
2023.01改訂

◎高山市役所地下の売店でも販売しておりますのでご利用ください。

【本町１丁目】 田近書店 ☎35-1139 書籍・雑誌 オレンジベアー ☎36-5433 バルーン販売 ひだっちさるぼぼＳＨＯＰ安川店 ☎34-2558 さるぼぼ・土産品

花兆庵 ☎34-1234 すし兆 Ｔシャツ屋 ☎35-5922 Ｔシャツ en soie（オンソワ） ☎77-9242 子供服・レディース 平田茶舗 ☎32-3516 茶

かのこや ☎32-4339 布手芸品 天龍 ☎32-4162 飲食 こすぎ仏壇店 ☎32-1745 仏壇・仏具 福寿漆器店 ☎34-7290 春慶

谷写真店 ☎32-0083 写真・カメラ 喫茶 ドン ☎32-0968 喫茶 じゅん ☎33-7513 洋品 福田屋 ☎32-0065 春慶

丹後尚古堂 ☎32-4182 宝石・貴金属・雑貨 ⦿ 中田呉服店 ☎32-0159 呉服・和小物 インテリアスズキ ☎32-0909 カーテン・敷物・インテリア小物 はきもの古川屋 ☎32-2047 履物

津田彫刻 ☎32-2309 一位一刀彫 中田薬店・高山補聴器センター ☎32-0567 薬・医療機器・介護・補聴器 ぜんな書房 ☎32-1482 書籍・雑誌 喫茶ボガ ☎32-0082 喫茶・古美術

天狗総本店 ☎32-0147 精肉店 中村観石園 ☎32-0170 銘石 世界食堂 地球屋 ☎37-2060 飲食 ホノブ文具店 ☎32-1015 文具・たばこ

長岡屋 ☎33-3531 漬物 ノエル ☎34-3331 ブティック 東酒店 ☎32-0853 酒・調味食品 政かつ ☎32-0233 飲食

カメラのながを ☎32-0880 写真・カメラ 花水木 ☎33-0123 カフェ フタバデンキ ☎32-1848 家電・オール電化・リフォーム ⦿ ますじゅう ☎32-2553 結納品・おもちゃ

東田時計店 ☎32-1821 時計・貴金属 平塚ラジオ ☎34-0436 電気機器 凡才 ☎36-3565 洋服・雑貨 印伝まるひゃく ☎32-1640 印伝

本陣平野屋 ☎34-1234 売店のみ 二四三屋 本町店 ☎36-3345 だんご他 マキアージュ ☎32-0472 化粧品 暮らしの器まるひゃく ☎32-1640 日本の器

古川屋 ☎34-0498 豆腐 まつの茶舗 ☎34-1017 お茶 森下ガクブチ店 ☎32-1590 額縁・絵画・画材 みしま民芸 ☎33-2683 民芸品

宿かふぇリバーテラス ☎34-1234 喫茶店 飛騨高山アンテナショップまるっとプラザ ☎77-9200 飛騨高山周辺特産物 Mon chien et moi ☎35-3712 ドッグサロン・グッズ・トレーニング 光吉 ☎34-8333 飲食

まんぷく亭 080･1624・9930 飲食 レノン ☎34-0234 メンズ・レディースブティック 宮川園 ☎33-6528 茶

めぐみ家 ☎35-5657 飲食 飛騨牛のこもり かじ橋店 090-5118-3076 飲食 布・むらた ☎32-1965 布

【本町２丁目】 山本龍昇堂 ☎32-1179 結納品 もめんや丸京 ☎32-5427 もめん生地・ﾚﾃﾞｨｰｽｳｪｱ ムラタ洋品店 ☎32-1441 トータルファッション

acero（アチェロ） ☎62-9485 ジェラート・ドリンク ユーハイム ☎32-6352 洋菓子 フライトハイト 090-1746-3635 映像作成・イベント企画・グッズ制作 やま屋 ☎35-0955 土産

アララテ ☎32-3736 アジアン衣料・雑貨 きり絵義基 ☎32-0587 きり絵 山形ラジオ商会 ☎32-1192 家電

いちはら ☎32-3737 婦人衣料 ラビット・ホール ☎36-3501 カフェバー やま下 ☎32-0363 化粧品・バック

一光堂印店 ☎34-1375 印鑑・ゴム印 ル・ミディ ☎36-6386 飛騨牛料理 【安川通り】 お宿 吉野屋 ☎32-3508 旅館

大賀 ☎32-0452 お土産品 ル・ミディ アイ ☎32-6202 イタリアンレストラン 蜻蛉舎 ☎34-5053 民芸工芸 蔵食房 龍々 ☎35-2353 飲食

大前牛肉店 ☎32-0868 精肉 ル・ミディ宿儺かぼちゃプリン専門店 ☎57-8686 スイーツ 岩崎ガラス店 ☎32-0410 ガラス・土産品 ＳＷＩＮＧ ☎57-7878 家具製造

おおみち ☎33-4661 民芸品 中家製菓舗 ☎34-1020 菓子 うま宮 090・4110・2539 飲食 ハイジパン ☎37-1121 パン販売

飛騨高山 CowCowヨーグルト ☎62-8806 ヨーグルト専門店 駿河屋本町店 ☎33-5058 総合食品 かぼちゃやさん ☎32-0666 土産

Café楓 ☎62-9485 飲食・喫茶 ごまの蔵 ☎62-9717 ごま製品 喫茶カレリア ☎33-0409 喫茶

yakiniku 楓 ☎62-9270 焼肉レストラン 大のや本町店 ☎32-1636 醤油・味噌 コサカ種苗 ☎34-0552 種苗

家具工房 雉子屋 ☎34-5674 家具製造販売 アマカヤ亭 七々茶屋 ☎32-6155 飲食 ⦿ ＫＯＮＧ ☎33-0003 登山・アウトドア用品

木の実 ☎35-1539 雑貨 清水時計店 ☎32-4147 時計

牛多子焼 080-6919-9142 牛たこ焼き 【本町３丁目】 甚五郎ラーメン ☎35-5751 飲食

梗絲食品 ☎37-2039 創作郷土寿司 アラジン ☎33-0864 人形・おもちゃ・模型 箸 たくみ ☎32-1640 箸・和雑貨

光華メガネ本町店 ☎34-2004 メガネ EaTown飛騨高山 ☎57-5788 飲食店 肉の匠家 安川店 ☎36-2989 精肉・飲食

コサカ楽器 ☎32-1031 楽器・楽譜・CD 池本呉服店 ☎32-0127 呉服・和装小物 谷松 ☎32-1895 銘菓・こくせん

コトニカメラ ☎32-2360 カメラ 伊藤薬局 ☎32-0419 医薬品 たま井や ☎32-0771 土産・酒

白啓酒店 ☎33-0206 酒類 いまい文具店 ☎32-0344 文具・事務用品 塚本屋 ☎32-2510 民芸

スール ☎35-2001 喫茶・スイーツ Pen Shop IMAI ☎32-0344 万年筆・雑貨 自家焙煎珈琲津田屋 ☎32-0460 珈琲・珈琲豆販売

鈴屋 ☎32-2217 婦人衣料 ヴェルクラール（大倉食料品店2F） ☎32-2288 喫茶 はぎ手芸店 ☎34-0582 手芸品

牛丸商店 ☎32-0298 日用雑貨 畑中堂 ☎32-0169 和菓子

⦿ 大倉食料品店 ☎32-2288 食品 ひいらぎ堂 ☎32-2218 趣味・民芸品

共 通 商 品 券 取 扱 店 一 覧
この商品券は、下記のお店でご利用いただけます。（店頭ステッカー表示） ⦿印のあるお店は、商品券の販売をしております。ご贈答やお祝い事にご利用下さいませ。



【下一之町】 【国分寺通り第二】 【さんまち通り】

おーまち ☎32-1326 飲食 旬庵 ☎34-9693 居酒屋 岩佐文具店 ☎33-1166 文具

小林理容店 ☎33-0315 理容 高山ラーメン じん ☎36-6029 中華そば 古美術かわかみ ☎34-0875 古美術

坂田屋ふとん店 ☎32-0136 寝具 寿々や ☎32-2484 郷土料理 寿楽久さんまち店 ☎33-4373 飲食店

笹や休庵 ☎34-0739 和菓子・茶処 TRAVELLER coffee house ☎57-5656 飲食店 ⦿ 盛光堂印店 ☎32-0867 印鑑・文具

味処山車 ☎34-6348 居酒屋 ⦿ ハラサイクル ☎32-1657 自転車・バイク 西さか田 ☎32-0014 呉服・和装小もの

杉久呉服店 ☎35-0126 呉服・和装小物 萬代 / 萬代角店 ☎32-0130 日本料理 バグパイプ ☎33-7401 喫茶

たなか整体療院 ☎33-0321 整体 vogel sang ☎33-3911 飲食店 前畑点心堂 ☎32-1066 菓子処

ｼｮｯﾌﾟi-chi・東海企画社 ☎32-2277 菓子・印刷・出版 古川屋 ☎32-1386 衣料品 ミノワ薬店 ☎32-0807 薬店

古民芸なかがき ☎34-3688 古物商 みかど ☎34-6789 郷土料理 藍花珈琲店 ☎32-3887 喫茶

⦿ 花屋のながぜん ☎32-1299 生花 ビストロ・ミュー ☎36-0149 フランス料理

中野シオン ☎32-0434 医薬品 ミューズ・バー ☎35-2430 カジュアルフレンチ

なべしま銘茶 ☎32-4086 茶 四季旬彩やました ☎32-6460 居酒屋

のの花 ☎35-5338 そば・居酒屋 寄合所KOU ☎70-8643 飲食・不動産

喜楽居酒屋ひろしんとこ ☎77-9713 居酒屋 まちなか農家直売所 ☎36-0838 地元農産物

布久庵 ☎34-0126 喫茶・レストラン

⦿ モンビル ☎33-8611 洋菓子・パン

ローズハウス ☎32-6230 スナック 【国分寺通り第三】

和楽 ☎32-0843 和楽器 ⦿ 打保たばこ店 ☎34-1680 タバコ・化粧品

円空洞 ☎32-1385 円空彫刻

きくのや ☎32-1218 めん類・丼物

【国分寺通り第一】 フルーツ専門店 銀コップ ☎33-0705 フルーツ

イセヤ ☎32-2058 レディスファッション こびしや ☎32-2378 おにぎり

亀屋洋品店 ☎32-1584 紳士用品 鈴木彫刻 ☎32-1367 一位一刀彫

金亀写真店 ☎32-3040 写真・カメラ・撮影 なないろと一期一会 ☎36-5898 飲食

麵屋 しらかわ ☎77-9289 中華そば 平安楽 ☎32-3078 中華料理

それから ☎32-5289 割烹居酒屋 丸明 飛騨高山店 ☎35-5858 焼肉・販売

⦿ 稲豊園 ☎32-1008 和菓子 コーヒースタンドマルヤ ☎33-1360 喫茶

丸愛漬物店 ☎34-4088 漬物・地酒・特産物 山善商店 ☎32-5011 ガソリンスタンド

じびるや ☎32-3041 飲食 ユア ジャンクション ☎32-1438 美容室

ファミリーストアさとう ☎33-0622 スーパー ライオン理容室 ☎32-1685 理容

Butchers ☎36-5352 飲食 松喜うし ☎57-8898 飛騨牛料理・寿司

ヨッシー 090-3812-9479 雑貨

灯り屋の「はなれ」 ☎32-2911 飛騨牛焼きしゃぶ

◎共通商品券についてのお問い合わせは 

高山市商店街振興組合連合会 
〒506-0025 

岐阜県高山市天満町５丁目１番地 

（高山商工会議所内） 

☎0577-32-2550 FAX0577-36-0356 

E-mail：info@takayamashishouren.net/ 

URL：http://www.takayamashishouren.net/ 
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