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年末年始を安心してお過ごしいただくために 
 

 新型コロナウイルス感染症の第３波が到来しています。改めて基本的な感染対策の徹底をお願

いするとともに、今年の年末年始を安心してお過ごしいただくためにそれぞれで工夫しましょう。 
 

01 すべての行動で｢基本的な感染対策｣を徹底しましょう 
 

 

 

 

 

    ■発熱などの症状がある方などは、外出を控え、まずは電話でかかりつけ医へ、 

     かかりつけ医がない場合は受診・相談センター（平日昼間 0577-33-1111, 

     夜間休日 058-272-8860）へ相談しましょう 

 

02 
飲食時の感染対策の徹底「マスク会食で楽しみましょう」 

そして「夜９時で帰りましょう」              
 

    ■「飲食の瞬間はマスクを外す」「話す時はマスクをする」を交互に行う 

     新しいマナー「マスク会食」の習慣を付けましょう 

    ■感染拡大を抑制するため、飛騨市は来年１月 11 日 

     まで岐阜県の営業時間短縮要請の対象地区となりま 

     した。お酒を提供する飲食店・居酒屋などは夜９時 

     で閉店されます。 

    ■なるべく普段から一緒にいる人と少人数で行いまし 

     ょう 

    ■飛騨市の安心安全宣言の登録店を選びましょう 

 

03 
年末年始の初詣などでは基本的な感染対策を再確認し、

日時をずらすなど感染リスクが高い場面を避けましょう  
 

04 感染拡大地域への不要不急の往来を控えましょう      
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体調が悪い時は 
無理せず安静に 

座る位置や 
間隔に注意 

マスクの着用 定期的な換気 こまめに手洗い 

 

Ｑ 年末年始に飛騨市へ帰省してもいいのでしょうか？ 

Ａ どこにいても誰であっても感染リスクはありますので、一律に帰省の自粛はお願いし

ませんが、個人個人が手指消毒、手洗い、マスクの着用など、ご家庭での基本的な感染対

策を徹底してリスクの軽減を図っていただきますようお願いします。 

食事の時でも 
話す時はマスク 

新しいマナーです 
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年末年始は おうちで 楽しく ごちそう♪ 

お得な「プレミアム食タク券」を利用して 
 

 

 飛騨市では、外食、

イベント、宴会などの

減少により経営に苦

しむ飲食店や酒屋、タ

クシーを応援するた

め、プレミアム率 40％

の食事＆タクシー券

（食タク券）を販売し

ています。テイクアウ

ト（持ち帰り）、出前、

お酒の購入など、ご自

宅の飲食にもぜひご

利用ください。 
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「プレミアム食タク券」で 家飲み♪ 

お酒などの購入に利用できるようになりました                 
 

 岐阜県の営業時間短縮要請の影響を受け、かつ協力金の対象とならない酒

類の小売店を支援するため、「市内に本店・本社があり、酒類を主な販売とし

ているお店」でも食タク券が利用できるようになりました。 
 

「食タク券でお酒など購入できる店舗」一覧   

店名 住所 電話番号 
 

店名 住所 電話番号 

北平酒店 古川町栄 2 丁目 0577-73-4041 
 

橋本商店 河合町稲越 0577-65-2127 

くらつぼ酒店 古川町貴船町 0577-73-3438 
 

葛谷酒店 神岡町船津 0578-82-0035 

㈲後藤酒店 古川町壱之町 0577-73-2657 
 

中齊酒店 神岡町船津 0578-82-0351 

㈲渡辺章酒店 古川町向町 1 丁目 0577-73-2536 
 

(資)登林酒店 神岡町船津 0578-82-0025 

小倉商店 宮川町杉原 0577-62-3021 
 

結城酒店 神岡町殿 0578-82-0750 

宮前商店 宮川町大無雁 0577-65-2155 
 

   
 

※12 月 22 日現在の利用可能店舗を掲載しておりますが、ご利用にあたっ

ては飛騨市ホームページによりご確認いただくか、お店に電話でご確認

ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

最新の対象店舗一覧 

新型コロナウイルス感染症情報や、市役所からの様々な最新のお知らせを 

メールと LINE で配信しています。ぜひご登録ください。 
 

『こんばんは！広報ひだです     』 
 

飛騨市ほっと知るメール で検索 または右の QR コードから配信登録できます。 
配信登録 

（QR コード） 

拡充 

（12 月 22 日現在） 
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02 
お料理は「テイクアウト」「出前」で♪    

「テイクアウトできる店舗」一覧       

（12 月 22 日現在） 

地区 施設名 電話番号 配達 予約受付時間 代表メニュー 
食ﾀｸ 

ﾁｹｯﾄ 

 朝日館 0577-73-2847 〇 前日までに 季節の懐石弁当 〇 

 味処古川 0577-73-7100 〇 前日 16:00 までに 弁当 〇 

 あん 0577-70-8238  
軽食 0:00~17:30 

食事 1:00~14:30 
イタスパなど 〇 

 壱之町珈琲店 090-5608-8886  
受け取りの 1 時間前まで

に 
カレーライス、サラダ 〇 

 いなほ 0577-73-0977  前日までに 
唐揚げ、ローストビーフな

ど 
〇 

 初月 0577-73-2063  10:00~16:00 唐揚げ、餃子など 〇 

 喫茶いこいの家 0577-57-9969 要相談 
予約受付

8:00~17:00 

モーニングセット、オムライ

スほか 
〇 

 喫茶つくし 0577-73-2523 〇 営業時間内 ミートスパゲティほか 〇 

 
玉膳楼・中華 

料理店 
0577-62-9733  11:00~19:00 唐揚げ､餃子､炒飯など 〇 

 KINKON 館 0577-73-4646 〇 8:30~19:00 
弁当、天むす、丼、定食

など 
〇 

 憩松苑 0577-73-2137  その場でも可 唐揚げ 〇 

 居酒屋 源 0577-73-6683  10:00~21:00 
丼、カレーライス、唐揚げ

など 
〇 

古川 香梅 0577-73-4035  前日までに 
海鮮丼、刺身盛り合わ

せ、手羽先 
〇 

 さか江家食堂 0577-73-2931 〇 
営業時間内

11:00~15:00 
丼各種、ラーメンほか 〇 

 Shinanoya 0577-73-2447 
 

前日までに よくばりカレーなど 〇 

 
千 0577-73-5411 要相談 営業時間内 

寿司、お好み焼き、焼き

そば 
〇 

 タスパ de シャング

リラ 
0577-73-6669  当日予約可 スパ、カレー､ピザなど 〇 

 ためなが 0577-73-5891 〇 前日 12:00 までに お弁当､料理 〇 

 
つるや食堂 0577-73-2041  当日予約 

チャーハン､餃子､唐揚げ

など 
〇 

 とんかつかつ丼 日高 0577-73-3858 〇 出前ﾒﾆｭｰは 30 分前 カツ丼､とんかつ 〇 

 一食堂 ninomae 090-5636-2046 〇 当日 11:00 までに 日替わり弁当 〇 

 ひだコロッケ本舗 0577-73-3125  営業時間内 飛騨牛コロッケ  

 飛騨ともえホテル 0577-73-2056 ○ 前日まで 各種弁当 〇  
飛騨古川スペランツ

ァホテル 
0577-73-7001 要相談 10:00~15:00 

すき焼きセット（野菜

付） 
 

 日根野美術館

&café 
0577-73-6257  その場でも可 チーズケーキ 〇 

 
HIRO DASH 店舗にて  営業時間内 

冷凍トマトラーメン持ち

帰り 
〇 

 
FabCafe Hida 0577-57-7686  9:00~18:00 

飛騨の森のベーグルサン

ドなど 
〇 
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地区 施設名 電話番号 配達 予約受付時間 代表メニュー 
食ﾀｸ 

ﾁｹｯﾄ 

 蕪水亭 0577-73-2531  前日までに 
飛騨牛弁当、蕪水亭オ

リジナル弁当 
〇 

 蕪水亭 OHAKO 0577-73-0048  10:00~14:00 
オムライス、ロコモコ、薬

草カレー、ピザ 
〇 

 BECK 0577-73-0435 〇 24 時間 ピザなど   

 
MOTHER'S 

HOUSE 
090-6924-2880  ２日前までに予約 

ベーグルサンド、日替わり

スープなど 
〇 

 味蕾 0577-73-2056 〇 前日までに ピザなど 〇 

 八起寿司 0577-73-6363 〇 特になし 寿司折詰 〇 

古川 山腰楼 0577-73-2883 〇 前日までに 四季折々まごころ弁当 〇 

 山勇牛一貫 0577-73-3929  前日までに 手ごねハンバーグ弁当 〇 

 洋風居酒屋 Noce 0577-73-3864  11:00~15:00 
ピザランチ(ミニサラダ､小

デザート､ドリンク付き) 
〇 

 来々軒 0577-73-5970 〇 営業時間内 
チャーハン、ギョーザ、唐

揚げなど 
〇 

 ラシーム 0577-62-8833  10:00~17:00 ピザ､パスタ 〇 

 Lush~海の家 090-7959-8307  当日 18:00 まで 
ピザ､フライドポテト､パス

タ､おつまみセット 
  

河合 やまびこ館 0577-65-2466 〇 2 日前まで お弁当、おつまみパック 〇 

 あすなろ 0578-82-4008  8:00~11:00 サンドウィッチ 〇 

 アメリカンベーカリー 0578-82-0062 要相談 
通常ﾒﾆｭｰ:2 時間前､ 

弁当:前日 
オムライス 〇 

 かちや 0578-82-4325  20：00 まで 焼き鳥、串焼きなど 〇 

 希夢千家けいちゃん 0578-84-0003 要相談 前日の 9:00 までに けいちゃん弁当   

 きゃびん 0578-82-0332  11:00~14:00 
ナポリタン、サンドイッチ、

キーマカレーなど 
〇 

 峡や 0578-82-5218  
17:00~21:00（2 人

前以上は前日までに） 
刺身盛り合わせ 〇 

 こめたに寿司 0578-82-0381 要相談 前日までに 助六、にぎり、ちらし 〇 

 彩龍華 0578-82-2772  
10:00~14:00 

16:00~19:00 
唐揚げ、ギョーザほか 〇 

神岡 食事処もりのや 0578-82-1174 〇 営業時間内 
チキン南蛮弁当、牛モツ

焼き弁当ほか 
〇 

 
スカイドーム神岡  

あらや 
080-5100-8437 〇 前日までに 日替わり弁当 〇 

 
スカイドーム神岡  

ひだ小僧 
0578-82-2659  11:00~13:00 

かつ丼、えごま味噌カツ

丼ほか 
〇 

 千成寿司 0578-82-0185 〇 随時 海鮮ちらし寿司 〇 

 茶屋-maru- 0578-86-9110 〇 9:00~18:00 日替弁当 〇 

 通りゃんせ 0578-82-2646 ○ 前日までに 
唐揚げ、餃子、オードブ

ル 
〇 

 花の家 0578-82-0176 〇 随時 蒸し寿司 〇 

 ビストロ シェ･ボア 0578-82-4827  事前予約 おすすめランチ 〇 

 飛よし 0578-82-4878  随時 串カツ、やきとり他 〇 

 ゆうき房 0578-82-0750 〇 2 時間前まで ランチ（ピザ、パスタ） 〇 
 

※配達など条件がある場合がありますので、各店舗へご確認ください。 

※12 月 22 日現在の利用可能店舗を掲載しておりますが、ご利用にあたっては 

飛騨市ホームページによりご確認いただくか、お店に電話でご確認ください。 
 

 

最新の店舗一覧 


