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飛騨牛100％の高山バーガー！
当店オリジナルのりんごソースがポイントです。
飛騨牛100％の高山バーガー！
当店オリジナルのりんごソースがポイントです。

コーヒーと焼き菓子の店。
26 カフェ&レストラン花水木 29 カフェ soeur（スール）

● 8:00～21:00
● 水曜/Wen.（7･8月は無休）
TEL.0577-33-0123

波照間産の最高級黒糖と
飛騨牛乳を使用したタピオカのお店。

24 黒糖タピオカ 七々茶屋

● 10:00～17:00（土曜18：00）
● 不定休/Irregular
TEL.0577-36-7377

銘菓「献上華」で有名な
中家製菓舗の直売店。

33 中家製菓舗

● 11:00～16:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-34-1020

昭和24年4月創業の
みたらしだんごのお店。

37 だんご 二四三屋

● 9:00～18:00
● 木曜/Thu.
TEL.0577-36-3345

安くておいしい飛騨牛のお店。
42 飛騨牛 まんぷく亭

● 10:00～21:00
● 無休/Always Open
TEL.080-1624-9930

600種類を超える洋酒、
本格的なカクテルを楽しめる！

46 Bar Rabbit Hole

● 18:00～24:00
● 月曜/Mon.
TEL.0577-36-3501

レストラン「ミディ」が考えるラーメン！
49 飛騨高山中華そば専門店 Ｍ

宿儺（すくな）カボチャの
三つ星プリン専門店。

53 LE MIDI プリン

● 11:00～17:00（スープが
 なくなり次第終了）
● 木曜/Thu.
TEL.0577-35-3566

restaurant le midi - i54
気軽に楽しめる本格イタリアン。
● 11:30～15:30（LO15:00）
 18:00～21:30（LO21:00）
● 木曜/Thu.
TEL.0577-32-6202

ル・ミディ

ド ン

RESTAURANT LE MIDI 本店1
市内で味わえる本格フレンチ。
● 11:30～15:30(LO15:00) 
 18:00～21:30(LO21:00)
● 木曜/Thu.
TEL.0577-36-6386

● 10:00～18:00（なくなり次第終了）
● 木曜/Thu.
TEL.0577-57-8686

メニュー豊富なカフェで、ゆったりと。
44 cafe 楓

● 10:30～16:00（LO15:00）
 金土17:30～22:00（LO21:00）
● 火曜/Ｔｕe.
TEL.0577-62-9485

ここでしか食べられない
「飛騨牛大玉焼き」が人気です！
ここでしか食べられない
「飛騨牛大玉焼き」が人気です！

39 雑貨屋 木の実

● 9:00～18:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-35-1539

割烹･小料理。お座敷でほっこりと。
31 時季の宴 めぐみ家

● 11:30～14:00
 17:30～22:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-35-5657

● 10:30～18:30
● 火曜/Ｔｕe.
TEL.0577-35-2001

昭和26年創業、高山市内で
最も古いコーヒー専門店。

21 喫茶DON

● 7:30～22:00
● 火曜/Tue.（月初め･月末･祝の火曜は除く）
TEL.0577-32-0968

健やかな体づくりのための
自家製ヨーグルト。

4 CowCowヨーグルト

● 10:00～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-62-8806

おいしいお茶と茶道具の専門店。
28 松風園 まつの茶舗

アジアンテイストの楽しい服・雑貨を
さがしてみてネ

36 エスニック・マーケット あららて

お手頃価格でお買い物！
婦人服の専門店です。

38 鈴屋洋品店

● 10:00～19:00
● 日曜/Sun.
TEL.0577-32-3736

各種銘石が店いっぱい。
41 中村観石園

● 10:00～17:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-0170

写真一般。写真･ビデオ撮影承ります。
45 コトニカメラ 本町店

● 9:00～18:00
● 日曜/Sun.
TEL.0577-32-2360

補聴器、医薬品、介護用品、
聞こえの相談、お気軽に。

48 高山補聴器センター 中田薬店高山補聴器センター 中田薬店

● 9:00～17:30
● 日曜/Sun.
TEL.0577-32-0567

靴の修理はご相談ください。
43 靴修理 ミヤコ靴店

● 10:00～17:00
● 土日曜/Sat.・Sun.
TEL.0577-32-2206

食料品全般。地域のスーパー。
47 駿河屋魚一 本町店

● 9:00～18:30
● 年始のみ/New Year season
TEL.0577-33-5058

創業100余年、印鑑･ゴム印製作。
文具用品。

50 一光堂印店

● 9:00～19:00
● 日曜/Sun.
TEL.0577-34-1375

インテリア雑貨と家具の店。
51 家具と雑貨 COREO

● 10:00～18:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-57-8852

郷土の本、取り揃えています。
町の本屋です。

52 田近書店

● 9:00～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-35-1139

鍵盤楽器から管弦打楽器まで
何でも対応。

40 コサカ楽器

● 9:00～18:30
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-1031

● 9:30～18:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-32-2217

大前牛肉店25
旨い！心を打ち続ける
手切り生鮮飛騨和牛。

丈夫で長持ち。色・サイズ・種類も豊富！
男女年齢問わず楽しんで頂ける店。
丈夫で長持ち。色・サイズ・種類も豊富！
男女年齢問わず楽しんで頂ける店。

20 Ｔシャツ屋

● 10:00～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-35-5922

ジェラート＆コーヒーの
テイクアウトのお店

11 アチェロ（acero） 

● 10:30～17:00（夏季19:00）
● 不定休/Irregular
TEL.0577-62-9485

バームクーヘンなどの
洋菓子ユーハイム専門店。

18 ドイツ菓子 ユーハイム

● 8:00～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-6352

こだわりごま製品、製造直売。
15 胡麻専門店 ごまの蔵

● 10:00～17:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-62-9717

高山の特産品が揃っています。
16 まるっとプラザ

● 10:00～18:30
● 無休/Always Open
TEL.0577-77-9200

古いビデオテープをDVDにします。
ビクター犬が目印です。

11 平塚ラジオ商会

● 9:00～18:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-34-0436

切り絵屋45年。高山の自然や
昔からの習わし･縁起物など…
● 10:00～18:00（日曜もしくは連休最終日は17:00）
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-0587

● 9:00～18:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-0868

手巻き･葉巻き･パイプ等、喫煙具豊富。
手巻きたばこのお試しを！

19 たばこ･宝くじ おおみち

● 9:00～20:30
● 火曜/Tue.
TEL.0577-33-4661

12蔵の地酒、地ビール揃っています。
全国発送も致します。

17 白啓酒店

● 9:00～21:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-33-0206

職人が作る無垢の家具から
小物まで。一枚板も立てて展示中！

22 家具工房 雉子舎Gallery

● 10:00～18:00
● 土日・祝日のみの営業
TEL.0577-34-5674

大のや　本町店8
味噌、醤油、白酒。

隠れ家的な多目的
レンタルスペース。

35 Crossing Nakada

● 10:00～22:00
● 不定休/Irregular
TEL.0577-32-0986/090-9392-1968

町並みGalleryとして買い物の
途中にお立ち寄りください

2 gallery 満喜田

● 10:00～17:00
● 不定休/Irregular
TEL.090-6587-1550

輝く笑顔でおもてなし。

9 北陸銀行　高山支店
HOKURIKU  BANK

● 9:00～15:00
● 土・日曜、祝日/Sat.･Sun.・National holiday
TEL.0577-32-1300

結納品をご調整します。
のし袋表書き致します。

6 山本龍昇堂

● 9:30～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-1179

● 9:00～18:00
 （1・2月は8:30～17:30）
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-1636

中田呉服店7
和のある暮らしのお手伝い。きもの
レンタルで町歩き、予約受け付けます。

インポート洋品、バッグ専門店。
5 ノエル

● 10:00～18:00
● 日曜/Sun.
TEL.0577-34-3331

● 10:00～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-0159

北々工房 kitakita shop30
地元の材を中心に使った
ステキな家具・小物を販売。
● 11:00～18:00
● 火･水曜/Tue.Wen.
TEL.0577-35-0023

光華メガネ　本町店27
めがねでイメージが変わります。
あなたの魅力、さらにＵＰ！
● 10:00～17:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-34-2004

ミセスのおしゃれ勢揃い。
32 婦人服 いちはら

● 9:30～19:00
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-3737

飛騨特産品、
福馬マスコット人気です。

34 おみやげ 大　賀

● 9:30～18:30
● 火曜/Tue.
TEL.0577-32-0452

● 8:30～19:00
 （日･火は17:00迄）
● 無休/Always Open
TEL.0120-75-1017

居酒屋65年。みだらしだんご・きなこだんご。
13 天 龍

タコの代わりに飛騨牛がど～ん。
店内でも食べられます。

10 牛多子焼

● 居酒屋／18:00～23:00
 だんご／9:30～17:00
● 日曜/Sun.(団子は火曜･冬)
TEL.0577-32-4162

● 10:00～17:00(火金15:00まで)
● 不定休/Irregular
TEL.0577-53-3516

リピーター続出の「飛騨牛にぎり」や「極ます寿司」
など飛騨の食材を使用した郷土寿司を販売！

3 郷土寿司本舗 梗 絲（きょうし）

● 9:30～18:00
● 水曜/Wen.
TEL0577-37-2039

飛騨牛をメインとしたお店です。
14 yakiniku 楓

● 11:30～15:00
 17:30～22:00（LO21:00）
● 火曜/Tue.
TEL.0577-62-9270

エム

お食事･喫茶お食事･喫茶

名物･スイーツ名物･スイーツ

食料品･お酒食料品･お酒

ショッピングショッピング

銀行･その他銀行･その他

23 きり絵 義 基（よしもと）

本町2丁目商店街
Honmachi 2-chome Street

本町2丁目商店街は、高山市の中心市街地に位置しています。
およそ60ほどのお店が軒をつらね、戦前より賑わっていました。
清流宮川が、ちょうど商店街と並んで流れており、
その東側には観光名所の「古い町並み」があります。

■高山市営駐車場
❶空町駐車場/35台
❷えび坂駐車場/26台
❸神明駐車場/55台
❹弥生橋駐車場/21台
❺かじ橋駐車場 /46台
❻花岡駐車場/157台
❼広小路駐車場/26台

■本町2丁目商店街にある民営駐車場
❶白啓駐車場/25台
❷北陸銀行駐車場/19台

5
4

6

3

2
1

12

7

■観光情報
飛騨高山観光案内所 TEL.0577-32-5328
高山市観光課 TEL.0577-35-3145

■総合病院
高山赤十字病院 TEL.0577-32-1111
久美愛厚生病院 TEL.0577-32-1115

■タクシー
山都タクシー TEL.0577-32-2323
新興タクシー TEL.0577-32-1700
はとタクシー TEL.0577-32-0246

高山別院
高山別院駐車場高山別院駐車場

高山陣屋

高山市政
記念館 
高山市政
記念館 

飛騨国分寺飛騨国分寺

日下部民藝館日下部民藝館

JR高山駅

八幡神社

宮　川

高山市役所

●市営駐車場 ●民営駐車場
★コンビニ

城山公園

古い町
並み

高山市図書館高山市図書館

飛騨高山
まちの博物館

銀行・信用金庫ガソリンスタンド

酒
SAKE

Green tea

Restaurants & Tearooms

Others

Snacks

Food & Beverage

Places to Shop

R158

R158

本町2丁目商店街

★

★

★

★

★★

周辺の情報

有り

■飛騨高山周遊バス
◎まちなみバス　100 円（未就学児は無料）
（主な行先）古い町並、高山陣屋、高山屋台会館、
日下部民藝館、飛騨高山まちの博物館
◎さるぼぼバス 大人 210円 /子ども110円
（主な行先）飛騨の里、飛騨高山美術館、飛騨高
山まつりの森、飛騨・世界生活文化センター
◎のらマイカー　全線一乗車 100円
市内の各地域内をきめ細かく運行している市のコ
ミュニティバスです。

濃飛バス TEL.0577-32-1160

市街地駐車場情報
City Parking Information

Honmachi 2-chome information

飛騨牛レストラン
イタリアンレストラン
飛騨牛焼き肉
飛騨ラーメン
喫茶･軽食
居酒屋･割烹
バー

メガネ
おみやげ
雑貨・衣料品
楽器・ＣＤ
銘石
靴修理
カメラ･写真撮影
まちのくすりや
印鑑･文具
本･雑誌

ギャラリー
銀行
レンタルスペース

●お食事･喫茶

●銀行・その他
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婦人服
結納品
和服店
Ｔシャツ
まちの電気店
たばこ･宝くじ
木製家具・小物
きり絵

●ショッピング
5 3832
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20
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40
41

43
45

48
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52
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9
35

46

郷土寿司
飛騨牛たこ焼き
みたらしだんご
飛騨高山ヨーグルト
「宿儺かぼちゃ」プリン
飛騨のお菓子
洋菓子
ジェラート
タピオカ

●名物・スイーツ
3

11
24

3910

3713
4
53

33
18

味噌･醤油
ごま専門店
地元特産品
地ビール・地酒
精肉店
日本茶
スーパー

●食料品･お酒
8
15

16
17

25
28
47

飛騨の味まつり（春・秋）にぎわう二十四日市

冬のイルミネーション

ついたち市・納涼夜市

飛騨高山
アンテナショップ

クロッシング

● 毎月一日　ついたち市
● 二十四日市（1/24）
● 福だるま市（2/11）
● 春の味まつり
● 納涼夜市（8/1、2）
● 絵馬市（8/1～15）
● 秋の味まつり

紅葉の本町通り

勇の丁次と 
火の見櫓

本町2丁目商店街より橋を渡ると
「古い町並み」は、すぐそこです

The Honmachi 2-chome Street 
is located at the center of Takayama.
There are about 60 shops, 
and the area has been thriving since before World WarⅡ.
The Miyagawa River runs parallel to the Street
and the streets with rows of important traditional 
buldings lie on east side of the river. 

●営業時間/ＯＰＥＮ
●定休日/CLOSED

飛騨牛飛騨牛

テイクアウト可
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