
夏休み限定！恋に効く♡スワロフスキーデコさる

ぼぼ制作体験3,700円

飛騨のお野菜と飛騨豚ロースト入り冷やしラーメ

ン900円

キャンペーン参加施設一覧
割引＆特典を受けるためには、

このおさんぽマップを提示してください。

ご当地グルメ

飲食

体験

買い物

浴衣レンタル

駐車場

文化

●特記のないものは、クーポン提示で1グループ全員対象です。●価格は特記のないもの

は税込価格です。●営業時間や定休日、特典内容などが変更になる場合がございます。ご

利用の際、各店舗・施設にご確認ください。●他のクーポン券などとの併用はできませ

ん。●来店時、入館時にご提示ください。提示がない場合は特典は受けられません。

0577-57-7476

0577-35-5338

蕎麦と旬の一皿  のの花

茶房 卯さぎ

10:00 - 16:00
（土日祝17:00 まで） 
水曜休

1

3     飛騨牛まんが期間限定50円オフ！
イートインコーナーでひと休み♪

2     本格サイフォン珈琲が味わえる古
民家カフェに♡の和スイーツが登場

人気の飛騨牛まん540円→490円

11:30 - 14:00 / 17:30 - 23:00 木曜休

0577-33-4848
牛まん喜八郎 安川本店

10:00 - 17:00  火曜休

キャンペーン限定

キャンペーン限定

キャンペーン限定※限定1日20食
はな

※2名まで

koiパフェ1,200円

0577-34-0126

茶房 布久庵

12

11:00 - 17:00 (LO) 火曜休

※数量限定

縁起物のおいりをトッピング♡老舗お茶屋の「恋

の幸せ抹茶ソフト」450円

0577-32-0820

野畑茶舗 てぃーさろん てきすい

９

11:00 - 16:00  水曜休

※数量限定

二人で選べる恋セット Aティラミス2つ 2,000円 / 
B夢ごぜん+ロールケーキ 2,000円 / C夢ごぜん+
ティラミス2,100円

キャンペーン限定

※いずれも2名ドリンク付料金

50円OFF

4

飛騨牛ひつまぶし2,300円→2,000円(税別)

0577-36-2989

肉の匠家 安川店

11:00 - 16:00 / 17:00 - 20:00 水曜休

300円OFF

0577-70-8523

恋の飛騨春慶　マグネット作り体験1,500円

0577-32-0396

山田春慶店

アトリエ・イハナ

10:00 - 16:30
不定休

15

16      ここだけ！スワロフスキーでオリジ
ナル♡付さるぼぼデコ体験ができます

19

和紙お茶缶作り体験500円

10:00 - 17:00  日曜・不定休

0577-32-4086

なべしま銘茶

10:00 - 18:00
（体験 16:00 まで )
 火曜休

※要予約4名まで

※10名まで

※職人により紅春慶（塗り物）に仕上げ後日発送

オススメ体験

※1人1缶、水曜限定

※8/1-5、8/10-16除く、乗用車1台対象

18

天然香原料オリジナル匂い袋作り体験1,000円

0577-34-7533

10:00 - 18:00 
不定休

和クラフトワークカフェ

茶香房 ひより

オススメ体験

キャンペーン限定

オススメ商品

オススメ商品

29

1,000円以上のお買い物でみそ飴プレゼント
0577-36-2669

こうじや柴田春次商店 二之町店

8:30 - 17:00 （日曜 15:00 まで）  水曜休
※大人4名まで

0577-33-6787

ギャラリー＆カフェ 

わらじ屋

9:30 - 17:00
金曜休

Good priceなカプチーノ350円

0577-34-2866

食事処 さくらやま

11:00 - 14:00
17:30 - 21:00
木曜休

76

恋する高山ラーメン600円

0577-33-7836

高山昭和館

9:00 - 18:00
無休

22

23

入館料大人500円・子ども300円→半額

0577-32-0038
吉島家住宅

9:00 - 17:00  無休（期間中）

入館料800円→700円

50%OFF

24

入館料700円→600円

0577-36-3124
古い町並美術館　山下清原画展

9:30 - 17:00  無休

砂金採り体験と農家が作る飛騨産シロップのかき

氷＆みだらし団子のセット1,000円

0577-35-6777

福太郎

5

9:00 - 18:00 不定休

キャンペーン限定

キャンペーン限定

キャンペーン限定 キャンペーン限定

キャンペーン限定

オススメメニュー

夏恋♡シーサイド（グラデーション・ミントカルピ

スソーダにハートのゼリー）486円

0577-34-9016

Café 櫟

8

11:00 - 22:00  水曜休

090-4941-1180

旅のしおり

10:00 - 18:00
不定休

10     イートインベーカリーカフェで
味わう限定スイーツは恋の味♡

恋のピーチソルベ900円

0577-33-8611

モンビル

9:00 - 18:30 
火曜休

11

ハートのペアドーナツ2個で100円

0577-32-5100

高山祭屋台会館

9:00 - 17:00
無休（期間中）

20

入館料900円→810円

90円OFF

0577-32-0072

日下部民芸館

9:00 - 16:30
無休（期間中）

21

入館料大人500円・子ども300円→半額

50％OFF

※4名まで

14

お食事をされた方に自家製しそジュースサービス

0577-34-7660

京や

11:00 - 22:00  火曜休

ドリンクサービス

13

飛騨ももソフトクリーム350円

0577-33-0474

かじ橋食堂

6:00 - 17:00  無休

オススメメニュー

31

着物レンタル布久庵A

浴衣・下駄レンタル＋着付け3,500円（税別）～

※予約優先

浴衣持ち込み・着付けのみ2,000円（税別）

中田呉服店B

浴衣・下駄レンタル＋着付け3,500円（税別）～

※1日限定 女性10名・男性5名

浴衣持ち込み・着付けのみ1,500円（税別）～

※浴衣お買い上げの方は着付けサービス

高山きものレンタル一華　やよい橋店／古い町並店C

浴衣・下駄レンタル＋着付け3,500円（税込）

浴衣持ち込み・着付けのみ2,000円（税込）

※ヘア飾りレンタル無料、ヘアセット2,500円（税込）

0577-36-7038

不動橋駐車場

6:00 - 18:00 無休

0577-35-0126

※茶房布久庵にて

10:00 - 18:00 火曜休

0577-32-0159

10:00 - 18:00 火曜休

（7月オープン予定）

0577-70-8043

※翌日返却可能（+1,000円）

9:00 - 17:00 木曜休

30

4時間以内800円、4時間以上8時間未満

1,000円のところ１日(9時-18時)500円 

通常1時間300円のところ終日500円で利用可

0577-32-0688

真宗大谷派 高山別院照蓮寺

受付8:00 - 17:00 無休

ワンコインパーキング ワンコインパーキング

28

夏限定の可愛い和三盆製干菓子450円～

0577-32-1844

巻葉屋 分隣堂

8:00 - 19:00 無休

27

オススメの地酒+もう1種類試飲

0577-36-6030

飛騨地酒蔵 朝市店

7:30 - 16:00 無休

地酒試飲

※未成年不可

0577-32-2814

夢工場飛騨

10:00 - 16:00
不定休

17      焼き加減は自分しだい?!おせ
んべいを自分で焼いちゃう体験です

くじ引き付きせんべい焼き体験400円

（くじ引き1等ハート型 2等ピリ辛せんべい）

0577-32-1640

暮らしのまるひゃく

9:00 - 17:00
火曜休

25

ほっこりかわいい手作りねこ1,620円 5,000円以上のお買い物で飛騨のあめ職人が作っ
たハートの恋味キャンディープレゼント

0577-70-8377

是ノ刃

10:00 - 16:00
火・水曜休

26

飛騨高山の下町エリアで毎年夏に開催している浴衣キャンペーン。
今年は「恋浴衣」と題し、まちにハートアイテムがたくさん登場！
お得な割引や特典もあるので、2人でのんびり浴衣デートを楽しんで。

キャンペーン限定

キャンペーン限定

100円OFF100円OFF

ハートアイテム 新アイテム

100円OFF

2019年のテーマは「恋浴衣♥」

主催：夏休み実行委員会　共催：高山市観光連絡協議会　企画協力：飛騨高山旅館ホテル協同組合

0577-36-1011（高山市観光連絡協議会）お問い合わせ

特設サイトも
チェックしてね！

まちあるきの途中で撮ったステキな写真は、
Ins t ag r amにハッシュタグ＃飛騨夏を付けて投稿してね！

@h idana tu
飛騨高山でニッポンの夏休み

キャンペーン限定

※大人のみ

※大人2名まで

※大人2名まで

※先着30名

しもちょう

ふきゅうあん

なかだ

いっか

　カフェのサービスあり

     地元野菜を使った料理と和蕎麦
の名店に限定冷やしラーメンが登場

う

きはちろう

     精肉店が手掛ける元祖飛騨牛まぶ
し！MAPの提示で300円オフ

たくみや やすがわてん

     砂金採りで金GET ！かき氷のシ
ロップもみたらし団子も手作り♪

ふくたろう

     Poｐ. の楽しいラテアート。
桜山八幡宮境内にある人気カフェ

     名物高山ラーメンにこっそり♡
アイテムが?! どこか懐かしい味を

いちい

      高山市内を一望できる絶景カフェ。
風が心地よいテラス席が人気

     老舗お茶屋さんの濃厚抹茶ソフト
は大きな四葉のクローバー付きで♪

のばたちゃほ

たび

キャンペーン限定

     パン屋さんの新商品！期間限定♡
のドーナツはなんと2個で100円♪

     人気古民家カフェの限定パフェ
は可愛い♡付き。中庭を眺めながら

さぼう ふきゅうあん

     飛騨高山の地元の方にも愛される
食堂。ご当地グルメの定食もお勧め

     飛騨の郷土料理をお昼も夜も楽し
める人気のお店。囲炉裏端もあるよ

ばししょくどう きょう

やまだしゅんけいてん

     飛騨高山の伝統工芸の「春慶」
でオリジナルマグネット作り体験を

ゆめこうじょうひだ

     旅の思い出にオリジナルの香りは
いかがですか？

     老舗お茶屋さんで和紙を使った
自分オリジナルのお茶缶作り体験を

ちゃこうぼう

めいちゃ

      秋の高山祭で実際に曳き出す屋
台を展示。期間限定入館料90円オフ

      国指定重要文化財。館内にいる
♡を持ったタヌキを探せ！

たかやままつりやたいかいかん くさかべみんげいかん

      オールウェイズの世界へようこ
そ！懐かしい昭和を感じる異空間です

      国指定重要文化財。大きな梁の
重厚感ある佇まいをごゆるり見学

     可愛い和の小物が充実。中には
♡をモチーフにしたアイテムも！

     職人の技が集結した刃物専門
店。包丁研ぎも承ります！

     飛騨の地酒が勢ぞろい！お酒の
お土産をセレクトするならここで

     お干菓子と季節のお菓子が並ぶ
お店。お土産にもおすすめ。

     飛騨高山の観光の拠点に♪高山
別院裏の蓮池も必見です

     下町や桜山八幡宮に行くならこ
の駐車場が便利！

     かの有名な山下清画伯の作品を
展示。期間限定入館料100円オフ

たかやましょうわかん

よしじまけじゅうたく

やましたきよしげんがてん

このはく

ひだじざけぐら　あさいちてん ぶんりんどう

      老舗味噌屋さんのオリジナル味噌がズラリ !!
しばたはるじしょうてん  にのまちてん

や

たかやまべついんしょうれんじ ふどうばしちゅうしゃじょう

7.20

S
A

T

SU
N

9.8
ぶらっとおさんぽマップ

飛騨高山下町周辺 AT
をつけて投稿しよう！ #飛騨夏

※浴衣レンタルは全て予約が必要です
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日本古来の
ハートマーク
（猪目）を探そう！

館内のたぬきのはく製が
ハートをどこかに
隠し持っているよ

あるいて

体験して

食べて

A

B

C

C

一、＃飛騨夏 で投稿すべし

おさんぽ途中に撮ったステキな写真は、
「＃飛騨夏」を付けて Instagram に投稿
してね！

一、浴衣でまちあるきをすべし
飛騨高山は浴衣が似合うまち。レンタル
浴衣もあるので夏休みの思い出作ろう！

宮川沿いに立ち並ぶ朝市へ。完熟の飛騨トマトをその
場でかじっちゃうのもアリ！

キャンペーン中は不動橋駐車場と高山別院の駐車場が
マップ提示で終日500円！車を停めてまちあるきへ

予約しておいたレンタル浴衣やさんへ。迷いながら選
んだ浴衣に着替えたら、旅気分も上 ♪々

江名子川沿いをぷらぷらおさんぽ。浴衣に似合う懐か
しい風景の中、写真を撮りながら歩こう

一、裏道を通ってみるべし

一、ご当地グルメを食べるべし

地元の人からも愛されるおいしい
お店がたくさん。

時が止まったかのような雰囲気の小道を
探してみて。

飛騨高山名物 毎日開催

宮川朝市 開催時間：7:00～12:00

朝市の情報はコチラ江戸時代に始まり、今も毎日開催されている宮川朝市。日本三大朝市の
ひとつとも言われ、約40店舗が軒を連ねる高山の代表スポット。お店の
人とのおしゃべりを楽しみながら見てあるこう。

※天候などにより出店数が少ない
　場合もあります。

一、ハートのアイテムに出会うべし

キャンペーン限定メニューをはじ
め、まちにはHAPPYなハートマー
クがいっぱい。

9:30

10:00

11:00

9:00 せんべい焼き、飛騨春慶のマグネット作り、デコさるぼ
ぼ作りなど、一緒に体験して2人の仲を深めちゃおう！

高山祭で有名な桜山八幡宮にお参り。緑いっぱいの気
持ちいい境内で、ちゃっかり恋愛祈願しましょ

高台のカフェや古民家カフェでひとやすみ。ハートの
スイーツやドリンクがかわいい♥

おみやげを探しながらお店をハシゴ。小腹がすいたら
みだらし団子やソフトクリームを食べ歩き

14:30

15:00

16:00

13:30

おなかが空いたらランチタイム。ご当地グルメやキャ
ンペーン限定メニューの中からチョイスしてね

12:00
下町ですべし五か条
しも  ちょう

オススメモデルコース

2人の仲が深まる

ようきてくれんさった！


