
★市街地 ★

1 本町一丁目 本陣平野屋 お土産 本町１－３４ ３４－１２３４ 無休 ７：００～２１：３０ １,０００円以上お買い上げ１０％引き

2 本町一丁目 津田彫刻 工芸品 本町１－１０ ３２－２３０９ 不定休 ９：００～１８：００ ２,０００円以上お買い上げ１０％引き

3 本町一丁目 ランド 喫茶 本町１－１６ ３４－７７６１ 日曜日 ８：００～１８：３０ お食事の方　お飲み物１００円引き

4 本町一丁目 飛騨牛カレーハウス お食事処 本町１－２１ ３２－０１４７ 火曜日 １１：００～１５：００ カレーセット 通常２,１００円→１、８００円

5 本町一丁目 東田時計店 時計・宝飾品 本町１－２３ ３２－１８２１ 不定休 １０：００～１９：３０ 全商品１５％引き

6 本町一丁目 貴くら お土産 本町１－４７ ３６－１３１１ 無休 ９：００～１７：００
にぎり寿司１００円引き
お土産品１,０００円以上お買い上げで１０％引き

7 本町二丁目 飛騨高山アンテナショップまるっとプラザ 特産品 本町２－６０ ７７－９２００ 無休 １０：００～１８：３０ １,０００円以上お買い上げでソフトクリームまたはコーヒープレゼント

8 本町二丁目 （有）白啓酒店 酒類 本町２－５８ ３３－０２０６ 無休 ９：００～２１：００ 酒粕お買い上げの方に粗品プレゼント

9 本町二丁目 喫茶　ドン 喫茶 本町２－５２ ３２－０９６８ 火曜日 ７：３０～２１：３０ コーヒーチョコレートをプレゼント

10 本町二丁目 松風園　まつの茶舗 日本茶 本町２－３７ ３４－１０１７ 無休
８：３０～１９：００

（火・日は～１７：００）
商品１０％OFF　(他サービス券との併用不可) 特売品、特価品は除く

11 本町二丁目 花水木 レストラン 本町２－４８ ３３－０１２３ 水曜日 ９：３０～１７：３０ 高山バーガーお買い上げの方に限定ドリンク１杯プレゼント

12 本町二丁目 メガネの光華 眼鏡 本町２－３９ ３４－２００４ 火曜日 １０：００～１７：００ １万円以上のスポーツサングラスお買い上げで２,０００円引き

13 本町二丁目 雑貨屋木の実 雑貨・軽食 本町２－２２ ３５－１５３９ 月曜日 ９：３０～１８：００ 飛騨牛串焼き ４００円→３５０円

14 本町二丁目 エスニックマーケット　アララテ
アジアン雑
貨・服

本町２－２６ ３２－３７３６ 日曜日 １０：００～１９：００ お買い上げの方に粗品プレゼント

15 本町二丁目 大賀 お土産 本町２－２８ ３２－０４５２ 火曜日 １０：００～１８：３０ １,０００円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

16 本町二丁目 ごまの蔵 胡麻製品 本町２－６１ ６２－９７１７ 木曜日 １１：００～１８：００ お買い上げの方に小さなゴマちゃんプレゼント

17 本町二丁目 牛多子焼 軽食 本町２－７０ ３４－００３９ 不定休 １０：００～１７：００ 牛多子焼き５個入り ８００円→７５０円

18 本町二丁目 CAFÉ　楓 喫茶 本町２－１８ ６２－９４５０ 火曜日 １０：３０～１６：００ 飛騨牛ステーキ１００ｇ　１５０ｇ　２００円引き 期間は5/7(月)～6/30(土)

19 本町二丁目 yakiniku楓 お食事処 本町２－６３ ６２－９２７０ 火曜日
１１：３０～１５：００(LO14：30)
１７：３０～２２：００(LO21：00) 飛騨牛ステーキ１００ｇ　１５０ｇ　２００円引き 期間は5/7(月)～6/30(土)

20 本町二丁目 まんぷく亭 お食事処 本町２－１９ ０８０－１６２４－９９３０ 無休 １０：３０～２１：００ ライス赤だし、おかわり自由

21 本町二丁目 中村観石園 銘石 本町２－２０ ３２－０１７０ 火曜日
5/9(水)～5/15(火)休み

１０：００～１７：００ １,０００円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

22 本町二丁目 soeurスール 喫茶 本町２－３５ ３５－２００１ 月・火曜日 １２：００～１６：００ レジにてウルトラマラソンとお申し出の方 ドリンク ５０円引き おひとり様1個

23 本町二丁目 レストラン　ル　ミディ お食事処 本町２－８５ ３６－６３８６ 木曜日
１１：３０～１５：００
１８：００～２１：３０

食事されました皆様に自家製アイスプレゼント

24 本町二丁目 レストラン　ル　ミディアイ お食事処 本町２－２ ３２－６２０２ 木曜日
１１：３０～１５：００
１８：００～２１：３０

食事されました皆様に自家製アイスプレゼント

25 本町二丁目 梗絲 寿司 本町２－８２ ３７－２０３９ 水曜日
１０：００～1８：００

（火曜日は～１６：００）
飛騨牛づくしご注文の方　牛にぎり１カンサービス

26 本町二丁目 COWCOWヨーグルト ヨーグルト 本町２－８０－１ ６２－８８０６ 火曜日 １０：００～１９：００ COWCOWアンジェラ　通常２２０円→２００円 おひとり様２個まで

27 本町三丁目 いまい文具店 文具・事務用品 本町3-5 ３２－０３４４ 火曜日 ９：００～１９：３０ ２,０００円以上お買い上げで１０％OFF

28 本町三丁目 こすぎ仏壇店 仏壇・仏具 本町3-60 ３２－１７４５ なし ８：３０～１８：００ ２,０００円以上お買い上げで１０％OFF

29 安川通り かぼちゃやさん お土産 片原町３７ ３２－０６６６ 不定休 ９：３０～１７：００ １,０００円以上お買上げでプチプレゼント

30 安川通り 蔵食房　龍々 お食事処 上三之町５５ ３５－２３５３ 不定休 11：００～１７：００ 麺類全品１００円引き（売切れ次第終了） 期間は5/7(月)～6/30(土)

31 安川通り やま屋 食品販売 上三之町５８ ３５－０９５５ 不定休 ９：３０～１６：３０ 朴葉みそ 通常４３０円→４００円

32 安川通り たくみ 和雑貨（箸） 上三之町５７ ３２－１６４０ 火曜日 ９：００～１６：３０ ２,０００円以上お買い上げで縁起小物プレゼント

33 安川通り 印伝　まるひゃく 和雑貨 上三之町５８ ３２－１６４０ 火曜日 ９：００～１６：３０ ２,０００円以上お買い上げで縁起小物プレゼント

34 安川通り はきもの古川屋 履物 上二之町５４ ３２－２０４７ 火曜日 ９：００～１７：００ 全商品割引

35 安川通り やま下 化粧品・バッグ 上一之町５２ ３２－０３６３ 火曜日 ９：３０～１９：００ １,０００円以上お買い上げで１０％引き 一部除外商品あります

36 安川通り ひだっちさるぼぼSHOP　　　安川店 雑貨 上一之町５３－６ ３４－２５５８ 不定休 １０：００～１７：００ ２,０００円以上お買い上げでひだっちグッズプレゼント

37 安川通り アウトドアショップKONG アウトドア
スポーツ用品

馬場町２－８６ ３３－０００３ 火曜日 １０：００～２０：００ １,０００円以上お買い上げで５％引き

38 安川通り すずらん だんご 下三之町 ３２－２５２６ 不定休 ９：００～１７：００ だんご ８０円→６０円　、　五平餅 ２５０円→２００円

39 安川通り ㈱寺子屋高山せんべい店 お土産 下三之町４ ３５－００９５ 無休 ９：３０～１７：３０ １,０００円以上お買い上げでお土産巾着プレゼント

40 安川通り 暮らしの器　まるひゃく 和雑貨 下三之町６ ３２－１６４０ 火曜日 ９：００～１６：３０ ２,０００円以上お買い上げで縁起小物プレゼント

41 安川通り セブン-イレブン高山下三之町店 コンビニ 下三之町１－１９ ３６－１１３０ 無休 ２４時間営業 ５００円お買い上げでセブンカフエコーヒーRプレゼント 当店のみ有効

42 安川通り 古い町並み美術館 美術館 下三之町１－１９ ３６－３１２４ 無休 ９：３０～１７：００ 入館１００円引き

43 安川通り ㈱肉の匠家　安川店
精肉
お食事処

下二之町２ ３６－２９８９ 水曜日
精肉店 ９：００～１７：００
食事処 １１：００～２０：００
(LO19：30)

精肉店５,０００円以上お買い上げで送料無料
飛騨牛まぶし 通常１,８００円→１,０００円

44 安川通り 福寿漆器店 工芸品 下二之町７８ ３４－７２９０ 日曜日 ９：００～１７：００ 漆器１０％引き

45 安川通り 三井金物店 金物 下一之町２ ３２－０５６５ 火曜日 ９：００～１７：００ 包丁１０％引き

46 安川通り 牛まん　喜八郎　安川店 牛まん 下一之町２ ３３－４８４８ 無休 １０：００～１７：００ 牛まん１個５０円引き
期間は5/7(月)～6/30(土)

当店のみ有効

47 安川通り お食事処　うま宮 お食事処 下一之町８９ ０９０－４１１０－２５３９ 不定休 １０：３０～２０：００ 飛騨牛串焼き 通常３３０円→３００円　、　串揚げ焼き 通常１５０円→１００円

48 安川通り 平田茶舗 日本茶 大門町８２ ３２－３５１６ 火曜日 ９：００～１９：００ １,０００円以上お買上げで１０％引き

49 安川通り はぎ手芸店 手芸材料 大門町７９ ３４－０５８２ 火曜日 ９：００～１８：００ １,０００円以上お買上げで１０％引き

50 下一通り ㈱なべしま銘茶 日本茶 下一之町１２ ３２－４０８６ 火曜日 １０：００～１８：００ お買い上げ金額より１０％引き

51 下一通り モンビル洋菓子店 洋菓子 下一之町７６ ３３－８６１１ 火曜日 ９：００～１８：３０ 全商品１０％引き

52 下一通り 布久庵 お食事処 下一之町１７ ３４－０１２６ 火曜日 １０：００～１７：００ 甘味お召し上がりの方にミニドリンクサービス 期間は5/7(月)～6/30(土)

53 下一通り （有）花屋のながぜん 生花 下一之町３１ ３２－１２９９ 日曜日 ９：００～１８：００ １,０００円以上お買上げで１０％引き

54 下一通り 下一武田接骨院 接骨院 下一之町６５－５ ３４－８７７２ 日、祝日
８：３０～１２：００

１６：００～２０：００
サポーター、コルセット、テーピング、マッサージ用品等１０％引き

55 下一通り 高山昭和館 博物館 下一之町６ ３３－７８３６ 無休 ９：００～１８：００ 入館料１００円引き

56 下一通り サイクルセンターきたちょうドーム 自転車 下一之町（上岡本町店） ３４－０１７０ 月曜日　第2日曜日 １０：００～１９：００ サイクルパーツ２,０００円以上お買い上げで10％引き

57 さんまち通り ファミリーマート高山上二之町店 コンビニ 上二之町８０ ３６－６１６６ 無休 ２４時間営業 ５００円以上お買い上げで「津南の天然水５５５ml」１本プレゼント
大会の前日、当日、翌
日の三日間

58 さんまち通り 岩佐文具店
文具・事務
用品

上一之町２９ ３３－１１６６ 木曜日 ９：００～１８：００ 食品サンプル２個以上お買い上げ８％引き 特価品を除く

59 さんまち通り 藍花珈琲店 喫茶 上三之町９３ ３２－３８８７ 木曜日 ９：００～１８：００ 飲み物５０円引き 期間は5/7(月)～6/30(土)

60 さんまち通り 盛光堂印店 印章 片原町７３ ３２－０８６７ 日曜日 １０：００～１８：００ 手仕上げ彫刻実印　通常１８,３６０円→１２,９６０円　　送料無料で７日後発送

61 さんまち通り 三駒屋さんまち店 せんべい 上三之町９５ ３５－００９７ 火曜日 ９：００～１６：００ 手焼き体験（５００円）をされると店内商品３０％引き

『第7回飛騨高山ウルトラマラソン』おもてなし特典利用券協賛店一覧

№ エリア 店　　名 住　　所 電話（０５７７） 定休日 営業時間 特　　　　典 利用制限



№ エリア 店　　名 住　　所 電話（０５７７） 定休日 営業時間 特　　　　典 利用制限

62 国分寺通り 第一 丸愛 お土産 本町3丁目６４ ３４－４０８８ 無休 ８：００～２０：００ １,０００円以上お買上げで１０％オフ

63 国分寺通り 第一 ひだっちさるぼぼSHOP 雑貨 相生町１９ ３５－１０３０ 不定休 １０：００～１７：００ １,０００円以上お買上げで５％オフ

64 国分寺通り 第一 飛騨ホルモン お食事処 相生町１８ ３２－３８５３ 水曜日
１２：００～１４：３０
１７：３０～２２：００

２,５００円以上ご飲食で５％オフ

65 国分寺通り 第一 亀屋洋品店 衣服 本町３－６３ ３２－１５８４ 無休 ９：００～２０：００ お買い上げ代金１０％オフ

66 国分寺通り 第一 稲豊園 和菓子 朝日町２ ３２－１００８ 火曜日 ８：３０～１９：００ １,０００円以上お買い上げ５％オフ

67 国分寺通り 第一 人形のうつぼ 玩具・人形 朝日町９ ３２－１５１０ 火曜日 ９：００～１８：３０ １,０００円以上お買い上げ５％オフ

68 国分寺通り 第一 穂月 軽食 朝日町９ ６２－９４０４ 不定休 １１：４５～１５：００ 飛騨牛特上炙り寿司 ５０円引き

69 国分寺通り 第一 ブッチャーズ お食事処 相生町５８ ３６－５４４１ 火曜日
１１：３０～１４：００
１７：３０～２２：００

おひとり様２,０００円以上ご注文の方にワイン＆ソフトドリンクサービス

70 国分寺通り 第二 あねさ茶や お食事処 末広町61 ３４－１０３６ 水曜日 ８：３０～１６：００ 自家製飛騨牛ビーフカレー(コロッケ付)１,５００円→１,３５０円＋コーヒーサービス

71 国分寺通り 第二 春草堂 工芸品 花川町60 ３４－２２１１ 日曜日・祝日 ８：３０～１７：３０ 合計金額より１０％引き(特価品除く)

72 国分寺通り 第二 上野家具 家具 花川町60 ３２－２５６６ なし ９：００～１８：３０ 合計金額より２０％引き(奉仕品除く)

73 国分寺通り 第二 ハラサイクル 自転車 末広町61 ３２－１６５７ 火曜日 ９：００～２０：００ 自転車部品５％引き(補修部品は除く)

74 国分寺通り 第二 古川屋 ファッション 末広町6１ ３２－１３８６ 火曜日 ９：００～１９：００ 全商品１０％引き

75 国分寺通り 第二 お食事処　みかど お食事処 末広町58 ３４－６７８９ 水曜日
１１：００～１４：３０
１７：３０～２１：００

飛騨牛炭火焼ほう葉みそ焼定食　通常２,７６０円→１,９６０円 期間は5/7(月)～6/30(土)

76 国分寺通り 第二 おおさき お土産 朝日町55 ３２－１５５０ 火曜日 ９：００～１８：００ 全商品５％引き

77 国分寺通り 第二 寿々や お食事処 花川町24 ３２－２４８４ 不定休
１１：００～ＬＯ １４：００
１７：００～ＬＯ ２０：００

ワイン・ウーロン茶サービス

78 国分寺通り 第二 SWING（スウィング） 木工製品 末広町61 ５７－７８７８ 不定休 １０：００～１７：００ ５,０００円以上お買い上げの方に粗品プレゼント

79 国分寺通り 第二 レディショップ　うえの ファッション 花川町60 ３２－２５６６ なし ９：３０～１８：３０ 合計金額より２０％引き(奉仕品除く)

80 国分寺通り 第二 萬代 角店 お食事処 花川町50 ３３－５１６６ 水曜日
１１：００～１４：００
１７：００～２０：００

特別ランチ（１１：００～１４：００のみ）

81 国分寺通り 第二 旬庵 お食事処 末広町60 ３４－９６９３ 月曜日 １７：３０～２３：３０ お食事の方　アイスクリームサービス

82 国分寺通り 第二 ミューズ・バー お食事処 名田町6-13 ３５－２４３０ 月曜日・不定休
１１：００～１４：００
１７：００～２２：００

飛騨牛ステーキセットにソフトドリンクサービス 期間は5/8(火)～6/30(土)

83 国分寺通り 第二 高山信用金庫　川西支店 金融機関 朝日町５３ ３２－２２０３ 土・日・祝 ９：００～１５：００ 高山祭り、古川祭りのクリアファイルプレゼント

84 国分寺通り 第二 やました お食事処 総和町１－１ ３２－６４６０ 日曜日 １８：００～２３：００ 合計金額より１０％引き

85 国分寺通り 第二 Ｖogel Sang お食事処 花川町５６ ３３－３９１１ 不定休 １７：３０～２４：００ ロティサリーチキン（丸鳥）　通常２,１００円→１,８９０円

86 国分寺通り 第二 まちなか農家直売所 特産品 末広町60 ３６－０８３８ 1月～3月 ９：００～１６：００ 自社ラベル以外の特産品１０％引き（野菜・穀物類を除く）

87 国分寺通り 第二 ディリー　ヤマザキ コンビニ 花川町１７ ３２－７２２２ なし ２４時間営業 ６００円以上お買い上げで「南アルプスの天然水５００ml」を先着５０名様プレゼント

88 国分寺通り 第三 フルーツ専門店　銀コップ 果物 花里町6-17 ３３－０７０５ 水曜日 １０：００～２０：００ バナナミルクジュース２５０円を２００円

89 国分寺通り 第三 ロイヤルナンハウス お食事処 花里町6-17 ６２－９９１５ なし １１：００～２０：００ タンドリチキン４８０円を３００円に！ 本人のみ

90 国分寺通り 第三 (株)山善商店　国分寺通り店
ガソリンスタ
ンド

花里町6-15 ３２－５０１５ なし
７：３０～２０：００

(洗車機8:00～18:00)
洗車機洗車価格を２０％引き 本人のみ

91 国分寺通り 第三 (株)丸明　飛騨高山店
精肉
お食事処

天満町6-8 ３５－５８５８ 1月1日
１１：００～２１：００

（LO20:30）
一人につきソフトドリンク１杯サービス

92 国分寺通り 第三 YOUR JUNCTION まつげエクステ
ヘアーサロン 天満町6-7 ３２－１４３８ 日曜日 ９：００～１７：００ シャンプーブロー ２０％OFF　、　アイラッシュ（まつエク）80本～120本　５,５００円 期間は5/7(月)～6/30(土)

93 国分寺通り 第三 平安楽 お食事処 天満町6-7-2 ３２－３０７８ 火曜日
１１：３０～１３：００
１７：００～２０：００

小鉢　１品サービス

94 国分寺通り 第三 円空洞 工芸品 天満町6-7 ３２－１３８５ 不定休 ８：３０～２０：００ １０％引き

95 国分寺通り 第三 レストカフェ　サンアート高山 お食事処 花里町6-51-1 ３５－０５３６ 不定休 １１：００～１９：００ ２,０００円以上ご飲食で５％引き

★道の駅★

96 清見町 道の駅　パスカル清見 特産品 清見町大原858-1 ０５７６－６９－２３２１ 不定休 売店 ９:００～１８:００ パスカルドレッシング（４種）・飛騨清見ソース 共に１０％引き 　

97 清見町 道の駅　ななもり清見 レストラン 清見町牧ヶ洞2145 ６８－００２２ 無休
１１：００～１７：００（LO16：30）

軽食 ９：００～１７：００ レストランでのお食事　飛騨牛料理１０％引き 売店 9：00～17：00
野菜直売所 8：00～17：00

98 一之宮町 道の駅　モンデウス飛騨位山
特産品
レストラン

一之宮町7846-1 ５３－２４２１ 水曜日
９：００～１７：００

食事 １０：００～１６：００
レストラン：お食事の方にコーヒーor紅茶orオレンジジュース１杯サービス
喫茶：ドリンクメニュー各１杯につき１００円引き

99 荘川町 道の駅　桜の郷荘川 特産品 荘川町猿丸88 ０５７６９－２－１０３０ 無休 ８：００～１７：００ ２,０００円以上お買上げで１０％引き

100 久々野町 道の駅　飛騨街道なぎさ 特産品 久々野町渚2685 ５２－４１００
1月～3月

第1、3水曜日
８：３０～１７：３０ ２,０００円以上お買い上げでりんごジュース(180ml) １本プレゼント

101 朝日町 道の駅　ひだ朝日村 レストラン 朝日町万石150 ５５－３７７７ 水曜日
祝祭日の場合は翌日

１０：００～１５：３０ ２,０００円以上食事をされた方１０％引き
本人を含め4名様まで
他の割引と併用不可

102 高根町 道の駅　飛騨たかね工房 特産品 高根町中洞767-4 ５９－６０２０ 火曜日
９：００～１８：００

（11月～3月 ～１７：００）
２,０００円以上お買上げで１０％引き

103 奥飛騨温泉郷 道の駅　奥飛騨温泉郷上宝 特産品
奥飛騨温泉郷田頃家
11-1

０５７８－８９－３７４６ 無休 ９：００～１７：００ １,０００円以上お買上げで１０％引き
地元生産者出品物等
割引対象外

この度は、飛騨高山ウルトラマラソンにエントリーいただきありがとうございました。 　　　　 

ランナーの皆さまへのおもてなしとして、上記特典をご案内いたしますので、飛騨高山の思い出にぜひご活用ください。

　使用期間　:　５月１日（火）～６月３０日（土）　～期間中の高山への再訪お待ちしております!!～

　利用方法　:　おもてなし特典利用券協賛店一覧（この用紙）をお店に提示し、特典を利用ください。

　　　　　　　  ※お店により入店時・会計時の確認、支払い方法等が異なりますので、ご確認の上ご利用ください。

　　　　　　　  ※この特典は、ボランティアスタッフも対象になります。

　協賛店の確認　:　Ａ３サイズの協賛店表示（ポスターと同じデザインに【※協賛店と明記】）が掲示してあります。

№ エリア 店　　名 住　　所 定休日 営業時間 特　　　　典 利用制限電話

   

    

 

   
 

   

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■おもてなし特典のご利用方法 

 

飛騨高山ウルトラマラソン実行委員会 
       （ 事務局観光課）電話０５７７－３５－３１４５ 

商店街マップ 

協賛店表示ポスターイメージ（Ａ３） 


