
【久々野地域】
事業所名・屋号 取扱商品 事業所所在地 電話番号

㈱田口建築 住宅建築 久々野町大西690 52-3688

ナガイ㈱ 生コン・骨材販売 久々野町大西4 52-2328

ナガイ整備 自動車整備・販売 久々野町大西15-1 52-2877

ナガイ石油 燃料 久々野町大西15-1 52-3028

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

㈲榎建築 住宅建築 久々野町小屋名1136-1 52-3257

Hutte A-miu 喫茶、焼き菓子 久々野町小屋名1187 070-2825-9738

フードたなか 食料品、酒、日用雑貨 久々野町小屋名1151 52-2749

㈲洞口住設 住宅設備 久々野町小屋名849 52-3284

青木自動車㈲　本社 新車･中古車販売、車検、修理 久々野町久々野1891-3 52-3030

青木鍼灸マッサージ治療院 鍼灸マッサージ 久々野町久々野993-1 52-2486

㈲池畑工務店 住宅建築 久々野町久々野1619 52-2123

㈲大宮自動車 新車･中古車販売、車検一般修理 久々野町久々野2167 52-2511

お食事処　あらい 居酒屋、飲食 久々野町久々野1737-1 52-2062

㈲割烹　若松 日本料理 久々野町久々野1375 52-2276

久々野観光㈱ ツアー旅行 久々野町久々野241-1 52-2992

久々野牛乳販売 牛乳、乳製品 久々野町久々野783 52-3228

元禄 居酒屋 久々野町久々野1747 52-2047

サロン　ホヌ エステ 久々野町久々野2540-32 090-4468-9862

酒舗　とちもと 酒類 久々野町久々野1782-1 52-2061

DIAMONDO　DOGS トリミングサロン 久々野町久々野2076-2 52-2800

デンキの山彦 家電販売 久々野町久々野2165 52-2130

ともえ寿し 寿司 久々野町久々野2162 52-2010

とらがりくん 理容 久々野町久々野1782-7 52-2131

ホームページと印刷　中島印刷 印刷物、ＷＥＢ制作 久々野町久々野1522-1 52-2132

平畑電気商会 電気設備 久々野町久々野1179-1 52-2368

㈱船渡電気工事 電気工事、電気商品販売 久々野町久々野1941-3 52-2902

Hot's ShiMaDa 理容、美容 久々野町久々野2162 52-2586

松山食料品店 食料品一般 久々野町久々野1680-2 52-2154

みかどや 定食、麺類、丼物 久々野町久々野1733-2 52-2005

メガネ･宝石･トケイ　芝田 眼鏡・宝石・時計の販売・修理 久々野町久々野1736-1 52-2223

もだに農園 もも、りんご、リンゴジュース他 久々野町久々野260 52-3125

㈱山善商店久々野給油所 ガソリン・車検・整備 久々野町久々野1519-2 52-2109

若松（食品部） 食料品 久々野町久々野1518-10 52-2276

笠原木材㈱ 住宅建築、薪 久々野町山梨69-1 52-2525

プラム 喫茶 久々野町山梨69-3 52-3636

ボディーショップ斐太 自動車鈑金塗装 久々野町山梨185 52-3013

㈲中野建築 住宅建築一式 久々野町渚2488 52-2584

道の駅　飛騨街道なぎさ 地域特産品、レストラン 久々野町渚2685 52-4100

オフィスブレーン 電化製品 久々野町無数河2996 57-7730

きって農園 りんご、もも 久々野町無数河2077 52-2483

久々野タクシー㈲ 貸切タクシー、乗合タクシー 久々野町無数河2388-1 52-2500

坂本酒店 ワイン、チーズ、クラフトビール 久々野町無数河616-2 52-2105

くろき呉服店 呉服、婦人服、制服､一般衣料 久々野町無数河617-1 52-2006

㈲谷本建築板金 建築板金工事 久々野町無数河956 52-3354

デンキのミゾバタ 一般家電 久々野町無数河618-1 52-2504

呑処　彪 居酒屋 久々野町無数河570-4 52-2933

「みんなで応援商品券」取扱い登録加盟店（高山南商工会会員事業所）



斐太石油㈱久々野バイパスＳＳ 燃料油・カーケア用品・作業 久々野町無数河684-1 52-2048

平岩建築 住宅建築 久々野町無数河1156 52-2690

舟寿し 寿司 久々野町無数河579-5 52-3507

㈲舟山バス 貸切バス、旅行業 久々野町無数河2388-1 52-3630

元屋旅館 旅館 久々野町無数河245-2 52-2045

㈲山本商会 日用雑貨、文房具、駄菓子、雑誌 久々野町無数河621-36 52-3131

山本商店 宴会、仕出し弁当、一般食料品 久々野町無数河2555-1 52-2661

中垣内自動車㈲ 自動車販売・車検修理・カー用品 久々野町引下526 52-2626

【朝日地域】
事業所名・屋号 取扱商品 事業所所在地 電話番号

サンライズ 電気工事、照明器具交換 朝日町青屋1613 090-2611-8974

荒井板金 建築板金工事 朝日町浅井205 090-2613-5076

ナガセサッシ アルミサッシ、シャッター 朝日町浅井188-1 55-3995

㈲長瀬石油 燃料、ガス器具、タイヤ他 朝日町浅井607 55-3054

㈲島本機工 木工機械・刃物・ペーパー 朝日町立岩928 55-3678

ツリーメンテナンス 庭園管理業務 朝日町立岩214 090-8862-5734

Hair-room neutral シャンプー、トリートメント 朝日町立岩270-1 70-8366

美女高原 食堂、キャンプ、釣り、ボート 朝日町見座1362-2 55-3820

ひだ美女餅工房 美女餅、五平餅、米粉ケーキ 朝日町見座841-2 55-3007

松本板金 建築板金工事・部品 朝日町見座981 55-3385

向畑自動車 自動車修理、タイヤ等消耗品 朝日町見座1062 55-3939

山助商店 酒類、菓子、雑貨 朝日町見座592 55-3366

㈲水口石油 ガソリン、軽油、灯油、タイヤ 朝日町一之宿890-1 56-1250

秋神温泉 宿泊 朝日町胡桃島355 56-1021

くるみ温泉＆キャンプ キャンプ・宿泊料金 朝日町胡桃島8 56-1137

仕出し　岩西 仕出し、弁当、宴会 朝日町西洞1004 56-1121

鈴蘭高原カントリークラブ ゴルフプレー・レストラン 朝日町西洞1628-1 57-2111

美容空間　Ｅａｓｅ 美容代金他 朝日町西洞544 090-8076-0112

ペンション　YES・NO 宿泊、食事 朝日町西洞1630 57-2033

旅館　たかひら 宿泊、食事 朝日町西洞491 56-1110

水口商店 食料品、日用品、雑貨 朝日町宮之前70-2 56-1101

ＡＲＴＳ　ＣＲＡＦＴ　ＪＡＰＡＮ 木製家具・小物の製造販売 朝日町上ケ見野畑40-1 55-3005

割烹　みぞわき 食事、宴会、仕出し 朝日町万石123-1 55-3050

㈲大道石油　朝日ＳＳ 自動車燃料、住宅設備機器 朝日町万石174-1 55-3074

長瀬菓子店 パン、菓子 朝日町万石779-1 55-3062

道の駅　ひだ朝日村 レストラン、売店 朝日町万石150 55-3777

リラクゼーションサロン　クオレ 理容、美容、エステ、ボディケア 朝日町万石118-3 55-1073

ながせ鍼灸治療院 マッサージ・鍼灸治療 朝日町甲968 55-3334

森本建具店・キープアイデア工房 建具全般 朝日町甲446-1 55-3739

森下建具店 建具全般 朝日町小谷223 55-3621

【高根地域】
事業所名・屋号 取扱商品 事業所所在地 電話番号

牧坂商店 酒・食料品・日用雑貨 高根町日和田1455 59-2152

増田工芸 木製品 高根町日和田726 59-2199

ＮＰＯ法人　ワイ・アイ・ケー 乾麺、そば粉 高根町小日和田2-1 59-2258

塩沢温泉　七峰館 宿泊、日帰り入浴 高根町上ケ洞290 59-2326

飛騨たかね工房 食料品、土産物 高根町中洞767 59-6020



【その他の地域】
事業所名・屋号 取扱商品 事業所所在地 電話番号

㈱中井自動車 自動車販売・整備・鈑金塗装 一之宮町3443 53-2590

岩下塗装 自動車鈑金･塗装 新宮町559-1 33-1268

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

飛騨ファームランド 米・餅・おけそく・誕生餅 山田町25-4 34-8506

青木自動車㈲　高山店 新車･中古車販売、車検、修理 石浦町5-97 34-7238

Wiz hair Chou Chou 美容技術一般 石浦町7-82 77-9550

hair salon glycine. 美容代金・ヘアケア商品代 丹生川町法力549-2 70-8944


