 36-5599

フィット薬局 ﾌｨｯﾄﾔｯｷｮｸ 薬品 506-0001 冬頭町745-1 33-5527
冬頭屋 ﾌｲﾄｳﾔ 惣菜・お弁当・ご会食 506-0844 上一之町45 32-0404

有 フィナンシェ ﾌｨﾅﾝｼｪ スイーツバイキング 506-0035 新宮町1154-1 62-9339
フィン・ユール邸 ﾌｨﾝ･ﾕｰﾙﾃｲ フィン・ユールの自邸を再現 506-0034 松倉町2115 34-6395
FOOD　BAR　TANI ﾌｰﾄﾞ ﾊﾞｰ ﾀﾆ 酒類 506-0016 末広町53-2 090-7853-3855

フードたなか ﾌｰﾄﾞﾀﾅｶ 食料品、酒、日用雑貨 509-3202 久々野町小屋名1151 52-2749
フードパブ  バレル フードパブ  バレル 飲食 506-0008 初田町1-50 36-1212
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
ブーランジェリー　のぼりや ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰ ﾉﾎﾞﾘﾔ パン・焼菓子 506-0055 上岡本町1-93 34-0034
Felice ﾌｪﾘｰﾁｪ 美容室 506-0824 片野町6-450 080-1600-5723

有 FORTUNE ﾌｫｰﾁｭｰﾝ 自動車 506-0052 下岡本町3048 36-1151
有 フォトスタジオ　モエ ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵ ﾓｴ お宮参り・七五三・成人式等撮影 506-0054 岡本町1-6 34-4133

福地温泉朝市 ﾌｸｼﾞｵﾝｾﾝｱｻｲﾁ 土産品、農作物、民芸品、骨董品 506-1434 奥飛騨温泉郷福地110 0578-89-3600

有 和菓子処　福壽庵 フクジュアン お菓子・フルーツ大福・どら焼 506-0001 冬頭町229 32-8160
福壽漆器店 ﾌｸｼﾞｭｼｯｷﾃﾝ 春慶塗 506-0858 桜町72 32-0290

有 福壽漆器店　安川店 ﾌｸｼﾞｭｼｯｷﾃﾝ ﾔｽｶﾞﾜﾃﾝ 春慶塗 506-0842 下二之町78 34-7290
有 福田屋 ﾌｸﾀﾞﾔ 春慶塗・一位一刀彫 506-0846 上三之町63 32-0065

福田薬局 ﾌｸﾀﾞﾔｯｷｮｸ 処方せん・医薬品 506-0821 神明町4-9 32-0596
有 福太郎 ﾌｸﾀﾛｳ みたらしだんご・五平餅・飲料 506-0841 下三之町58 35-6777

㈲富士工業 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ アルミ建材 506-0055 上岡本町1748-22 33-4971
富士自動車 フジジドウシャ 自動車販売･修理 506-0825 石浦町2-392 34-8577
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
ふじ整体 フジセイタイ 整体 506-0032 千島町772-6 35-0020
藤村理容室 フジムラリヨウシツ 理容室 506-0844 上一之町45 34-3783

有 ㈲藤本商会 ﾌｼﾞﾓﾄｼｮｳｶｲ 自動車 506-0102 清見町三日町339 68-2231
フジヤクリーニング フジヤクリーニング 着物・背広上下・ワンピース等 506-0823 森下町1-23 32-2635
ふじや漆器 フジヤシッキ 飛騨春慶塗 506-0026 花里町6-6 32-1353
㈲フジヤ洋服 フジヤヨウフク 洋品 506-0011 本町3-58 32-0735
婦人服のジュン ﾌｼﾞﾝﾌｸﾉｼﾞｭﾝ 衣料品（激安婦人服） 506-0011 本町3-51 33-7513

有 フタバデンキ フタバデンキ 家電品販売及び電気工事 506-0011 本町3-32-1 32-1848
二村建具店 フタムラタテグテン 障子、唐紙張替･建具製作 506-0802 松之木町1040-4 36-1758
二人静白雲 ﾌﾀﾘｼｽﾞｶ ﾊｸｳﾝ 宿泊・宴会・法要 506-0837 堀端町67 32-7666

有 ブックス　アイオー ﾌﾞｯｸｽ ｱｲｵｰ 書籍・文具 506-0054 岡本町2-41 34-7668
有 仏壇工芸　ほりお ﾌﾞﾂﾀﾞﾝｺｳｹﾞｲ ﾎﾘｵ 仏壇・仏具・線香・ろうそく 506-0807 三福寺町369-7 33-6686
有 ブッチャーズ飛騨高山 ﾌﾞｯﾁｬｰｽﾞﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ レストラン 506-0014 相生町58 36-3878
有 ブティック かいが ﾌﾞﾃｨｯｸ ｶｲｶﾞ 衣類・雑貨 506-0005 七日町1-48 32-2307
有 ふとんの清水屋 ﾌﾄﾝﾉｼﾐｽﾞﾔ 寝具 506-0004 桐生町8-503 34-0581
有 ふとんの清水屋国府リバーサイド店 フトンノシミズヤコクフリバーサイドテン 寝具・衣料品・ギフト用品 509-4119 国府町広瀬町1569 72-4088

船坂慶祥堂 フナサカケイショウドウ 古美術、古民芸品、書画、骨董 506-0844 上一之町57 34-0515
船坂酒店 ﾌﾅｻｶｻｹﾃﾝ 酒類 509-4102 国府町八日町346-2 72-2128

有 ㈲舩坂酒造店 ﾌﾅｻｶｼｭｿﾞｳﾃﾝ 酒・土産 506-0846 上三之町105 32-0016
船坂薬局 ﾌﾅｻｶﾔｯｷｮｸ 医薬品・化粧品 509-4119 国府町広瀬町936 72-2035
舟寿し ﾌﾅｽﾞｼ 寿司 509-3214 久々野町無数河579-5 52-3507
㈱船渡電気工事 ﾌﾅﾄﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 電気工事、電気商品販売 509-3205 久々野町久々野1941-3 52-2902
ふな彦酒店 フナヒコサケテン 酒類販売 506-0021 名田町5-100 32-0973
㈲舟山バス ﾌﾅﾔﾏﾊﾞｽ 貸切バス、旅行業 509-3214 久々野町無数河2388-1 52-3630

有 ぷぼlabo雑貨店 ﾌﾟﾎﾞﾗﾎﾞｻﾞｯｶﾃﾝ クラフトビール・ナッツ・雑貨 506-0054 岡本町1-154-3 080-5130-3613

有 ブライダル　美裳苑 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ﾋﾞｼｮｳｴﾝ 冠婚葬祭レンタル衣裳 506-0055 上岡本町5-695 34-5055
有 ブライダルサロン　寿々裳 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｻﾛﾝｽｽﾞｼｮｳ 婚礼衣装、振袖、衣裳等レンタル 506-0008 初田町3-5-2 34-1010
有 ブライダルハウス　マルイチ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾊｳｽ ﾏﾙｲﾁ 冠婚葬祭衣装 506-0006 神田町1-56 36-0101

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 Salon Pua ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｻﾛﾝ ﾌﾟｱ 脱毛施術 506-0035 新宮町1694-1 ｶﾒｵ新宮228 62-8338
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

有 プラスワン ﾌﾟﾗｽﾜﾝ 衣料品・プリント印刷 506-0053 昭和町2丁目135-10 57-5775
ブラッシュパート２ ﾌﾞﾗｯｼｭﾊﾟｰﾄ2 婦人服 506-0025 天満町6-6 32-7403
プラム ﾌﾟﾗﾑ 喫茶 509-3206 久々野町山梨69-3 52-3636
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
フラワー　空の色 フラワー　ソラノイロ 生花･ドライフラワー･鉢物 506-0016 末広町56 32-2422

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
有 flower＆works SADAYUKI JOUSHIMA ﾌﾗﾜｰｱﾝﾄﾞﾜｰｸｽ ｻﾀﾞﾕｷｼﾞｮｳｼﾏ 生花･ドライフラワー･ギフト 506-0052 下岡本町1653-1 57-7840
有 フラワーサークル・フラワーオアシス ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙ･ﾌﾗﾜｰｵｱｼｽ 生花・プリザーブドフラワー 506-0004 桐生町1-39-1 080-2614-4924

有 フラワーハウス しもで ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｼﾓﾃﾞ 生花・鉢物・ドライフラワー等 506-0008 初田町3-88-5 33-8701
有 フラワーハウス しもで ﾌﾗﾜｰﾊｳｽｼﾓﾃﾞ 生花販売 506-0054 岡本町3-18-2　ルビットタウン内 35-5125

フラワー美容室 ﾌﾗﾜｰﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容業務 506-0806 曙町1-21 33-1670
Franc.フランク ﾌﾗﾝｸ 美容業 506-0001 冬頭町931-3 35-5444

有 フランス菓子　リヨン ﾌﾗﾝｽｶﾞｼﾘﾖﾝ 洋菓子 506-0053 昭和町2-141 32-5335
有 フランス食堂　Nature ﾌﾗﾝｽｼｮｸﾄﾞｳ　ﾅﾁｭﾚ 飛騨の野菜が中心のフレンチ 506-0017 朝日町24　でこなる横丁 090-7367-5663

㈲プリンス美容室 L･O･F プリンスビヨウシツ エルオーエフ 美容室 506-0012 八軒町2-36-6 34-4510
㈲プリンス美容室 flap＆eclat ﾌﾟﾘﾝｽﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾌﾗｯﾌﾟ＆ｴｸﾗ 美容室 506-0015 花川町46 32-3809

有 ブルースタークリーナーズ ブルースタークリーナーズ クリーニング・きもの染色補正 506-0031 西之一色町1-91 32-1855
有 フルーツカフェ　Ｂｉｔｔａ ﾌﾙｰﾂｶﾌｪ ﾋﾞｯﾀ スムージー（移動販売） - 050-5867-3198

有 フルーツ専門店　銀コップ フルーツセンモンテン　ギンコップ フルーツ・ジュース・スムージー 506-0026 花里町6-17 33-0705
古川屋 フルカワヤ 衣料品 506-0016 末広町60 32-1386

有 古橋デンキ ﾌﾙﾊｼﾃﾞﾝｷ 家電製品 506-2123 丹生川町町方2011-1 78-1173
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

有 プレイビー ﾌﾟﾚｲﾋﾞｰ ボウリング 506-0053 昭和町2-207 33-4646
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

フレッシュフーズ　カシキ ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ ｶｼｷ 生鮮食料品他 506-1423 奥飛騨温泉郷栃尾322-1 0578-89-2660

有 フレンズカーショップ ﾌﾚﾝｽﾞｶｰｼｮｯﾌﾟ タイヤ・カー用品販売、取付 506-0004 桐生町2-17 33-4045
㈱FROG AUTO ﾌﾛｯｸﾞｵｰﾄ 自動車販売・修繕 506-0052 下岡本町992 33-2340

有 文蔵ラーメン ﾌﾞﾝｿﾞｳﾗｰﾒﾝ 飲食業 506-0101 清見町牧ケ洞2143-1 68-3373
Bun　Bun ブンブン 美容室 506-0025 天満町4-64-3 34-8193

有 分隣堂 ブンリンドウ 和菓子 506-0842 下二之町70 32-1844
有 ｈａｉｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ａｎｅｌａ ﾍｱ ｱﾄﾘｴ ｱﾈﾗ 美容室･ｼｬﾝﾌﾟｰ 506-0026 花里町2丁目14-2 080-1567-2281

hair lounge Link ﾍｱ　ﾗｳﾝｼﾞ ﾘﾝｸ カット･カラー・パーマ 506-0823 森下町1-225-2 70-8454
Hair Art Inity ﾍｱｰ ｱｰﾄ ｱｲﾆﾃｨｰ カット・カラーパーマ 506-0823 森下町1-49 33-1265
ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ　394゛ ﾍｱｰ ｱｲﾗｯｼｭ ｻｸｼﾞ 美容室・マツエク 509-3505 一之宮町4516-1 090-5853-4498

HAIR　icca ﾍｱｰ ｲｯｶ カット・カラー・パーマ 506-0851 大新町3-30 080-5167-1880

有 hair space into ﾍｱｰ ｽﾍﾟｰｽ ｲﾝﾄｩ 美容室 506-0031 西之一色町3-588-10 57-8884
有 HAIR　MONOCHROME ﾍｱｰ ﾓﾉｸﾛｰﾑ 美容室 506-0823 石浦町9-348-7 090-2619-7976

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
ヘアーエステ　ミンクス ヘアーエステ　ミンクス 美容室 506-0031 西之一色町3-1081-7 35-0154

有 ヘアークラフト　ジノ ﾍｱｰｸﾗﾌﾄ ｼﾞﾉ 美容業・美容商材販売 506-0054 岡本町3-106 34-8322
Hair-cottage Roots ﾍｱｰｺﾃｰｼﾞ ﾙｰﾂ 美容一般 506-0031 西之一色町2-85番地　2F 34-1190
ヘアーサロン　イシヅカ ﾍｱｰｻﾛﾝ ｲｼﾂﾞｶ 理容全般 509-4121 国府町宇津江2243-8 72-3748
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

有 へあーさろん　たにぐち ﾍｱｰｻﾛﾝ　ﾀﾆｸﾞﾁ 理容サービス一般 506-0817 山口町1291-6 32-3228
ヘアーサロン　ナカイ ﾍｱｰｻﾛﾝ ﾅｶｲ 理容室・美容室 501-5411 荘川町牧戸54 05769-2-2145

ヘアーサロン　ミッコ ﾍｱｰｻﾛﾝ ﾐｯｺ 理容業 506-1423 奥飛騨温泉郷栃尾332-5 0578-89-2157

ヘアーサロン Ribon ヘアーサロン リボン 美容店 506-0021 名田町2-103 33-0757
有 ヘアーサロン　ＫＥＥＰ ﾍｱｰｻﾛﾝｷｰﾌﾟ 美容全般 506-0003 本母町337-5 34-8805

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 ヘアーショップ　和志美 ヘアーショップワシミ ヘアーケア商品･カツラ取扱 506-0023 川原町34 32-7516

Bears ﾍﾞｱｰｽﾞ 子ども服・ハンドメイド 506-0052 下岡本町1575-1 080-6947-2464

ヘアースタジオ　アンバー ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ｱﾝﾊﾞｰ 美容室 506-0818 江名子町2600－129 36-5247
有 ヘアースタジオ　ラシーク ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ﾗｼｰｸ 美容・マツエク・増毛・着付 506-0026 花里町6-19 35-5607

ヘアースタジオ蘭 ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ﾗﾝ カット・カラー・パーマ 506-0055 上岡本町4-5-2　マーブルハイツ1F 35-6865
有 ヘアースタジオ　ロシナンテ ﾍｱｰｽﾀｼﾞｵ ﾛｼﾅﾝﾃ 美容室 506-0053 昭和町3-88-8 34-4528
有 ヘアー　ブティック　ルーチェ ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸ ﾙｰﾁｪ ｶｯﾄ･ﾊﾟｰﾏ･ｶﾗｰ･着付 506-0003 本母町117-15 62-8127
有 ヘアーブティック　あみん ﾍｱｰﾌﾞﾃｨｯｸｱﾐﾝ カット・パーマ・カラー 506-0031 西之一色町1-12-2 34-9204
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

ヘア＆フェイスサロン　メリー ﾍｱｱﾝﾄﾞﾌｪｲｽｻﾛﾝ ﾒﾘｰ 美容全般 506-0055 上岡本町8-464-1 35-3623
Hair＆Bridal　Studio　Nishimoto ﾍｱｱﾝﾄﾞﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ ｽﾀｼﾞｵ ﾆｼﾓﾄ 美容室 506-0054 岡本町1-234-5 34-2631
HAIR CREATION AOBA ﾍｱｸﾘｴｰｼｮﾝｱｵﾊﾞ 理容室 506-0008 初田町2-1 32-0927



ヘアサロン　華陽 ﾍｱｻﾛﾝ ｶﾖｳ 美容技術 506-0004 桐生町3-103 34-6056
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 ジュジュブ ﾍｱｻﾛﾝ ｼﾞｭｼﾞｭﾌﾞ カット・縮毛矯正・パーマ等 506-0054 岡本町4-128-1 34-0388
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

ヘアサロンエム スタジオМ ﾍｱｻﾛﾝｴﾑ ｽﾀｼﾞｵｴﾑ 理容業・美容業 506-0052 下岡本町1857-5 36-3966
有 HAIR STUDIO 46-YONROKU- ﾍｱｽﾀｼﾞｵ ﾖﾝﾛｸ 美容室 506-0825 石浦町8-182-12 090-7698-5098

ヘア・スタジオ　レオナルド ﾍｱｽﾀｼﾞｵﾚｵﾅﾙﾄﾞ 理・美容業 506-0009 花岡町1-15-2 34-4682
ヘアステージワード ﾍｱｽﾃｰｼﾞﾜｰﾄﾞ カット・パーマ・カラー・顔剃り 509-4121 国府町宇津江2266-10 72-5515
Hair Mode Wish ﾍｱﾓｰﾄﾞ ｳｨｯｼｭ 美容室 506-2123 丹生川町町方249-5 78-1383

有 ｈａｉｒ ｒｅｓｏｒｔ Bloom ﾍｱﾘｿﾞｰﾄﾌﾞﾙｰﾑ 美容室 506-0054 岡本町1-148-1 62-8577
有 Hair-room neutral ﾍｱﾙｰﾑ ﾆｭｰﾄﾗﾙ シャンプー、トリートメント 509-3304 朝日町立岩270-1 70-8366

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
カットスペース  ペイブメント ﾍﾟｲﾌﾞﾒﾝﾄ カット･パーマ･カラー 506-0032 千島町76 36-2178

有 平和プロパン瓦斯㈱ ﾍｲﾜﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ(ｶ LPガス・ガス器具 506-0002 問屋町73 34-2150
有 ㈲ベスト・リフォーム ベスト・リフォーム 建築リフォーム 506-0035 新宮町4305 33-8778

ＰＥＴ－ＳＡＬＯＮ　ＷＩＳＴＥＲＩＡ ﾍﾟｯﾄｻﾛﾝｳｨｽﾃﾘｱ 犬猫のトリミング･フード 506-0825 石浦町2-392 080-5158-2112

有 ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ Happy paws. ﾍﾟｯﾄｼｮｯﾌﾟ ﾊｯﾋﾟｰﾊﾟｳｽﾞ ペット用品・トリミングサロン 506-0031 西之一色町3-1124-3 70-8175
有 ペットのサロン ちっくたっくぼんぼん ﾍﾟｯﾄﾉｻﾛﾝ ﾁｯｸﾀｯｸ ペット美容 506-0818 江名子町1915-8 090-8952-8957

ペットマッサージみ癒 ﾍﾟｯﾄﾏｯｻｰｼﾞﾐﾕ 施術(マッサージ) 506-0825 石浦町6-146-5 090-5636-0501

ペットメモリアル飛騨 ﾍﾟｯﾄﾒﾓﾘｱﾙ ﾋﾀﾞ ペット個別火葬 506-0001 冬頭町255-1 57-8220
ベトコンラーメン　じげん ﾍﾞﾄｺﾝﾗｰﾒﾝ ｼﾞｹﾞﾝ 麺類・飲食 506-0011 本町3-68 57-5353
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

有 ヘルスバンク　西之一色店 ヘルスバンク　ニシノイッシキテン 医療品・化粧品・介護用品 506-0031 西之一色町3-1213-2 37-7877
有 Pen Shop IMAI ﾍﾟﾝｼｮｯﾌﾟ ｲﾏｲ 文房具・文具・雑貨 506-0011 本町3-5 鍜治橋こみちより２階 32-0344
有 ペンション　YES・NO ﾍﾟﾝｼｮﾝ ｲｴｽ･ﾉｰ 宿泊、食事 509-3314 朝日町西洞1630 57-2033

ペンション平川 ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾋﾗｶﾜ ペンション 506-1315 上宝町荒原1095-71 0578-86-2235

有 Voice ＆ isn ﾎﾞｲｽ&ｲｽﾞﾝ 美容院 506-0055 上岡本町3-267 37-7870
有 ㈲豊栄機械 ﾎｳｴｲｷｶｲ 建設・農業用機械販売・リース 506-0043 中切町1020 34-7689
有 宝岳堂 ホウガクドウ 宝石・貴金属 506-0011 本町4-33 33-0907
有 宝興建設㈱電気事業部 ﾎｳｺｳｹﾝｾﾂｶ)ﾃﾞﾝｷｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞ 家電製品販売・電気工事設計施工 506-1313 上宝町在家1538 0578-86-2046

有 宝生閣 ホウショウカク 宿泊・会食・土産品 506-0838 馬場町1-88 34-0700
庖人舎 ﾎｳｼﾞﾝｼｬ 厨房用品 506-0054 岡本町3-105-37 36-2866

有 ほうば茶屋 ﾎｳﾊﾞﾁｬﾔ 飛騨牛ステーキ定食等 506-2256 丹生川町日面1146 78-1849
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 ﾎﾟｰﾗ ｱｸｱﾘｰ エステ・化粧品 506-0006 神田町2-74 32-0453
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

ポーラ　エステイン梨華 ﾎﾟｰﾗ ｴｽﾃｲﾝﾘｶ 化粧品他 506-0026 花里町1-87 62-8099
ポーラ　グリーンロード ﾎﾟｰﾗ ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ 化粧品・エステ 506-0808 松本町695-28 36-5667

有 ポーラ　ザ　ビューティ高山店 ﾎﾟｰﾗ ｻﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨﾀｶﾔﾏﾃﾝ 化粧品 506-0055 上岡本町4-293　メゾングレイス102 36-1239
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

POLA chou chou。 ﾎﾟｰﾗ ｼｭｼｭ エステサロン・化粧品販売 506-0058 山田町798-2 62-8680
ポーラ ジョイフル ﾎﾟｰﾗ ｼﾞｮｲﾌﾙ 化粧品 etc 506-0005 七日町3-108-3 35-2232

有 ポーラ　ひかり営業所 ﾎﾟｰﾗ ﾋｶﾘｴｲｷﾞｮｳｼｮ 化粧品 506-0032 千島町435-1　あたがす住宅5号棟 62-9500
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
有 ﾎﾟｰﾗエステ in 千島ルピナス ﾎﾟｰﾗｴｽﾃｲﾝﾁｼﾞﾏﾙﾋﾟﾅｽ エステ・化粧品 506-0032 千島町435-1　あたがす住宅5号棟 62-9500
有 POLA　エステインRIO ﾎﾟｰﾗｴｽﾃｲﾝﾘｵ エステ・ボディケア・化粧品 509-4119 国府町広瀬町1607 72-2022

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
ポーラ錦 ﾎﾟｰﾗﾆｼｷ 化粧品･健食･下着他 506-0834 宗猷寺町150 33-0421
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 ぼくんち ﾎﾞｸﾝﾁ 喫茶・軽食 506-0841 下三之町56 090-4114-4504

有 BOSS FOOD MARKET ﾎﾞｽ ﾌｰﾄﾞ ﾏｰｹｯﾄ 酒・食品 506-0054 岡本町1-101 57-8805
ほずゑ自動車 ﾎｽﾞｴｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売・修理 506-0059 下林町722-9 34-7940
㈱細江工務店 ﾎｿｴｺｳﾑﾃﾝ 住宅リフォーム　全般 506-0057 匠ケ丘町1-5 32-1761

有 細江スタジオ ﾎｿｴｽﾀｼﾞｵ 写真 506-0053 昭和町1-321 32-0503
居酒屋　穂たか ﾎﾀｶ お酒・料理 506-0015 花川町6-12 080-2622-6408

有 牡丹BOTAN ﾎﾞﾀﾝ 天然石・パワーストーン 506-0004 桐生町6-148 70-8080
補聴器・メガネ宝石　シオタニ ﾎﾁｮｳｷ･ﾒｶﾞﾈﾎｳｾｷ ｼｵﾀﾆ 学校生協指定店・補聴器・メガネ 506-0047 八日町387-1 34-1880

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
Hot's ShiMaDa ﾎｯﾂ ｼﾏﾀﾞ 理容、美容 509-3205 久々野町久々野2162 52-2586
ボディーショップ斐太 ﾎﾞﾃﾞｨｰｼｮｯﾌﾟﾋﾀﾞ 自動車鈑金塗装 509-3206 久々野町山梨185 52-3013

有 HOTEL ACTY ﾎﾃﾙ ｱｸﾃｨ 宿泊 506-0026 花里町3-46 34-1100
ホテル　シャトー ﾎﾃﾙ ｼｬﾄｰ 宿泊・休憩・飲食　他 506-0825 石浦町2-284 33-0455
ホテル　花 ﾎﾃﾙ ﾊﾅ 宿泊 506-0007 総和町1-78 32-8700
HOTEL MIRACOLTE ﾎﾃﾙ ﾐﾗｺﾙﾃ ホテル 509-3505 一之宮町5475 53-2145
ホテルアルファーワン高山 ﾎﾃﾙｱﾙﾌｧｰﾜﾝﾀｶﾔﾏ 宿泊 506-0011 本町3-61 32-2211
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
ホテル穂髙 ﾎﾃﾙﾎﾀﾞｶ 宿泊・売店 奥飛騨温泉郷新穂高温泉 0578-89-2200

㈱洞口工務店 ﾎﾗｸﾞﾁｺｳﾑﾃﾝ 建築・土木工事一式、不動産 506-2134 丹生川町桐山671 78-1555
㈲洞口住設 ﾎﾗｸﾞﾁｼﾞｭｳｾﾂ 住宅設備 509-3202 久々野町小屋名849 52-3284
㈱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
堀川美容室 ﾎﾘｶﾜﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容一般 506-0053 昭和町2-100-6 34-9041

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

ホリデー　 ﾎﾘﾃﾞｰ    日用雑貨 506-2121 丹生川町坊方1555 78-1212
ホルモン　舞阪 ﾎﾙﾓﾝ ﾏｲｻｶ 飛騨牛・牛ホルモン 506-0007 総和町2-4-1 36-1535
㈲本郷車輌サービス ﾎﾝｺﾞｳｼｬﾘｮｳｻｰﾋﾞｽ 自動車販売、修理 506-1317 上宝町本郷1095-2 0578-86-2337

有 Bonsai ﾎﾞﾝｻｲ 婦人服・服飾雑貨 506-0011 本町3-28 36-3565
有 本陣平野屋　花兆庵 ホンジンヒラノヤ カチョウアン 宿泊・土産品 506-0011 本町1-34 34-1234
有 本陣平野屋　別館 ホンジンヒラノヤ ベッカン 宿泊・土産品 506-0011 本町1-5 34-1234

Honda Cars 飛騨高山昭和店 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞﾋﾀﾞ 自動車販売及び整備 506-0053 昭和町3-91 34-2525
ほんまち池本呉服店 ホンマチイケモトゴフクテン きもの・帯・(呉服)和装小物 506-0011 本町3-58 32-0127
まあこや ﾏｱｺﾔ 菓子・惣菜 506-0054 岡本町2-152-6 33-2733

有 My Garage ﾏｲ ｶﾞﾚｰｼﾞ 自動車部品・ファンヒーター修理 506-0001 冬頭町951-1 32-4515
マイスポーツハウス ﾏｲｽﾎﾟｰﾂﾊｳｽ スポーツクラブ 506-0004 桐生町2-186 36-5151

有 MyLee therapist Salon True Heart マイリーセラピストサロン　トゥルーハート エステ・化粧品販売 506-0035 新宮町3632-1 090-8864-2055

有 前畑点心堂 マエハタテンシンドウ 飛騨駄菓子 506-0845 上二之町16 32-1066
真央莉薬局  花岡店 ﾏｵﾘﾔｯｷｮｸ ﾊﾅｵｶﾃﾝ 医薬品(OTC) 506-0009 花岡町1-6-2 37-6266

有 マキアージュ マキアージュ 化粧品 506-0011 本町3-34 32-0472
牧坂商店 ﾏｷｻｶｼｮｳﾃﾝ 酒・食料品・日用雑貨 509-3403 高根町日和田1455 59-2152

有 牧平商会 ﾏｷﾋﾗｼｮｳｶｲ 自動車販売・車検・修理 506-0055 上岡本町3-33 32-6476
マクドナルド・ラクール飛騨高山店 マクドナルド・ラクールヒダタカヤマテン ハンバーガー 509-4123 国府町金桶25 72-3713
マクドナルド高山駅西店 マクドナルドタカヤマエキニシテン ハンバーガー 506-0053 昭和町1-328 37-0244

有 政かつ ﾏｻｶﾂ とんかつ専門店 506-0844 上一之町53-6 32-0233
まさごそば マサゴソバ 中華そば 506-0013 有楽町31-3 32-2327

有 鱒蔵 ﾏｽｸﾗ 釣堀 509-3505 一之宮町1738-2 080-4843-7799

有 ますじゅう ﾏｽｼﾞｭｳ 玩具・結納用品 506-0846 上三之町65 32-2553
桝屋酒店 ﾏｽﾔｻｹﾃﾝ 酒類 506-0026 花里町1-160-5 32-5125
㈲町方石油 ﾏﾁｶﾀｾｷﾕ 燃料 506-2123 丹生川町町方1382 78-1234
マチス美容室 ﾏﾁｽﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0856 大門町66 32-5549
松井畳店 マツイタタミテン 表替え・新畳・畳工事全般 506-0012 八軒町2-80 32-3694

有 松井タンス店 ﾏﾂｲﾀﾝｽﾃﾝ 家具・雑貨 506-0842 下二之町10 32-0113
有 マツエクサロン　Cerise. ﾏﾂｴｸｻﾛﾝ ｽﾘｰｽﾞ マツゲエクステ・美容商品 506-0005 七日町1-3 090-6366-5140

有 まつき　Burger ﾏﾂｷ ﾊﾞｰｶﾞｰ ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ 506-0026 花里町6-124　高山名産館内 57-7539
有 松喜うし ﾏﾂｷｳｼ 飛騨牛ステーキ・寿司 506-0009 花岡町1-17 ARCビル1階 57-8898
有 松喜すし ﾏﾂｷｽｼ 寿司・刺身 506-0007 総和町1-40 34-4766

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
㈲松下板金工業 ﾏﾂｼﾀﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳ 建設（屋根・樋）工事 506-0053 昭和町3-55-1 32-5197
㈲マツダ書店 マツダショテン 新刊書籍・雑誌 506-0009 花岡町3-38 35-2118
㈲松野水道工事店 ﾏﾂﾉｽｲﾄﾞｳ 給排水給湯設備施工 506-0006 神田町2-6 33-0546

有 まつの茶舗 マツノチャホ 日本茶・茶道具 506-0011 本町2-37 34-1017
有 ㈲松葉製畳 ﾏﾂﾊﾞｾｲｼﾞｮｳ 畳製造 販売 506-0823 森下町1-151-9 32-5243

松本板金 ﾏﾂﾓﾄﾊﾞﾝｷﾝ 建築板金工事・部品 509-3306 朝日町見座981 55-3385
松山食料品店 ﾏﾂﾔﾏｼｮｸﾘｮｳﾋﾝﾃﾝ 食料品一般 509-3205 久々野町久々野1680-2 52-2154

有 松山塗装 ﾏﾂﾔﾏﾄｿｳ 建築塗装工事 506-0824 片野町3-40 33-0775
円美容室 ﾏﾄﾞｶﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容業 506-0009 花岡町3-43-7 33-0817

有 まにあっく ﾏﾆｱｯｸ 飲食品 506-0007 総和町1-21-1　コジマビル1F 32-3990
有 豆天狗 ﾏﾒﾃﾝｸﾞ 中華そば・つけ麺・ギョーザ 506-0843 下一之町3-3 33-5177
有 Marine Shop RAU RAU ﾏﾘﾝｼｮｯﾌﾟ ﾗｳﾗｳ マリンスポーツ用品 506-0003 本母町327-6 36-3058
有 丸愛 マルアイ 土産物(漬物・菓子・地酒） 506-0011 本町3-64 34-4088
有 ㈲丸栄石油　せせらぎ清見給油所 ﾏﾙｴｲｾｷﾕ ｾｾﾗｷﾞｷﾖﾐｷｭｳﾕｼｮ ガソリン・軽油・灯油 506-0102 清見町三日町1386-1 68-2990
有 ㈲丸栄石油　緑ケ丘給油所 ﾏﾙｴｲｾｷﾕ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶｷｭｳﾕｼｮ ガソリン・軽油・灯油 506-0058 山田町1446-2 33-5030
有 ㈲丸栄石油　山田給油所 ﾏﾙｴｲｾｷﾕ ﾔﾏﾀﾞｷｭｳﾕｼｮ ガソリン・軽油・灯油 506-0058 山田町246 33-9128
有 まるかんのお店　わくわく ﾏﾙｶﾝﾉｵﾐｾ　ﾜｸﾜｸ サプリメント・コスメ 506-0807 三福寺町614-9 090-5616-2733

丸島洋服店 ﾏﾙｼﾏﾖｳﾌｸﾃﾝ 紳士服仕立て、男・女服直し 506-0851 大新町3-124-8 32-2029
丸翔アルミ建材㈲・丸設計室 ﾏﾙｼｮｳｱﾙﾐｹﾝｻﾞｲ ﾏﾙｾｯｹｲｼﾂ 建築設計・施工・アルミ車庫・窓 506-0041 下切町250 36-1134



有 ㈱丸進工機 ﾏﾙｼﾝｺｳｷ 機械工具 506-0807 三福寺町352 32-1889
丸新消防㈱ ﾏﾙｼﾝｼｮｳﾎﾞｳ 消火器 506-0053 昭和町3-178 32-1879
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 ㈱丸大興業 ﾏﾙﾀﾞｲｺｳｷﾞｮｳ 一般廃棄物収集運搬 506-0052 下岡本町1795-1 32-0574
丸田燃料店 ﾏﾙﾀﾈﾝﾘｮｳﾃﾝ 燃料販売・ガス器具 506-0006 神田町2-93 32-1093

有 マルック ﾏﾙｯｸ 化粧品・牛串焼き 506-0843 下一之町82 32-0784
丸中クリーニング店 ﾏﾙﾅｶｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾃﾝ クリーニング・特殊シミ抜き 506-0004 桐生町1-79 33-0606

有 マルヤマ電器 ﾏﾙﾔﾏﾃﾞﾝｷ 家電・修理 506-0851 大新町5-61 33-3247
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 (有)丸由商店 ﾏﾙﾖｼｼｮｳﾃﾝ 日用品・業務用品・その他 506-0002 問屋町44 32-1377
有 まんぷく亭 マンプクテイ ｽﾃｰｷ･焼肉･牛丼･すき焼 506-0011 本町2-19 080-1624-9930

有 ㈱MANPOW FOODS SERVICE　外販業務配送センター ﾏﾝﾎﾟｳﾌｰｽﾞｻｰﾋﾞｽ ｶﾞｲﾊﾝｷﾞｮｳﾑﾊｲｿｳｾﾝﾀｰ 酒・食品 506-0002 問屋町24 62-9191
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

MIAMANO ﾐｱﾏｰﾉ ネイル 509-3214 久々野町無数河956-6 090-6463-7215

有 みかどや ﾐｶﾄﾞﾔ 定食、麺類、丼物 509-3205 久々野町久々野1733-2 52-2005
みこと寿司 ミコトスシ 寿司 506-0025 天満町5-5-2 32-4094

有 三福塗装 ﾐｻｷﾄｿｳ 屋根・外壁・木部・鉄骨塗装 506-0807 三福寺町441-4 080-5126-5649

三島酒店 ﾐｼﾏｻｹﾃﾝ 酒類・食品 501-5406 荘川町惣則176-1 05769-2-2062

みずくち指圧室 ﾐｽﾞｸﾁｼｱﾂｼﾂ 指圧、マッサージ 509-3214 久々野町無数河568-1 52-3737
水口商店 ﾐｽﾞｸﾁｼｮｳﾃﾝ 食料品、日用品、雑貨 509-3315 朝日町宮之前70-2 56-1101
㈲水口石油 ﾐｽﾞｸﾞﾁｾｷﾕ ガソリン、軽油、灯油、タイヤ 509-3311 朝日町一之宿890-1 56-1250

有 水野ペットクリニック ミズノペットクリニック 小動物診療 506-0054 岡本町1-100-5 57-8070
有 ㈲みずま ミズマ だんご・五平餅・駄菓子 506-0844 上一之町2 33-0645

溝際商店 ﾐｿﾞｷﾞﾜｼｮｳﾃﾝ プロパンガス・とうふ 506-2123 丹生川町町方40-2 78-1052
㈲溝畑商事 ミゾバタショウジ 上下水道資材等 506-0008 初田町3-14-21 34-1360
道上製畳所 ﾐﾁｳｴｾｲｼﾞｮｳｼｮ 畳・畳修繕 506-0851 大新町1-59 32-2887

有 道の駅　奥飛騨温泉郷上宝　物産館 ﾐﾁﾉｴｷ ｵｸﾋﾀﾞｵﾝｾﾝｺﾞｳｶﾐﾀｶﾗ ﾌﾞｯｻﾝｶﾝ 土産品 506-1427 奥飛騨温泉郷田頃家11-1 0578-89-3746

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

有 道の駅　ひだ朝日村 ﾐﾁﾉｴｷ ﾋﾀﾞｱｻﾋﾑﾗ レストラン、売店 509-3325 朝日町万石150 55-3777
道の駅　飛騨街道なぎさ ﾐﾁﾉｴｷ ﾋﾀﾞｶｲﾄﾞｳﾅｷﾞｻ 地域特産品、レストラン 509-3213 久々野町渚2685 52-4100

有 道の駅　モンデウス飛騨位山 ﾐﾁﾉｴｷ ﾓﾝﾃﾞｳｽﾋﾀﾞｸﾗｲﾔﾏ レストラン・喫茶、土産品 509-3505 一之宮町7846-1 53-2421
有 みつ岩 ミツイワ 料理 506-0009 花岡町1-14-6 33-8949

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
㈲三木自動車 ﾐﾂｷｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車類　販売・整備 509-3505 一之宮町3562-1 53-2900

有 ㈲三木デンキ商会 ﾐﾂｷﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ 家電・電気工事・ボイラー工事 509-3505 一之宮町3392-3 53-2059
ミドリ電器 ﾐﾄﾞﾘﾃﾞﾝｷ 家電 506-0056 緑ケ丘町1-92 34-1960
みどり美容室 ﾐﾄﾞﾘﾋﾞﾖｳｼﾂ カット・パーマ 506-0851 大新町4-129 32-5358

有 MINAVIETA ﾐﾅｳﾞｨｰﾀ パスタ・ピッツア 506-0008 初田町3-26-6 57-7788
有 mino* ミノ シェービングエステ 506-0022 西町69 090-8471-4102

㈱みの谷　セルフ高山松之木ＳＳ ミノタニ セルフタカヤママツノキエスエス 燃料油･ｶｰｹｱ用品･車検 506-0802 松之木町200 32-0252
有 ㈱みの谷　高山西之一色ＳＳ ミノタニ タカヤマニシノイシキエスエス 燃料油･ｶｰｹｱ用品･車検 506-0031 西之一色町3-1276-1 33-5310
有 ㈱みの谷　高山花里ＳＳ ミノタニ タカヤマハナサトエスエス 燃料油･ｶｰｹｱ用品･車検 506-0026 花里町4-78 33-9912

㈱美野電子印刷 ﾐﾉﾃﾞﾝｼｲﾝｻﾂ 印刷業 506-0054 岡本町1-77 36-1601
有 みのる建築 ﾐﾉﾙｹﾝﾁｸ 新築・リフォーム・建築工事 509-4105 国府町蓑輪120-5 72-2803

みのわゴルフクラブ ﾐﾉﾜｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ゴルフ場 509-4105 国府町蓑輪158 72-3757
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

宮一屋 ﾐﾔｲﾁﾔ 酒類 506-0016 末広町70番地 62-9486
宮川朝市　宮崎　幸則 ﾐﾔｶﾞﾜｱｻｲﾁ ﾐﾔｻﾞｷﾕｷﾉﾘ 野菜・米 506-0059 下林町151 33-3268
宮川シート ミヤガワシート シート類全般 506-0004 桐生町3-100 32-1314

有 宮川タクシー㈱ ﾐﾔｶﾞﾜﾀｸｼｰ タクシー 509-4119 国府町広瀬町916-4 36-3860
有 宮川中華そば ミヤガワチュウカソバ 中華そば 506-0052 下岡本町1360-19 33-8970
有 土産品店 大賀 ﾐﾔｹﾞﾋﾝﾃﾝﾀﾞｲｶﾞ 布製品・焼物・菓子類 506-0011 本町2-28 32-0452
有 宮腰タイヤ商会　松本店 ﾐﾔｺｼﾀｲﾔ タイヤ販売・修理 506-0808 松本町192-2 32-0919
有 ㈲みやこし電器 ﾐﾔｺｼﾃﾞﾝｷ 家庭用電化製品販売・修理 509-3505 一之宮町3413-1 53-2005
有 呉服の粋　都屋 ﾐﾔｺﾔ きもの･和の小物 506-0844 上一之町36 32-0132
有 宮崎園芸店 ミヤザキエンゲイテン 鉢花 506-0807 三福寺町358 34-4885
有 宮長電機 ﾐﾔﾁｮｳﾃﾞﾝｷ 家電品 506-0041 下切町345 34-1717
有 ㈱宮春 ﾐﾔﾊﾙ 豆腐・油あげ・豆腐料理 506-0205 清見町夏厩998-1 67-3311
有 みやび庵 ミヤビアン 手打ち蕎麦と日本料理 506-0845 上二之町65-4 62-9896
有 ㈱宮本 ﾐﾔﾓﾄ 灯油・LPG 506-0002 問屋町56 32-2020

ミューズ バー ミューズ バー カジュアルフレンチ 506-0021 名田町6-13-1 35-2430
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

ミユ美容室 ﾐﾕﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室、ヘアー商品 506-0041 下切町187-6 35-0995
味来館 ﾐﾗｲｶﾝ ラーメン・唐揚げ（中国料理） 506-1317 上宝町本郷3743-1 0578-86-2340

有 美楽 ﾐﾗｸ 陶器・手ぬぐい・和雑貨 506-0841 下三之町10 57-8081
有 身らく ミラク 整体 506-0009 花岡町1-17　ARCﾋﾞﾙ303 090-3312-0219

有 ミルフルール ﾐﾙﾌﾙｰﾙ 酒類 506-0017 朝日町13-1　AYAビル1F 36-1228
民芸　まるも ﾐﾝｹﾞｲ ﾏﾙﾓ 民芸品 506-0031 西之一色町3-803-1 34-5680
民芸たぬき ﾐﾝｹﾞｲﾀﾇｷ 古布･骨董・古美術 506-0031 西之一色町3-750-14 32-1417
民芸ミュージアム匠の館　森の水族館 ﾐﾝｹﾞｲﾐｭｰｼﾞｱﾑﾀｸﾐﾉﾔｶﾀ ﾓﾘﾉｽｲｿﾞｸｶﾝ 観光施設 506-2117 丹生川町根方532 79-2505
民宿　桑谷屋 ﾐﾝｼｭｸ ｸﾜﾀﾆﾔ 宿泊 506-0007 総和町1-50-30 32-5021
民宿　しもたや ﾐﾝｼｭｸ ｼﾓﾀﾔ 宿泊・会食 509-3505 一之宮町3286-1 53-2099

有 民宿　甚左衛門 ﾐﾝｼｭｸ ｼﾞﾝｻﾞｴﾓﾝ 飲食・旅館 509-3505 一之宮町1615 53-2681
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

有 民宿　惣助 ﾐﾝｼｭｸ ｿｳｽｹ コーヒー、軽食 506-0054 岡本町1-64 32-0818
民宿　みやけ荘 ﾐﾝｼｭｸ ﾐﾔｹｿｳ 宿泊・会食 509-3505 一之宮町340-1 53-2052

有 ミントカフェ ﾐﾝﾄｶﾌｪ コーヒー・軽食 506-0058 山田町890-1 MKﾊｲﾂ1F 34-1310
有 moon tap beer ﾑｰﾝ ﾀｯﾌﾟ ﾋﾞｱ ビール 506-0007 総和町1-50-15 090-4468-9862

向田公認会計士事務所 ﾑｶｲﾀﾞｺｳﾆﾝｶｲｹｲｼｼﾞﾑｼｮ 会計事務所 506-0031 西之一色町1-19 32-2671
有 向田板金工業㈱ ムカイダバンキンコウギョウ 建築板金業 506-0807 三福寺町928 33-5052

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
昔ばなしの里 ﾑｶｼﾊﾞﾅｼﾉｻﾄ 入浴、中華そば、五平餅 506-1434 奥飛騨温泉郷福地110 0578-89-2793

有 MUGI屋 ﾑｷﾞﾔ 多国籍料理 506-0017 朝日町24　でこなる横丁 57-7280
mukū ﾑｸｰ 飲食 506-0838 馬場町2-70-3 090-6087-4623

mushiや ﾑｼﾔ Tシャツプリント 506-0818 江名子町3917-5 62-8881
有 武藤杏花園 ﾑﾄｳｷｮｳｶｴﾝ 干菓子（落雁） 506-0845 上二之町45 32-0859

㈲村崎設備 ﾑﾗｻｷｾﾂﾋﾞ 給排水給湯設備 506-0008 初田町3-67 32-6462
村瀬電器 ムラセデンキ 家庭用家電製品 506-0021 名田町3-37 32-2275

有 ムラタ ﾑﾗﾀ 婦人服・下着類・靴下・帽子 506-0842 下二之町1（安川通り） 32-1441
有 むらの酒や　はしもと ﾑﾗﾉｻｶﾔ ﾊｼﾓﾄ 酒 506-2116 丹生川町大谷456-12 78-1087

明光鍼灸治療院 ﾒｲｺｳｼﾝｷｭｳﾁﾘｮｳｲﾝ 針・灸・サプリメント 506-0054 岡本町3-194-10 57-8871
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

有 ㈲メカドック ﾒｶﾄﾞｯｸ 自動車整備・車検 509-4122 国府町名張1160 72-4040
有 メガネ･宝石･トケイ　芝田 ﾒｶﾞﾈ･ﾎｳｾｷ･ﾄｹｲ ｼﾊﾞﾀ 眼鏡・宝石・時計の販売・修理 509-3205 久々野町久々野1736-1 52-2223
有 meguri　リラクゼーションサロン ﾒｸﾞﾘ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ドライヘッドスパ　よもぎ蒸し 509-4113 国府町木曽垣内118-6 090-5619-7434

有 メディクスタクシー ﾒﾃﾞｨｸｽﾀｸｼｰ タクシー 506-0054 岡本町4丁目368-2 36-3860
ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ高山うらまち ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ 化粧品･健康食品･エステ 506-0807 三福寺町614-9 080-3671-8963

有 メナードフェイシャルサロン　新宮 ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝ ｼﾝｸﾞｳ 化粧品・エステ 506-0035 新宮町804 090-6800-1013

有 メナードフェイシャルサロン　高山石浦代行店 メナードフェイシャルサロン　タカヤマイシウラダイコウテン 化粧品･エステ 506-0825 石浦町8-458 090-2683-7832

メナードフェイシャルサロン　高山上岡本 メナードフェイシャルサロン　タカヤマカミオカモト 化粧品･健康食品･衣服 506-0055 上岡本町8-24-5 35-0258
メナード　フェイシャルサロン　高山千島 メナードフェイシャルサロン　タカヤマチシマ 化粧品 506-0032 千島町650 080-5344-2412

メナードフェイシャルサロン高山市江名子 ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝﾀｶﾔﾏｴﾅｺ 化粧品・健康食品･衣類 506-0818 江名子町265-10 35-0030
メナードフェイシャルサロン高山三福寺 ﾒﾅｰﾄﾞﾌｪｲｼｬﾙｻﾛﾝﾀｶﾔﾏｻﾝﾌｸｼﾞ エステティック 506-0807 三福寺町614 57-5787
めん処　いろはにほへと ﾒﾝﾄﾞｺﾛ ｲﾛﾊﾆﾎﾍﾄ うどん・そば 509-4116 国府町上広瀬町28 72-3625
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
めん処 ながせ ﾒﾝﾄﾞｺﾛ ﾅｶﾞｾ 飲食業 506-0015 花川町2 35-2083
めん処　さぬき ﾒﾝﾄﾞｺﾛｻﾇｷ 麺類業 506-0052 下岡本町1769-1 35-0550

有 麺屋　伊吹 メンヤ　イブキ ラーメン 506-0025 天満町1-5-8 62-8762
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

有 麺屋　とと ﾒﾝﾔﾄﾄ ラーメン 506-0007 総和町1-50 36-3751
麺類・丼物　きくのや ﾒﾝﾙｲ･ﾄﾞﾝﾌﾞﾘﾓﾉ ｷｸﾉﾔ うどん・そば・中華そば・丼物 506-0026 花里町6-19 32-1218
モア美容室 モアビヨウシツ 美容 506-0021 名田町5-10 33-0084
モーツァルト ﾓｰﾂｱﾙﾄ 洋菓子 506-0053 昭和町1-122-1 35-0577
モービルスポーツショップ　オオシモ ﾓｰﾋﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ ｵｵｼﾓ スポーツ用品 506-0005 七日町3-74 32-3985
MOCA．． モカ 美容院 509-4126 国府町瓜巣 070-8986-8007

もつや ﾓﾂﾔ 焼肉・ホルモン 506-0026 花里町6-9-5 32-7661
元屋 ﾓﾄﾔ ランチ　宴会　弁当 509-3214 久々野町無数河245-2 52-2045
元湯　孫九郎 ﾓﾄﾕ　ﾏｺﾞｸﾛｳ 宿泊・休憩・売店・飲食 506-1434 奥飛騨温泉郷福地1005番地 0578-89-2231

モナミ美容室ヴァンベール ﾓﾅﾐﾋﾞﾖｳｼﾂｳﾞｧﾝﾍﾞｰﾙ ケラスターゼ 506-0023 川原町85 34-8844
有 Mob ﾓﾌﾞ スマホサポート・設定・相談 506-0011 本町4-33 70-8017

もみかる飛騨高山店 ﾓﾐｶﾙﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏﾃﾝ 全身もみほぐし、アロマリンパ 506-0035 新宮町1978-1 36-5115
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
もめんや丸京 ﾓﾒﾝﾔﾏﾙｷｮｳ 婦人服・布生地 506-0011 本町3-33 32-5427

有 ㈲森下ガクブチ店 モリシタガクブチテン 額縁全般・絵画・画材・掛軸 506-0011 本町3-50 32-1590
森下自動車鈑金 ﾓﾘｼﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬﾊﾞﾝｷﾝ 自動車修理 506-0004 桐生町5-351 32-1270



㈲森下商会 ﾓﾘｼﾀｼｮｳｶｲ プロパンガス販売・管設備工事 501-5411 荘川町牧戸104-1 05769-2-2106

森下建具店 ﾓﾘｼﾀﾀﾃｸﾞﾃﾝ 建具全般、障子・襖の貼替え 509-3327 朝日町小谷223 55-3621
㈲森商店 ﾓﾘｼｮｳﾃﾝ 酒類・飲料・食品・日用雑貨 501-5411 荘川町牧戸11-1 05769-2-2008

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
森本建具店・キープアイデア工房 ﾓﾘﾓﾄﾀﾃｸﾞﾃﾝ ｷｰﾌﾟｱｲﾃﾞｱｺｳﾎﾞｳ 建具全般 509-3326 朝日町甲446-1 55-3739
㈲森本配管工事店 ﾓﾘﾓﾄﾊｲｶﾝｺｳｼﾞﾃﾝ 水道工事 509-4117 国府町三川752 72-3067
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

モン　シアン　エ　モア モン　シアン　エ　モア トリミングサロン＆ドッググッズ 506-0011 本町3-28 35-3712
もんじゃ亭 ﾓﾝｼﾞｬﾃｲ 飲食・もんじゃ焼・お好み焼 506-0054 岡本町1-90-1 36-1289

有 門前自動車 ﾓﾝｾﾞﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ 自動車販売・修理 506-0802 松之木町1470-1 34-7680
有 モンビル洋菓子店 モンビル　ヨウガシテン 洋菓子･パン 506-0843 下一之町76 33-8611
有 モンマート　なかちょう ﾓﾝﾏｰﾄ ﾅｶﾁｮｳ 酒・食品・ギフト 506-2123 丹生川町町方1398 78-1007
有 yakata coffee 緑の館　高山店 ﾔｶﾀｺｰﾋｰ ﾐﾄﾞﾘﾉﾔｶﾀ ﾀｶﾔﾏﾃﾝ コーヒー、焼き菓子 506-0058 山田町305-1 57-8112
有 焼き菓子TOKUEMON。 ﾔｷｶﾞｼ ﾄｸｴﾓﾝ 焼き菓子 506-0817 山口町1338-2 090-7687-2542

焼鳥　とりじ ﾔｷﾄﾘ ﾄﾘｼﾞ 焼鳥 506-0059 下林町647-2 77-9580
有 やきとりの扇屋　高山けやき通り店 ﾔｷﾄﾘﾉｵｵｷﾞﾔ ﾀｶﾔﾏｹﾔｷﾄﾞｵﾘﾃﾝ 飲食店 506-0053 昭和町3ｰ159-18 36-7977
有 焼き鳥焼き物　たかちゃん ﾔｷﾄﾘﾔｷﾓﾉ ﾀｶﾁｬﾝ 焼き鳥･焼き物 506-0017 朝日町24　でこなる横丁 -
有 ｙａｋｉｎｉｋｕ　楓 ヤキニク　カエデ 焼肉・食事 506-0011 本町2-63 62-9270
有 焼き肉　精香園 ﾔｷﾆｸ ｾｲｺｳｴﾝ 焼肉全般 509-4116 国府町上広瀬210 72-3395
有 焼肉　ろくべえ ﾔｷﾆｸ　ﾛｸﾍﾞｴ 焼肉(飛騨牛・豚肉・鳥肉) 506-0054 岡本町1－114-15 35-4129
有 焼肉ハウス　味蔵天国 ﾔｷﾆｸﾊｳｽ ｱｼﾞｸﾗﾃﾝｺﾞｸ 飛騨牛焼肉(食事処・販売) 506-0026 花里町4-308 37-1129
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
ヤスコ美容室 ﾔｽｺﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0021 名田町3-46 32-1945

有 ヤスダペンション ﾔｽﾀﾞﾍﾟﾝｼｮﾝ 旅館業・お食事会・スペイン料理 506-0035 新宮町3353-1 34-5550
御料理・仕出し 八千久 ﾔﾁｷｭｳ 会席料理･卓上料理･弁当など 506-0017 朝日町37 32-0349
柳ばし　時空 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｼﾞｸｳ うどん屋 506-0013 有楽町46-2 34-8323
㈱柳瀬電気 ﾔﾅｾﾃﾞﾝｷ 電気工事 506-0802 松之木町2860-7 33-1318
屋根の森　(㈲森瓦店) ﾔﾈﾉﾓﾘ 屋根工事 506-0032 千島町376 33-0018
やまけん建築 ﾔﾏｹﾝｹﾝﾁｸ 住宅建築一式 506-0812 漆垣内町1001 090-7850-2323

有 ヤマケン電気設備 ﾔﾏｹﾝﾃﾞﾝｷｾﾂﾋﾞ 電気設備工事 506-0825 石浦町6丁目36-10 34-1834
山腰酒店 ﾔﾏｺｼｻｹﾃﾝ 酒小売 506-0055 上岡本町3-448 33-2631
山腰農産加工 ﾔﾏｺｼﾉｳｻﾝｶｺｳ もち・みそ・つけもの 506-0032 千島町342 32-8054

有 山崎建築㈱ ヤマザキケンチク 建築工事 506-0056 緑ケ丘町1-33 54-1216
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 やま下 ヤマシタ 化粧品･バック･洋服など 506-0844 上一之町52 32-0363
山下サイクル ヤマシタサイクル 自転車･電動自転車 506-0025 天満町3-93 34-1114
山下提灯 ﾔﾏｼﾀﾁｮｳﾁﾝ 祭提灯販売･修理 506-0055 上岡本町1-70 33-5235
㈲山下電気工事 ﾔﾏｼﾀﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 電気工事、電気設備工事 509-3505 一之宮町2958 53-2700
㈱ヤマ住宅サービス販売 ヤマジュウタクサービスハンバイ 設備修繕等 506-0008 初田町3-14-21 34-3820
山助商店 ﾔﾏｽｹｼｮｳﾃﾝ 酒類、菓子、雑貨 509-3306 朝日町見座592 55-3366

有 ㈱山善商店　灯油配達 ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝ ﾄｳﾕﾊｲﾀﾂ 灯油配達 506-0053 昭和町1-176-4 37-0462
㈱山善商店LPG事業グループ ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝｴﾙﾋﾟｰｼﾞｰｸﾞﾙｰﾌﾟ ガス機器 506-0053 昭和町1-176-4 33-1144
㈱山善商店久々野給油所 ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝｸｸﾞﾉｷｭｳﾕｼｮ ガソリン・車検・整備 509-3205 久々野町久々野1519-2 52-2109

有 ㈱山善商店国分寺通り給油所 ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝｺｸﾌﾞﾝｼﾞﾄﾞｵﾘｷｭｳﾕｼｮ ガソリン・車検整備・自動車販売 506-0026 花里町6-15 32-5015
有 ㈱山善商店スマートセルフ41 ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝｽﾏｰﾄｾﾙﾌ41 ガソリン・車検・整備 506-0031 西之一色町3-1124-1 32-1458

㈱山善商店設備事業グループ ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝｾﾂﾋﾞｼﾞｷﾞｮｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 住宅設備 506-0053 昭和町1-176-4 33-0371
有 ㈱山善商店ビッグキャップ高山 ﾔﾏｾﾞﾝｼｮｳﾃﾝﾋﾞｯｸﾞｷｬｯﾌﾟ ガソリン・車検整備・自動車販売 506-0052 下岡本町2948-4 36-1120
有 ㈲山武商店 ﾔﾏﾀｹｼｮｳﾃﾝ 飛騨牛肉 506-0007 総和町1-70 32-0571
有 ㈲山武商店　飛騨牛　食べ処 ﾔﾏﾀｹｼｮｳﾃﾝ ﾋﾀﾞｷﾞｭｳﾀﾍﾞﾄﾞｺﾛ 飛騨牛 506-0007 総和町1-70 34-3208
有 山田自転車店 ﾔﾏﾀﾞｼﾞﾃﾝｼｬﾃﾝ 自転車 506-0005 七日町3-136 32-2878

山田春慶店 ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｹｲﾃﾝ 飛騨春慶製造販売 506-0851 大新町1-111 32-0396
山長商店 ヤマチョウショウテン 食料品全般 506-0856 大門町55 32-0512
山天 ヤマテン 料理･仕出し･お弁当 506-0025 天満町6-4-1 32-2626
㈲大和コンサルタント ﾔﾏﾄｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 測量 506-0035 新宮町3808-8 36-0474
山音建築工房 ﾔﾏﾈｹﾝﾁｸｺｳﾎﾞｳ 住宅建築、住宅改修、店舗改修 506-0107 清見町巣野俣831-3 68-2580

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

山村こんぶ店 ﾔﾏﾑﾗｺﾝﾌﾞ 乾物 506-0012 八軒町3-48 34-1370
㈱山室食料品店 ヤマムロショクリョウヒンテン 食品販売 506-0021 名田町3-98 32-0220

有 山本果樹園 ﾔﾏﾓﾄｶｼﾞｭｴﾝ りんご・桃・ジュース生産直売 506-0031 西之一色町3-1264-2 33-0154
有 ㈲山本商会 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳｶｲ 日用雑貨、文房具、駄菓子、雑誌 509-3214 久々野町無数河621-36 52-3131

山本商店 ﾔﾏﾓﾄｼｮｳﾃﾝ 宴会、仕出し弁当、一般食料品 509-3214 久々野町無数河2555-1 52-2661
山本板金工業所 ﾔﾏﾓﾄﾊﾞﾝｷﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 屋根・雨樋・壁工事 506-0807 三福寺町810-148 32-4071
山本龍昇堂 ヤマモトリュウショウドウ 御祝袋 506-0011 本町2-79 32-1179

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
有 やわい屋 ﾔﾜｲﾔ 器・ペンダントライト 509-4121 国府町宇津江1372-2 77-9574

～結～ YU ﾕ- 旬の野菜や果物のｶｸﾃﾙ 506-0021 名田町1-49-3 70-8451
有 ＹＯＵＲ　ＪＵＮＣＴＩＯＮ ユアジャンクション ヘア・まつげエクステ､着付 506-0025 天満町6-7 32-1438

由比 ﾕｲ 居酒屋 506-0007 総和町2-4 090-5825-3889

㈱結 ﾕｲ トマトジュース、コンサル 506-0811 大洞町384-1 77-9488
美容室　ユー＆ケイ ﾕｳｱﾝﾄﾞｹｲ 美容一般 506-0825 石浦町5-134 33-8911
㈲雄山建設 ユウザンケンセツ 建設工事一式 506-0035 新宮町1165-2 32-5720
ゆうとぴあ稲荷湯 ﾕｳﾄﾋﾟｱｲﾅﾘﾕ 銭湯 506-0012 八軒町2-4 32-5875
ユートラル ユートラル 美容室 506-0055 上岡本町5-57-5 34-1661
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
ゆう薬局 ﾕｳﾔｯｷｮｸ 処方箋調剤･薬品 509-4124 国府町村山252-1 72-5567
yuzu room ﾕｽﾞ ﾙｰﾑ マッサージ 506-0052 下岡本町2111-8 70-8110
㈲柚原商店 ﾕﾊﾗｼｮｳﾃﾝ 石油製品 506-0102 清見町三日町292 68-2005

有 ㈲ゆはら染工　直売店 ﾕﾊﾗｾﾝｺｳ ﾁｮｸﾊﾞｲﾃﾝ のれん・かばん・マスク他 506-0808 松本町38-1 36-2113
有 ㈲ゆはら染工　本店 ﾕﾊﾗｾﾝｺｳ ﾎﾝﾃﾝ のれん・かばん・マスク他 506-0808 松本町103-3 32-2113
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

ユリ美容室 ﾕﾘﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0032 千島町424-3 33-2998
有 洋菓子工房KAWAMURA ﾖｳｶﾞｼｺｳﾎﾞｳ ｶﾜﾑﾗ 洋生菓子・焼菓子 506-0823 森下町2-150 57-8823
有 陽光園 ﾖｳｺｳｴﾝ 花卉・観葉植物販売・リース 506-0035 新宮町2373 33-8034
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

yoga room YUJ ﾖｶﾞ　ﾙｰﾑ　ﾕｼﾞｭ ヨガ 506-0803 日の出町3-12-3 34-4562
有 有限会社　横田電機 ヨコタデンキ 電動工具・産業機器 506-0052 下岡本町1168-3 33-0109

ヨコ美容室 ﾖｺﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容室 506-0818 江名子町2380 33-1350
横山商会 ﾖｺﾔﾏｼｮｳｶｲ 自転車・電動カート･電動自転車 506-2123 丹生川町町方54 78-1051
横山長生治療院 ﾖｺﾔﾏﾁｮｳｾｲﾁﾘｮｳｲﾝ 整体 506-0824 片野町5-413 36-1383
吉川母乳相談室 ﾖｼｶﾜﾎﾞﾆｭｳｿｳﾀﾞﾝｼﾂ 母乳マッサージ 506-0101 清見町牧ケ洞4446-7 68-2576
吉川餅店 ヨシカワモチテン 切餅・おけそく・赤飯 506-0844 上一之町10 32-2121

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
吉野彫刻所 ﾖｼﾉﾁｮｳｺｸｼｮ 一位一刀彫（彫刻） 506-0056 緑ケ丘町2-85 32-6322

有 吉村ミュージックセンター ヨシムラミュージックセンター CD・DVD 506-0017 朝日町24 33-0050
有 義基 ﾖｼﾓﾄ 絵画 506-0011 本町2-52-3 32-0587

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
有 与八郎商店（陣屋前朝市店） ﾖﾊﾁﾛｳｼｮｳﾃﾝ 野菜 506-0012 八軒町1-5 33-8806
有 よもぎ蒸しサロン　Mantap！ ﾖﾓｷﾞﾑｼｻﾛﾝ ﾏﾝﾀｯﾌﾟ よもぎ蒸し 506-0005 七日町 090-7686-9938

有 寄合所耕　天満店 ﾖﾘｱｲｼﾞｮｺｳ ﾃﾝﾏﾝﾃﾝ お弁当　お惣菜　サンドイッチ他 506-0025 天満町2丁目15-9　ｺｰﾎﾟ･ﾏﾘﾝ1階 70-1556
有 よろず屋　太助 ヨロズヤ　タスケ 弁当・惣菜 506-0818 江名子町576-22 33-2147

ラ・パージュ ﾗ･ﾊﾟｰｼﾞｭ 美容業　カット・パーマなど 506-0803 日の出町2-89-2 34-3649
有 美容室 ラ・ボーテ ラ・ボーテ 美容サービス 506-0032 千島町452-16 34-9895

ライオン理容室 ライオンリヨウシツ 理容 506-0026 花里町6-11 32-1685
らいむ　らいと ﾗｲﾑ ﾗｲﾄ 理容、美容 509-3306 朝日町見座805-3 55-3815
FOODS&BAR来夢来人 ﾗｲﾑﾗｲﾄ 酒類・料理 506-1317 上宝町本郷634-1 0578-86-2481

有 LOUNGE　BAR　Gee ﾗｳﾝｼﾞﾊﾞｰ ｼﾞｰ 酒類・軽食 506-0017 朝日町33-2 35-2231
駱駝 ﾗｸﾀﾞ 居酒屋 506-0016 末広町32-2 36-0233
楽房　洋 ﾗｸﾎﾞｳ　ﾋﾛ ハンバーグ　他 506-0055 上岡本町4-5 32-8639
楽々亭 ﾗｸﾗｸﾃｲ 中華料理 506-0009 花岡町2-35-4 33-5405

有 LAZ DRIG DEUX ﾗｽﾞﾄﾞﾘｯｸﾞ ﾄﾞｩ 美容室 506-0001 冬頭町1450-29 57-7577
有 ラスピーニ（靴のハラダ） ﾗｽﾋﾟｰﾆ(ｸﾂﾉﾊﾗﾀﾞ) 婦人靴及びバッグ・財布 506-0011 本町4-48 32-2145
有 ラスリーズ ﾗｽﾘｰｽﾞ ケーキ販売、喫茶店 509-4119 国府町広瀬町476-2 72-2124
有 Lamia　ラ・ミア ラミア 婦人服 506-0054 岡本町4-262-4 34-8820

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 L'ALLURE ﾗﾘｭｰﾙ 美容室 506-0031 西之一色町1－92－7 090-3459-8097

有 藍花珈琲店 ﾗﾝｶｺｰﾋｰﾃﾝ 珈琲・紅茶・ｼﾞｭｰｽ･軽食 506-0846 上三之町93 32-3887
有 ランドリーハウス ﾗﾝﾄﾞﾘｰﾊｳｽ 衣類・布団・カーペット・その他 509-3505 一之宮町1935-1 090-3850-1547

有 ㈱Lanps ﾗﾝﾌﾟｽ 軽トラカーゴBOX 509-3205 久々野町久々野1900-28 70-8905
Lia eye ﾘｱ ｱｲ まつ毛エクステ 506-0035 新宮町1868-5 080-4539-2591

有 リアライズ ﾘｱﾗｲｽﾞ 自動車販売　車検　修理 509-3505 一之宮町3514-1 70-8311
Ｌｉｅｎ　ｄｅ　Ｃｏｅｕｒ ﾘｱﾝ ﾄﾞ ｸｰﾙ トリミングサロン 506-0052 下岡本町2177-2 62-9911
リッチカラー ﾘｯﾁｶﾗｰ 美容室 506-0059 下林町367-1 57-9918
Ｌino リノ まつ毛エクステ･ラッシュリフト 506-0004 桐生町4-10 Miyu MiyuﾊｲﾑA号室 090-5465-4218



リバーズ ﾘﾊﾞｰｽﾞ 飲食 509-3327 朝日町小谷189-3 55-3095
リプリー美容室 ﾘﾌﾟﾘｰﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容全般 506-0051 中山町13 35-5838

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
りほりとみっく教室 ﾘﾎﾘﾄﾐｯｸｷｮｳｼﾂ 音楽教室 506-0026 花里町2-39-30 090-7855-2724

理容　下垣内 ﾘﾖｳ ｼﾓｶﾞｲﾄ カット・シェービング・パーマ等 509-4119 国府町広瀬町491番地2 72-3333
理容　しん ﾘﾖｳ ｼﾝ 理容 506-0056 緑ケ丘町2-18 34-2284
理容　とめ ﾘﾖｳ ﾄﾒ カット・パーマ･ヘアーカラー 506-0101 清見町牧ケ洞1730 68-2117
理容　ナカヤ リヨウ ナカヤ カット･シェービング 506-0007 総和町1-56-2 32-5273
理容ふなさか ﾘﾖｳ ﾌﾅｻｶ 理容室 509-4102 国府町八日町357-2 72-3179
理容　ミチ ﾘﾖｳ ﾐﾁ カット・シェービング 506-0823 森下町1-49 33-5261
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　こいど ﾘﾖｳｺｲﾄﾞ 理容室 506-0832 天性寺町27 32-6629
理容サロン　いわた ﾘﾖｳｻﾛﾝ ｲﾜﾀ 理容業 506-0824 片野町5-73 34-2153

有 理容ダンディ リヨウダンディ 調髪･顔そり･毛染･パーマ 506-0818 江名子町570-10 33-4685
有 料亭　洲さき ﾘｮｳﾃｲ ｽｻｷ 料亭 506-0821 神明町4-14 32-0023
有 料亭　萬代 ﾘｮｳﾃｲ　ﾊﾞﾝﾀﾞｲ 仕出し、飲食店 506-0015 花川町18 32-0130

理容はやし ﾘﾖｳﾊﾔｼ 理容一般 506-0058 山田町1523-24 34-1469
有 理容飛騨 リヨウヒダ 理容室 506-0851 大新町1-39 33-4832

理容ホービ リヨウホービ 理容 506-0026 花里町4-65 32-0953
理容やまこし リヨウヤマコシ 理容 506-0831 吹屋町106 33-1428

有 料理 なかむら リョウリ　ナカムラ 弁当・料理 506-0847 片原町26 34-3838
料理旅館　奥飛騨山草庵饗家 ﾘｮｳﾘﾘｮｶﾝ ｵｸﾋﾀﾞｻﾝｿｳｱﾝｷｮｳﾔ 料理旅館 506-1432 奥飛騨温泉郷一重ケ根212-84 0578-89-2517

有 旅館　あすなろ リョカン　アスナロ 旅館業 506-0008 初田町2-96-2 33-5551
旅館　かみなか ﾘｮｶﾝ ｶﾐﾅｶ 宿泊・宴会 506-0009 花岡町1-5 32-0451

有 旅館　清龍 リョカン　セイリュウ 旅館 506-0015 花川町6 32-0448
有 旅館　田邊 ﾘｮｶﾝ ﾀﾅﾍﾞ 宿泊や飲食、ご宴会 506-0014 相生町58 32-0529
有 旅館　むら山 ﾘｮｶﾝ ﾑﾗﾔﾏ 宿泊・宴会・入浴 506-0031 西之一色町3丁目829番地 32-5856
有 旅荘　つゆくさ ﾘｮｿｳ ﾂﾕｸｻ 宿泊サービス 506-1433 奥飛騨温泉郷平湯621-1 0578-89-2620

リラクゼーション　グリグリ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ｸﾞﾘｸﾞﾘ 揉みほぐし 506-0052 下岡本町1848-102　ﾏﾝｼｮﾝ1階右側 070-8474-7006

有 リラクゼーション　HANA リラクゼーション　ハナ 化粧品・アロマ関連商品 506-0802 松之木町2523-1 090-1860-0162

リラクゼーション　癒楽 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ﾕﾗｸ もみほぐし 506-0032 千島町241-2 62-9806
有 リラクゼーション　ＬＵＣＬＥ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ ﾙｸﾙ リラクゼーション 506-0838 馬場町2-56 090-7024-6831

リラクゼーションサロン　クオレ ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ｸｵﾚ 理容、美容、エステ、ボディケア 509-3325 朝日町万石118-3 55-1073
リラクゼーションサロン　湧泉 ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ ﾕｳｾﾝ リラクゼーション施術 506-0053 昭和町3-2-12　ミノヤビル2-2 70-8120

有 リラックスルーム　Ｚｉｚｚ ﾘﾗｯｸｽﾙｰﾑ ｼﾞｽﾞ ドライヘッドスパ 509-4113 国府町木曽垣内121-1　ジュピター国府Ｂ

有 Ｌｅ　Ｐａｉｎ　Ｍｕｊｏ ﾙ ﾊﾟﾝ ﾑｼﾞｮｰ パン 506-0851 大新町2-22 77-9912
有 る・しえる ﾙ･ｼｴﾙ ケーキ 506-0004 桐生町1-156-1 70-2888
有 レストラン　ル・ミディ ﾙ･ﾐﾃﾞｨ 飲食業 506-0011 本町2-85 36-6386
有 Luce（るーちぇ） ﾙｰﾁｪ スナック 506-0008 初田町1-27 34-5092

ルーブル美容室 ﾙｰﾌﾞﾙﾋﾞﾖｳｼﾂ ｶｯﾄ･ﾊﾟｰﾏ･ｶﾗｰ･着付 506-0807 三福寺町217-1 33-1490
有 Café＆Rest　Room３３５ ﾙｰﾑ335 飛騨牛ｶﾚｰ､唐揚げ定食 506-0102 高山市清見町三日町171 70-1335
有 ルピア ﾙﾋﾟｱ 輸入雑貨・婦人衣料・ギフト用品 506-0026 花里町4-1 33-3906

ルビコンエンジニアリング合同会社 ﾙﾋﾞｺﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ 住宅リホーム 506-0055 上岡本町1751番地13 70-1060
LUMI. LASH. ﾙﾐ ﾗｯｼｭ まつげエクステ・まつげパーマ 506-0802 松之木町168-7  090-5627-6574

有 レイク美容院 レイクビヨウイン パーマ･カラー･カット 506-0022 西町27 34-5788
有 レオイ㈱ ﾚｵｲ 住宅建築 506-0058 山田町295-1 34-6255

れざん ﾚｻﾞﾝ 食器・洋服・雑貨 506-0053 昭和町2-87-1 35-3775
レジデンスホテル高山駅前 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾎﾃﾙﾀｶﾔﾏｴｷﾏｴ 宿泊 506-0026 花里町6-105 57-5578
レストイン喜平次 ﾚｽﾄｲﾝｷﾍｲｼﾞ 飲食 506-0102 清見町三日町1382 68-2751
宇津江四十八滝公園レストハウスしぶき ﾚｽﾄﾊｳｽｼﾌﾞｷ レストラン 509-4121 国府町宇津江3235-86 72-5526
レストラン　クレソン レストラン　クレソン 飛騨牛ステーキ 506-0013 有楽町46　シングビル1F 32-6976

有 レストラン　ピーターパン レストラン　ピーターパン 各種定食・ｾｯﾄもの･ﾗｰﾒﾝ 506-0824 片野町6-155 35-1081
レストラン　ブルボン レストラン　ブルボン レストラン 506-0011 本町4-5 33-3175

有 レストラン真風 ﾚｽﾄﾗﾝｼﾝﾌﾟｳ 中華料理 506-0824 片野町6-67-1 34-9263
有 ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞﾙ 三ノ町倶楽部 ﾚｽﾄﾗﾝﾊﾞﾙ ｻﾝﾉﾏﾁｸﾗﾌﾞ 一品料理･宴会コース 506-0844 上一之町45-4 35-5022

レッドヘッド ﾚｯﾄﾞﾍｯﾄﾞ カット・パーマ 506-0004 桐生町7-97 36-2974
有 LENNON ﾚﾉﾝ メンズ・レディースファッション 506-0011 本町3-11 34-0234

ロイヤル化粧品 古垣内郁美代理店 ﾛｲﾔﾙｹｼｮｳﾋﾝ 化粧品 506-0052 下岡本町1468-7 090-5030-5646

有 ロイヤル化粧品㈱ 代理店　肥垣津 ﾛｲﾔﾙｹｼｮｳﾋﾝ 化粧品・サプリメント 506-0825 石浦町2-291 34-8357
ロイヤル化粧品㈱代理店 ﾛｲﾔﾙｹｼｮｳﾋﾝ ﾀﾞｲﾘﾃﾝ 化粧品・サプリメント 506-0004 桐生町3-286 32-5393
ロイヤル化粧品㈱代理店 ﾛｲﾔﾙｹｼｮｳﾋﾝ ﾀﾞｲﾘﾃﾝ 化粧品・サプリメント 506-0055 上岡本町5-250 35-2082
ロイヤル化粧品代理店 ﾛｲﾔﾙｹｼｮｳﾋﾝﾀﾞｲﾘﾃﾝ 化粧品 506-0851 大新町4-16-29 090-2183-3610

有 ロイヤルナンハウス　岡本店 ﾛｲﾔﾙﾅﾝﾊｳｽ ｵｶﾓﾄﾃﾝ ご飯類 506-0054 岡本町4-311-1 36-0035
LOW ﾛｳ ﾌｪｲｼｬﾙﾜｯｸｽ脱毛専門店 506-0802 松之木町312-1 ﾅｲﾝ・ｺｰﾎﾟ東山101 070-9050-4622

有 ROEL ロエル 美容全般 506-0031 西之一色町3-1685-1 57-7752
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　高山名田町店 ﾛｰｿﾝ ﾀｶﾔﾏﾅﾀﾞﾏﾁﾃﾝ 食料品・日用雑貨 506-0021 名田町1-71-1 35-5581
ローソン　高山西之一色店 ﾛｰｿﾝ ﾀｶﾔﾏﾆｼﾉｲｯｼｷﾃﾝ 食料品・日用雑貨 506-0031 西之一色町1-65-1 36-3339
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
ローソン高山一之宮店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾔﾏｲﾁﾉﾐﾔﾃﾝ 食品・日用雑貨 509-3505 一之宮町石原5486-1 53-3685
ローソン高山久々野店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾔﾏｸｸﾞﾉﾃﾝ 日用品､飲料､菓子 509-3214 久々野町無数河435 52-3763
ローソン高山下岡本店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾔﾏｼﾓｵｶﾓﾄﾃﾝ 日用品･菓子･飲料 506-0052 下岡本町1879 36-8163
ローソン高山丹生川町店 ﾛｰｿﾝﾀｶﾔﾏﾆｭｳｶﾜﾁｮｳﾃﾝ 菓子・日用品・食料品等 506-2121 丹生川町坊方2126-3 78-1035
ログ　えんくう ﾛｸﾞｴﾝｸｳ 中華飯店 506-2123 丹生川町町方1480-5 78-1141
六拾番 ﾛｸｼﾞｭｳﾊﾞﾝ 飛騨牛とろ煮・串焼き 506-0846 上三之町60

有 Logica docco ﾛｼﾞｶ ﾄﾞｯｺ パスタ料理とお酒を楽しめるお店 506-0013 有楽町18番地 70-9021
有 LOST HIGHWAY ﾛｽﾄ ﾊｲｳｪｲ 婦人衣料品 506-0015 花川町80-2 080-7828-5473

炉ばた焼　八角亭 ﾛﾊﾞﾀﾔｷ ﾊｯｶｸﾃｲ 飲食品・刺身・焼魚・焼肉他 506-0026 花里町5-19 32-8009
有 ㈱ロビン ﾛﾋﾞﾝ 住宅・店舗のリフォーム 506-0807 三福寺町251 33-0951
有 ㈱ロビンメンテナンス ﾛﾋﾞﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ 住宅メンテナンス 506-0807 三福寺町251 57-7275
有 ロマン美容室 ﾛﾏﾝﾋﾞﾖｳｼﾂ 美容一般 506-0003 本母町397 34-6566
有 ワークショップ　１・２・３ ワークショップ　１・２・３ 作業服全般 506-0807 三福寺町277-1 36-1707
有 Work-shop Sympa ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ｼﾝﾊﾟ 美容室 506-0054 岡本町1-124-1 34-0009
有 Work-labo Shampoo ﾜｰｸﾗﾎﾞ ｼｬﾝﾌﾟｰ 美容室 506-0825 石浦町7-300-2 36-4440

ＮＰＯ法人　ワイ・アイ・ケー ﾜｲ･ｱｲ･ｹｰ 乾麺、そば粉 509-3404 高根町小日和田2-1 59-2258
Yショップ　上宝店 ﾜｲｼｮｯﾌﾟ ｶﾐﾀｶﾗﾃﾝ 弁当 506-1305 上宝町中山36 0578-86-2653

Y’ｓオートサービス ﾜｲｽﾞｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ 自動車販売･修理 506-2123 丹生川町町方260-2 70-1183
Y．Y．U ﾜｲﾜｲﾕｰ フィギュア 506-0026 花里町3-16-5 35-2584

有 ワインと日本酒の美味しいお店　本郷 ﾜｲﾝﾄﾆﾎﾝｼｭﾉｵｲｼｲｵﾐｾ ワイン・日本酒・季節の創作料理 506-0011 本町3-20 33-5144
和縁 ﾜｴﾝ 居酒屋（アルコールなど） 506-0017 朝日町28-11 32-7450

有 和楽 ﾜｶﾞｸ 和楽器 506-0843 下一之町72 32-0843
有 和菓子処　稲豊園 ワガシトコロ　トウホウエン 和菓子 506-0017 朝日町2（国分寺通り） 32-1008

若松（食品部） ﾜｶﾏﾂ(ｼｮｸﾋﾝﾌﾞ) 食料品 509-3205 久々野町久々野1518-10 52-2276
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 和久電機 ﾜｸﾃﾞﾝｷ 家庭用電化製品 506-0004 桐生町4-481 34-1802
有 和菜蔵　椿屋 ﾜｻｲｸﾞﾗ ﾂﾊﾞｷﾔ 松華堂弁当・月替会席 506-0026 花里町4-48 36-4680

和食処　きさ味 ﾜｼｮｸﾄﾞｺﾛ ｷｻﾐ お刺身・お寿司・麺類 501-5414 荘川町猿丸105-1 05769-2-3200

有 和食処・美酒　柾さや ﾜｼｮｸﾄﾞｺﾛ･ﾋﾞｼｭ ﾏｻﾔ 飲食・酒 506-0031 西之一色町3-466-7 70-8373
和綜院 ﾜｿｳｲﾝ オステオパシー 506-0004 桐生町6-78 090-3935-4614

有 和田建築 ﾜﾀﾞｹﾝﾁｸ 住宅内外の修繕 506-0102 清見町三日町1105 68-2729
有 ワタナベデンキ ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾞﾝｷ 家電 509-4115 国府町三日町491 72-2235
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
ワットホテル＆スパ飛騨高山 ﾜｯﾄﾎﾃﾙｱﾝﾄﾞｽﾊﾟﾋﾀﾞﾀｶﾔﾏ 宿泊 506-0026 花里町3-39-1 57-5570
和仁産業㈱ ﾜﾆｻﾝｷﾞｮｳ(ｶ 住宅建築・リフォーム・設備改修 506-1317 上宝町本郷202 0578-86-2231

㈲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

CAFÉ&SHOP 和仁の蔵 ﾜﾆﾉｸﾗ ランチ 506-1305 上宝町中山36 0578-86-2656

わに薬局　駅西店 ﾜﾆﾔｯｷｮｸ ｴｷﾆｼﾃﾝ 医薬品 506-0053 昭和町2-85-1 33-0082
わに薬局　市庁舎東店 ﾜﾆﾔｯｷｮｸ ｼﾁｮｳｼｬﾋｶﾞｼﾃﾝ 医薬品 506-0008 初田町2-62-5 35-3655
和風カフェ　ぱ・せり ﾜﾌｳｶﾌｪ ﾊﾟ･ｾﾘ 喫茶・食事 506-0802 松之木町889　スプリングヒルズ松之木 57-8818

有 和洋ダイニング　真心 ﾜﾖｳﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾏｺﾞｺﾛ ピザ・パスタ・生ﾋﾞｰﾙ 506-0016 末広町72-1　末広ビル２F 090-1834-6946

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
有 わんこにゃんこの美容室　ポチの家 ﾜﾝｺﾆｬﾝｺﾉﾋﾞﾖｳｼﾂ ﾎﾟﾁﾉｲｴ トリミング 506-0802 松之木町295-3 090-7855-9521

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
有 王府 ﾜﾝﾌｰ チャーハン 餃子 唐揚 他 506-0031 西之一色町3-673-6 33-9204


