
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
下一 たなか整体療院 高山市下一之町112 美容・サロン リラクゼーションマッサージ
下一 なべしま銘茶 高山市下一之町12 ショッピング・小売 緑茶・紅茶
下一 茶房布久庵 高山市下一之町17 飲食 喫茶・カフェ
下一 中野シオン薬局 高山市下一之町22 ショッピング・小売 漢方薬・処方薬・ドラッグストア
下一 花屋のながぜん 高山市下一之町31 ショッピング・小売 花・植木店
下一 i-chi 高山市下一之町5 ショッピング・小売 お菓子販売
下一 のの花 高山市下一之町52 飲食 蕎麦・和食
下一 味処 山車 高山市下一之町54 飲食 居酒屋
下一 ひろしんとこ 高山市下一之町59 飲食 居酒屋
下一 高山昭和館 高山市下一之町6 旅行・エンタメ・レジャー博物館・美術館・おみやげ
下一 和楽 高山市下一之町72 ショッピング・小売 和楽器
下一 モンビル 高山市下一之町76 飲食 ケーキ・パン
下一 atelier ihana 高山市下一之町78 ファッション ハンドメイドアクセサリー
下一 坂田屋ふとん店 高山市下一之町８ ショッピング・小売 寝具販売
関連店舗（還元対象）
下一 花屋のながぜんアスモのお花屋さん 高山市岡本町2-45-1 ショッピング・小売 花・植木店

安川商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
安川 コサカ種苗本店 高山市大門町75 ショッピング・小売 種・園芸資材
安川 はぎ手芸店 高山市大門町79 ショッピング・小売 手芸材料
安川 平田茶舗 高山市大門町82 ショッピング・小売 緑茶・茶器
安川 サイクルショップ　タガシラ 高山市大門町84 生活関連サービス その他生活関連サービス
安川 岩崎ガラス 高山市大門町86 ショッピング・小売 お土産・ガラス器
安川 御食事処 うま宮 高山市下一之町89 飲食 飲食店
安川 レストラン アリス 高山市下一之町87 飲食 レストラン
安川 たま井や 高山市下一之町86 ショッピング・小売 お土産・テイクアウト
安川 お宿吉野屋 高山市馬場町2-89 宿泊施設 旅館
安川 ホノブ文具店 高山市馬場町2-87 ショッピング・小売 文房具
安川 KONG 高山市馬場町2-86 スポーツ スポーツ用品
安川 旬食  光吉 高山市馬場町2-83 飲食 和食割烹
安川 このは 高山市馬場町2-81 飲食 居酒屋
安川 谷松 高山市上一之町53 ショッピング・小売 飛騨の駄菓子製造販売
安川 ひだっち・さるぼぼSHOP安川店 高山市上一之町53 ショッピング・小売 ひだっち専門店・お土産
安川 牛まん喜八郎　安川本店 高山市下一之町2 飲食 牛まん販売
安川 豆天狗　本店 高山市下一之町3-3 飲食 中華そば
安川 福寿漆器店安川店 高山市下二之町78 ショッピング・小売 春慶塗
安川 焼きたてパン ハイジ 高山市下二之町77 ショッピング・小売 焼きたてパン
安川 自家焙煎珈琲ツタヤ 高山市下二之町77 飲食 喫茶・カフェ
安川 やま下 高山市上一之町52 ファッション 靴・かばん
安川 布むらた 高山市上二之町52 ショッピング・小売 布、手作り品
安川 古川屋履物店 高山市上二之町54 ショッピング・小売 げた、草履履物
安川 ムラタ 高山市下二之町1 ファッション 衣料、帽子
安川 高山山下清原画展 高山市下三之町1-19 旅行・エンタメ・レジャー展示会・美術館
安川 久遠チョコレート飛騨高山古い町並み通り店 高山市下三之町1-19 ショッピング・小売 チョコレート専門店
安川 暮らしのまるひゃく 高山市下三之町6 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
安川 丸明　やすがわ店 高山市下三之町3 飲食 焼肉レストラン
安川 Komachi 高山市下三之町１ ショッピング・小売 雑貨・インテリア
安川 飛騨牛家 兆治 高山市上二之町46 飲食 テイクアウト飲食店
安川 櫻軒 高山市上二之町46 飲食 中華そば
安川 甚五郎らーめん安川店 高山市上三之町64 飲食 中華そば
安川 升重 高山市上三之町65 ショッピング・小売 おもちゃ・玩具
安川 福田屋 高山市上三之町63 ショッピング・小売 漆器・お土産
安川 みしま民芸 高山市上三之町60 ショッピング・小売 お土産・民芸品
安川 暮らしの雑貨まるひゃく 高山市上三之町58 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
安川 お箸のたくみ 高山市上三之町58 ショッピング・小売 箸専門店
安川 やま屋 高山市上三之町58 ショッピング・小売 漬物
安川 藏食房 龍々 高山市上三之町55 飲食 ラーメン・から揚げ
関連店舗（還元対象）
安川 福寿漆器店 高山市桜町７２ ショッピング・小売 春慶塗
安川 甚五郎らーめん本店 高山市西之一色町2丁目132-1 飲食 中華そば

国分寺通り第一商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
本2 大前牛肉店 高山市本町2-50-1 ショッピング・小売 精肉販売
国1 ひだっちさるぼぼＳＨＯＰ国分寺店 高山市相生町19 ショッピング・小売 生活雑貨・お土産
国1 それから 高山市相生町56 飲食 居酒屋
国1 ButcherS(ブッチャーズ) 高山市相生町 飲食 肉料理バル
国1 旅館田邊 高山市相生町58 宿泊施設 旅館
国1 亀屋洋品店 高山市本町3-63 ファッション 紳士服
国1 丸愛 高山市本町3-64 ショッピング・小売 漬物・お土産
国1 じびるや 高山市朝日町1 飲食 クラフトビール・レモンソーダ
国1 イセヤ 高山市朝日町14 ファッション 婦人服
国1 和菓子処　稲豊園 高山市朝日町2 飲食 和菓子・洋菓子
国1 あてや 高山市朝日町9-3 飲食 飲食店・ぎょうざ
関連店舗（還元対象）
国1 飛騨の味　酒菜 花里町6-9-8 飲食 居酒屋
国1 飛騨季節料理　肴 高山市越後町1126-1 飲食 予約専門季節料理店

国分寺通り第二商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
国2 高山らーめんじん 高山市花川町17-3 飲食 ラーメン
国2 萬代　角店 高山市花川町50 飲食 和食割烹
国2 寿々や 高山市花川町24 飲食 和食
国2 Vogel Sang 高山市花川町56 飲食 洋食・レストラン
国2 TRAVELLER Coffee House 高山市花川町58サンビル1階 飲食 喫茶・カフェ
国2 mieux`s　Bar 高山市名田町6-13-1 飲食 レストランバー
国2 みかど 高山市末広町58 飲食 和食
国2 旬庵 高山市末広町60 飲食 創作料理
国2 SWING 高山市末広町61-2 ショッピング・小売 家具製造・雑貨
国2 ハラサイクル 高山市末広町61 ショッピング・小売 自転車・サイクルショップ
国2 古川屋 高山市末広町60 ファッション 衣料品販売
国2 寄合所耕 高山市末広町61-5 飲食 喫茶・カフェ・サンドウィッチ
国2 四季旬彩 やました 高山市総和町1-1 飲食 居酒屋
国2 Bistro mieux 高山市総和町1-55-3 飲食 レストラン

下一之町商店街振興組合

メルペイ20％還元キャンペーン参加店（商店街別）
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国分寺通り第二商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
国3 鈴木彫刻 高山市初田町1-2 ショッピング・小売 一位一刀彫
国3 結 高山市初田町1-3-1 飲食 バー
国3 丸明飛騨高山店　精肉販売 高山市天満町6-8 ショッピング・小売 精肉販売
国3 丸明 飛騨高山店 高山市天満町6-8 飲食 焼肉レストラン
国3 YOUR JUNCTION 高山市天満町6-7 美容・サロン 美容院
国3 ヨッシー 高山市天満町6-7 ショッピング・小売 おもちゃ・玩具
国3 なないろ 高山市天満町6-9 飲食 ラーメン・居酒屋
国3 エリナ 高山市天満町6-15 ファッション 靴・かばん
国3 山善商店 国分寺通り給油所 高山市花里町6-15 電気・ガス・エネルギー 燃料店・タイヤ
国3 ライオン理容室 高山市花里町6-11 美容・サロン 理容店・美容院
国3 銀コップ 高山市花里町6-17 ショッピング・小売 くだもの専門店
国3 打保たばこ店 高山市花里町6-19 ショッピング・小売 タバコ・手芸材料
国3 きくのや 高山市花里町6-19 飲食 蕎麦・うどん
国3 ちとせ 高山市花里町6-19 飲食 焼きそば・らーめん
国3 松喜うし 高山市花岡町1-17 飲食 ステーキ肉料理

さんまち通り商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
さんまち岩佐文具店 高山市上一之町29 ショッピング・小売 文房具・食品サンプル
さんまち貴くら 上二之町店 高山市上二之町78 ショッピング・小売 串焼き等テイクアウト
さんまち寿楽久　さんまち店 高山市上二之町77-3 飲食 和食・定食
さんまちたぶら 高山市上三之町94 飲食 飲食店
さんまち藍花珈琲店 高山市上三之町93 飲食 喫茶・カフェ
さんまちジェラート完家 高山市上三之町22 飲食 ジェラート・軽食
さんまち盛光堂印店 高山市片原町73 ショッピング・小売 印章・文房具
さんまち古民芸かわかみ 高山市上一之町27 ショッピング・小売 骨董・古美術品
さんまち前畑点心堂 高山市上二之町１６ ショッピング・小売 栃の実煎餅
さんまちミノワ薬店 高山市上二之町18 ショッピング・小売 薬局
さんまち高山プリン亭 高山市上三之町95 飲食 プリン専門店
さんまち西さか田（べんがら） 高山市上三之町15 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
さんまちバグパイプ 高山市片原町75 飲食 喫茶・カフェ

本町一丁目商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
本1 和紙の山崎 高山市本町1ー22 ショッピング・小売 和紙・紙細工材料専門店
本1 東田時計店 高山市本町1-23 ファッション アクセサリー・ジュエリー・腕時計
本1 キッチン工房あじさい 高山市本町1-30 飲食 飲食店
本1 カメラのながを 高山市本町1-39 生活関連サービス 写真店・フォトスタジオ・印刷
本1 ギャラリー森の芽ぐみ 高山市本町1-41 ショッピング・小売 家具製造販売
本1 丹後尚古堂 高山市本町1-43 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
本1 長岡屋 高山市本町1-45 ショッピング・小売 漬物・お土産
本1 貴くら陣屋店 高山市本町1 ショッピング・小売 飲食店テイクアウト
本1 天狗総本店 高山市本町1-21 ショッピング・小売 精肉販売
本1 飛騨牛食処 天狗 高山市本町1-21 飲食 飛騨牛レストラン
本1 飛騨牛カレーハウス 高山市本町1-21 飲食 飛騨牛カレー
本1 津田彫刻 高山市本町1-10 ショッピング・小売 一位一刀彫
本1 本陣平野屋 高山市本町1-34 宿泊施設 ホテル・旅館
関連店舗（還元対象）
本1 カメラのながをフォトスタジオモエ 高山市岡本町1-6 生活関連サービス 写真店・フォトスタジオ・印刷

本町会商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
本2 レストラン ル・ミディ 高山市本町2-85 飲食 レストラン
本2 飛騨高山郷土寿司本舗　梗絲 高山市本町2-82 飲食 寿司・テイクアウト
本2 飛騨高山 CowCow ヨーグルト 高山市本町2-80-1 飲食 ヨーグルト専門店
本2 中田呉服店 高山市本町2-78 ショッピング・小売 呉服・お土産
本2 acero 高山市本町2-68 飲食 タピオカ
本2 田近書店　本町店 高山市本町2-5 ショッピング・小売 書店・本屋
本2 一光堂印店 高山市本町2-9 ショッピング・小売 印章・文房具
本2 中田薬店 高山補聴器センター 高山市本町2-12 ショッピング・小売 補聴器・医療器具
本2 駿河屋 本町店 高山市本町2-13 ショッピング・小売 スーパー
本2 コトニカメラ本町店 高山市本町2-17 生活関連サービス 写真店・フォトスタジオ・印刷
本2 Cafe 楓 高山市本町2-18 飲食 喫茶・カフェ
本2 中村観石園 高山市本町2-20 ショッピング・小売 貴石・鑑賞石
本2 コサカ楽器 高山市本町2-20 ショッピング・小売 楽器・ＣＤ
本2 雑貨屋 木の実 高山市本町2-22 ファッション 衣料品・雑貨・大玉焼き
本2 エスニック・マーケット　アララテ 高山市本町2-26 ファッション エスニックファッション
本2 ウオスエ・大賀 高山市本町2-28 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・乾物
本2 有限会社中家製菓舗 高山市本町2-30 ショッピング・小売 飛騨の駄菓子
本2 いちはら いちはら洋品店 高山市本町2-32 ファッション 婦人服
本2 めぐみ家 高山市本町2-33 飲食 和食
本2 kitakitashop 高山市本町2-34 ショッピング・小売 家具
本2 soeur 高山市本町2-35 飲食 喫茶・カフェ
本2 松風園まつの茶舗 高山市本町2-37 ショッピング・小売 日本茶
本2 コンタクト・メガネ・補聴器の光華　本町店 高山市本町2-39 ショッピング・小売 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
本2 yakiniku楓 高山市本町2-63 飲食 焼肉レストラン
本2 白啓酒店 高山市本町2-58 ショッピング・小売 酒屋
本2 高山ユーハイム 高山市本町2-52 ショッピング・小売 バームクーヘン
本2 おおみちたばこ店 高山市本町2-56 ショッピング・小売 たばこ・土産品
本2 Tシャツ屋 高山市本町2-55 ファッション Ｔシャツ専門店
本2 ドン 高山市本町2-52 飲食 喫茶・カフェ
本2 雉子舎　Gallery 高山市本町2-52 ショッピング・小売 家具
本2 義基 高山市本町2-52-3 ショッピング・小売 切絵創作・販売
本2 七々茶屋 高山市本町2-50 飲食 タピオカ
本2 大前牛肉店 高山市本町2-50-1 ショッピング・小売 精肉販売
関連店舗（還元対象）
本2 コサカ楽器　カルパティオ店 高山市岡本町2-41 ショッピング・小売 楽器・ＣＤ
本2 田近書店　三福寺店 高山市三福寺町407-1 ショッピング・小売 書店・本屋
本2 コンタクト・メガネ・補聴器の光華　岡本店 高山市岡本町1-22-3 ショッピング・小売 メガネ・コンタクトレンズ・補聴器
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本町三丁目商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
本3 飛騨牛のこもり 高山市本町3-1-2 飲食 飛騨牛串焼き
本3 Pen Shop IMAI 高山市本町3-5 2階 ショッピング・小売 ペン専門店・文房具
本3 いまい文具店 高山市本町3-5 ショッピング・小売 事務所・店舗用装備品・文房具
本3 大倉食料品店 高山市本町3-3-2 ショッピング・小売 食料品全般
本3 伊藤薬局 高山市本町3-6 ショッピング・小売 処方薬・ドラッグストア
本3 レノン 高山市本町3-11 ファッション 紳士服・婦人服
本3 こすぎ仏壇店 高山市本町3-60 ショッピング・小売 仏壇・仏具・雑貨
本3 BlissBulls 高山市本町3-59 飲食 タピオカ
本3 てながあしなが 高山市本町3-58-11 飲食 レストラン
本3 インテリア スズキ 高山市本町3-15 ショッピング・小売 生活雑貨・インテリア用品
本3 牛丸商店 高山市本町3-16 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
本3 地球屋 高山市本町3-18 飲食 居酒屋
本3 Bonsai 高山市本町3-28 ファッション ハンドメイドリネン洋服
本3 オレンジベアー 高山市本町3-28 飲食 喫茶・カフェ・バルーン専門店
本3 中田中央薬品 高山市本町3-55 ショッピング・小売 処方薬・ドラッグストア・化粧品
本3 AL Brewer's beer Stand 高山市本町3-52 飲食 クラフトビール
本3 婦人服ジュン 高山市本町3-51 ファッション 婦人服
本3 森下ガクブチ店 高山市本町3-50 旅行・エンタメ・レジャー額縁専門店
本3 minimum cafe 高山市本町3-45 飲食 喫茶・カフェ
本3 東酒店 高山市本町3-40 ショッピング・小売 酒屋
本3 アラジン 高山市本町3-36 ショッピング・小売 おもちゃ・玩具
本3 フタバ 高山市本町3-32-1 ショッピング・小売 家電販売

本町四丁目商店街振興組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
本4 ノッキンブーツ 高山市本町4-33 ショッピング・小売 靴・ブーツ
本4 宝岳堂 高山市本町4-33 ファッション 指輪・宝飾品各種販売・修理・修繕
本4 ラスピーニ 高山市本町4-48 ファッション 靴・かばん
本4 サカエヤ 高山市本町4-39 ファッション 婦人服
本4 Cha-mame Cafe 高山市本町4-38 飲食 喫茶・カフェ
本4 TSUG CAFE 高山市本町4-36 飲食 紅茶専門カフェ

高山土産品組合
商店街 店舗名 店舗市区町村 業種 カテゴリー
みやげ 本舗 飛騨さしこ 高山市片原町60 ショッピング・小売 飛騨さしこ・雑貨
みやげ 糀屋柴田春次商店本店 高山市下三之町113 ショッピング・小売 味噌・お土産
みやげ 右衛門横町 高山市下三之町19 ショッピング・小売 お土産
みやげ 泉屋 高山市下三之町39-3 ショッピング・小売 お土産
みやげ 民芸工房こがや 高山市下三之町48 ショッピング・小売 お土産
みやげ 大森土産店 高山市下三之町84 ショッピング・小売 お土産
みやげ 岩崎ガラス 高山市大門町86 ショッピング・小売 お土産・ガラス器
みやげ 高山名産館 高山市花里町6-124 ショッピング・小売 お土産
みやげ お土産処　おおたか 高山市花里町6-34 ショッピング・小売 お土産
みやげ ゆはら染工本店 高山市松本町103-3 ショッピング・小売 飛騨染め・お土産
みやげ ひだっちさるぼぼＳＨＯＰ国分寺店 高山市相生町19 ショッピング・小売 ひだっち専門店・お土産
みやげ ますい商店 高山市上三之町103 ショッピング・小売 お土産
みやげ みしま民芸 高山市上三之町60 ショッピング・小売 お土産・民芸品
みやげ 舩坂酒造店 高山市上三之町105 ショッピング・小売 造り酒屋・お土産
みやげ 高山うさぎ舎 高山市上三之町37 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
みやげ 飛騨小町 高山市上三之町47 飲食 飲食店
みやげ 彫琢房 高山市上三之町49 ショッピング・小売 ハンドメイド衣料・お土産
みやげ 小鳥屋商店 高山市上三之町5 ショッピング・小売 呉服・お土産
みやげ 住真商店 高山市上三之町8 ショッピング・小売 お土産
みやげ SAN AI HANDMADE 高山市上三之町80 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
みやげ 古渓堂 高山市上三之町15 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・インテリア用品
みやげ 大彦 高山市上二之町2 ショッピング・小売 お土産
みやげ 味の与平（舩坂酒造店） 高山市上二之町7 飲食 レストラン
みやげ 飛騨高山木童 高山市上二之町97 ショッピング・小売 お土産
みやげ 貴くら 上二之町店 高山市上二之町78 ショッピング・小売 串焼き等テイクアウト
みやげ ひだっち・さるぼぼSHOP安川店 高山市上一之町53 ショッピング・小売 ひだっち専門店・お土産
みやげ 貴くら陣屋店 高山市本町１ ショッピング・小売 飲食店テイクアウト
みやげ 本陣平野屋 高山市本町1-34 宿泊施設 ホテル・旅館
みやげ ウオスエ・大賀 高山市本町2-28 ショッピング・小売 生活雑貨・食器・乾物
みやげ おおみちたばこ店 高山市本町2-56 ショッピング・小売 たばこ・土産品
みやげ 高山グリーンホテル 高山市西之一色町2-180 宿泊施設 ホテル・旅館
みやげ 飛騨物産館（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 ショッピング・小売 お土産
みやげ グリーンコート（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 飲食 レストラン
みやげ ベル・アンジュ（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 飲食 喫茶・カフェ
みやげ 緑亭（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 飲食 レストラン
みやげ 木乃香（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 飲食 喫茶・カフェ
みやげ 白川郷（グリーンホテル内） 高山市西之一色町2-180 飲食 居酒屋
みやげ 宝生閣 高山市馬場町1-88 宿泊施設 ホテル・旅館
みやげ 森林緑々園 高山市上三之町39 ショッピング・小売 駄菓子製造
みやげ アルプス街道平湯（濃飛乗合自動車） 高山市奥飛騨温泉郷平湯628番地 ショッピング・小売 お土産・飲食
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