
事業所名(店舗名) 住所 施設分類 電話番号

天野屋 岐阜県郡上市八幡町本町841 飲食店 0575-65-3000

団子茶屋郡上八幡 岐阜県郡上市八幡町島谷1102 飲食店 0575-67-1222

糸CAFE 岐阜県郡上市八幡町新町944 飲食店 0575-67-9082

郡上八幡駅舎カフェ 岐阜県郡上市八幡町城南町188-54 飲食店 0575-67-9039

芳花園 岐阜県郡上市八幡町小野5-15-4 飲食店 0575-67-0591

とんかつ　かつ弥 岐阜県郡上市大和町河辺830-1 飲食店 0575-88-2118

レストランももちどり 岐阜県郡上市大和町牧912-1 飲食店 0575-88-4693

ぎふ大和PA屋台伝 岐阜県郡上市大和町島2736-2 飲食店 0575-88-1130

かにはさくら 岐阜県郡上市大和町剣164 飲食店 0575-88-2525

レストランおがたま 岐阜県郡上市大和町剣164 飲食店 0575-88-2525

やまと温泉レストラン山法師 岐阜県郡上市大和町剣164 飲食店 0575-88-2525

覇楼館 岐阜県郡上市白鳥町白鳥21-14 飲食店 0575-82-3988

飯もん酒もんさんたべーる 岐阜県郡上市白鳥町長滝351番地 飲食店 0575-85-2468

goodcafe and factory 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良722-2 飲食店 0575-82-6870

飛騨牛ダイニングかはん 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良688-1 飲食店 0575-82-4485

ふわふわクレープ　ひるがの高原サービスエリア店 岐阜県郡上市高鷲町鷲見上野3694-340 飲食店 0575-72-5031

Ork park 岐阜県郡上市高鷲町鷲見上野2363-1905 飲食店 0575-73-2425

ふわふわクレープ　ホワイトピア高鷲店 岐阜県郡上市高鷲町鷲見512 飲食店 0575-72-5031

ふわふわクレープ　鷲ヶ岳店 岐阜県郡上市高鷲町大鷲3250 飲食店 0575-72-5031

Bar&Lodge Duck 岐阜県郡上市高鷲町西洞3117-14 飲食店 070-4118-0122

ふわふわクレープ　高鷲スノーパーク店 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1 飲食店 0575-72-5031

ふわふわクレープ　ダイナランド店 岐阜県郡上市高鷲町西洞3035-2 飲食店 0575-72-5031

ふわふわクレープ　ひるがの高原スキー場店 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75 飲食店 0575-72-5031

明宝ジェラート 岐阜県郡上市明宝大谷822 飲食店 0575-87-0138

郡上八幡　ホテル積翠園 岐阜県郡上市八幡町柳町511番地2 宿泊施設 0575-65-3101

みはらや旅館 岐阜県郡上市八幡町柳町２６６番 宿泊施設 0575-65-3348

株式会社　吉田屋 岐阜県郡上市八幡町殿町160 宿泊施設 080-4306-1551

せせらぎ街道の宿たかお（八幡町サイクリングターミナル） 岐阜県郡上市八幡町市島945-1 宿泊施設 0120-622-139

ホテル郡上八幡 岐阜県郡上市八幡町吉野208 宿泊施設 0575-63-2311

清竜 岐阜県郡上市大和町島7119-1 宿泊施設 0575-88-2047

料理旅館　金松館 岐阜県郡上市大和町島7016番地 宿泊施設 0575-88-2512

outdoor style AMIDA 岐阜県郡上市白鳥町前谷1080-1 宿泊施設 0575-85-2001

白鳥高原ホテル 岐阜県郡上市白鳥町石徹白 宿泊施設 0575-86-3611

民宿　かんべ 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良753-4 宿泊施設 0575-82-2028

青仙寮 岐阜県郡上市高鷲町鮎立字明野6068-30 宿泊施設 090-5009-6925

貸別荘Orkひるがの 岐阜県郡上市高鷲町鷲見上野2363-988 宿泊施設 0575-73-2425

オークひるがの 岐阜県郡上市高鷲町鷲見上野2363-988 宿泊施設 0575-73-2425

outdoor　style AMIDA 岐阜県郡上市高鷲町大鷲41番地5 宿泊施設 0575-72-5031

鷲ヶ岳高原ホテルレインボー 岐阜県郡上市高鷲町大鷲3250 宿泊施設 0575-72-5511

宿Cafeレンタル 小左エ門 岐阜県郡上市高鷲町大鷲2821 宿泊施設 0575-72-5362

お宿　ゆのひら 岐阜県郡上市高鷲町大鷲1819番地1 宿泊施設 090-5451-4760

ミルキーハウス 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-378 宿泊施設 0575-73-2161

サンメンバーズひるがの 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-362 宿泊施設 0575-73-2221

大蔵屋 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-1301 宿泊施設 0575-73-2057

シェソワ　ワカミヤ 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-1149 宿泊施設 0575-73-2053

民宿やいち 岐阜県郡上市美並町山田987-2-1 宿泊施設 0575-79-3288

ペンション四季彩 岐阜県郡上市明宝奥住3447-114 宿泊施設 0575-87-2980

めいほうベルグコテージ（株式会社明宝マスターズ） 岐阜県郡上市明宝奥住3435-6 宿泊施設 0575-87-2816

郡上八幡城 岐阜県郡上市八幡町柳町一の平659 体験施設 0575-67-1819

郡上八幡　美山鍾乳洞 岐阜県郡上市八幡町美山421 体験施設 0575-68-2321

郡上八幡博覧館 岐阜県郡上市八幡町殿町50番地 体験施設 0575-65-3215

サンプルビレッジ いわさき 岐阜県郡上市八幡町城南町250 体験施設 0575-65-3378

郡上温泉　宝泉 岐阜県郡上市八幡町吉野208 体験施設 0575-63-2311

長良川サイクルクルーズ 岐阜県郡上市八幡町稲成301-13 体験施設 0575-67-9366

大滝鍾乳洞 岐阜県郡上市八幡町安久田大棟2298 体験施設 0575-67-1331

鷲ヶ岳高原ゴルフ倶楽部 岐阜県郡上市大鷲字平沢3262-1 体験施設 0575-72-5100

メタセコイアの森の仲間たち 岐阜県郡上市大和町大間見307 体験施設 050-5241-1635

やまと温泉フロント 岐阜県郡上市大和町剣164 体験施設 0575-88-2525

ウイングヒルズ白鳥リゾート 岐阜県郡上市白鳥町石徹白135番地1 体験施設 0575-86-3516

白鳥高原カントリークラブ 岐阜県郡上市白鳥町石徹白133 体験施設 0575-86-3111

スノーウェーブパーク白鳥高原 岐阜県郡上市白鳥町石徹白133 体験施設 0575-86-3111

牧歌の里 岐阜県郡上市高鷲町鷲見2756-2 体験施設 0575-73-2888

ひるがの高原コテージパーク四季の郷 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670番3708 体験施設 0575-73-3450

レンタルショップ アースワーク 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-856 体験施設 080-3649-4454

ひるがのホープロッジ 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-3654 体験施設 080-5113-2339

レンタルスキービッグストン 岐阜県郡上市明宝奥住2274 体験施設 0575-87-2944

株式会社明宝マスターズ 岐阜県郡上市明宝大谷1015 販売店 0575-87-2395

上田酒店 岐阜県郡上市八幡町本町846-3 販売店 0575-65-3345

丸一精肉店　 岐阜県郡上市八幡町新町984番地 販売店 0575-65-2811

紙刃楽 -shibaraku- 岐阜県郡上市八幡町本町865-7 販売店 0575-67-9900

野田軒製菓舗 岐阜県郡上市八幡町島谷940 販売店 0575-65-2436

郡上本染　渡辺染物店 岐阜県郡上市八幡町島谷737 販売店 0575-65-3959

郡上八幡旧庁舎記念館 岐阜県郡上市八幡町島谷520番地の1 販売店 0575-67-1819

杉錠 岐阜県郡上市八幡町島谷1299 販売店 0575-65-2021

郡上八幡城下町プラザ 岐阜県郡上市八幡町殿町69番地 販売店 0575-67-2411

流響の里 岐阜県郡上市八幡町殿町166 販売店 0575-66-2200

岸山履物店 岐阜県郡上市八幡町新町933番地 販売店 0575-65-3321

わさび屋株式会社 岐阜県郡上市八幡町五町1-8-11 販売店 0575-67-9033

レストラン大滝苑 岐阜県郡上市八幡町吉野208 販売店 0575-63-2111

売店よぶこどり 岐阜県郡上市大和町牧912-1 販売店 0575-88-4583

平野醸造合資会社 岐阜県郡上市大和町徳永164番地 販売店 0575-88-2006

ぎふ大和PA売店 岐阜県郡上市大和町島2736-2 販売店 0575-88-1130



みちしる 岐阜県郡上市大和町剣164 販売店 0575-88-2525

物産館湯多花の市 岐阜県郡上市大和町剣164 販売店 0575-88-2525

パン工房かはな草 岐阜県郡上市大和町剣164 販売店 0575-88-2525

かがや株式会社酒販部 岐阜県郡上市白鳥町白鳥692番地 販売店 0575-82-2088

大中石油株式会社 岐阜県郡上市白鳥町中津屋389番地の8 販売店 0575-82-2181

Ｂ＆Ｂ　弥次右衛門 岐阜県郡上市白鳥町為真609 販売店 0575-82-3347

総合エネルギー　高鷲SS　ガソリンスタンド 岐阜県郡上市高鷲町大鷲41番地5 販売店 0575-72-5031

たかすファーマーズ 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-233 販売店 0575-73-1022

明宝道の駅　売店 岐阜県郡上市明宝大谷1015 販売店 0575-87-2395

明宝特産物加工株式会社 岐阜県郡上市明宝気良33番地２ 販売店 0575-87-2454


