店 舗 名（順不同）

住所

連 絡 先

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

定休日（冬季）

秋山時計店

伊都郡高野町高野山７６６

0736-56-2506

8：00～18：00

月曜日

8：00～18：00

月曜日

有鉄観光タクシー

伊都郡高野町高野山８０２

0736-56-2634

8：00～17：00

なし

8：00～17：00

なし

中ノ橋駐車場高野槙販売所

伊都郡高野町高野山４８

090-4306-0812

9：00～15：30

なし

10：00～15：00

なし

南山料理いけだ

伊都郡高野町高野山７３２

0736-56-2647

10：00～16：00

月曜日

10：00～15：00

月・火曜日

石橋法衣店

伊都郡高野町高野山７５７

0736-56-2139

9：00～18：00

月曜日

9：00～17：00

月曜日

今井治平商店

伊都郡高野町高野山６７６

0736-56-2420

8：00～18：30

なし

8：00～18：30

年始のみ（6日まで）

一の橋天風

伊都郡高野町高野山７３７

0736-56-2631

10：00～17：00

不定休

11：00～16：00

不定休

浦木クリーニング店

伊都郡高野町高野山６９４

0736-56-3085

8：00～17：00

日曜日

8：00～17：00

日曜日

浦新聞店

伊都郡高野町高野山84

0736-56-4193

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

大西寵志堂

伊都郡高野町高野山504-4

0736-56-3695

8：00～17：00

不定休

8：00～17：00

不定休

織り心

伊都郡高野町高野山７３０

0736-56-4127

11：00～17：00

月・火曜日

11：00～17：00

1月2月は休業

大谷生花店

伊都郡高野町高野山７２８

0736-56-2612

9：00～17：00

月曜日

9：00～16：30

月曜日

小倉屋大門店

伊都郡高野町高野山７０

0736-56-3815

10：00～16：30

月曜日

10：00～16：30

月曜日

奥之院ナイトツアー

伊都郡高野町高野山２０－４８

090-2106-1146

9：00～19：00

毎月20日

9：00～19：00

毎月20日

旬菜かめや

伊都郡高野町高野山１７−３１

0736-56-3929

17：30～22：30

日曜日

17：30～22：30

日曜日

カネ幸慈幸商店

伊都郡高野町高野山７２５

0736-56-2821

8：00～18：30

月曜日

8：00～18：00

月曜日

河内屋

伊都郡高野町高野山７６７

0736-56-2424

8：30～17：30

月曜日

9：00～17：00

月曜日

河内屋石油 ㈱ ENEOS高野山

伊都郡高野町高野山３８８

0736-56-2278

7：00～19：30

不定休

7：00～19：30

不定休

勝間屋

伊都郡高野町高野山７８２

0736-56-2334

7：00～18：00

月曜日

7：00～17：30

月曜日・ 1/1～/5

かねや

伊都郡高野町高野山２７８

0736-56-2546

9：00～19：00

日曜日

9：00～19：00

日曜日

株式会社

角濱ごまとうふ総本舗

伊都郡高野町高野山２６２

0736-56-2336

8：00～17：00

なし

8：00～17：00

年始のみ（6日まで）

株式会社

角濱ごまとうふ総本舗飲食部

伊都郡高野町高野山２６２

0736-26-8700

9：30～17：00

不定休

9：30～16：00

不定休

有限会社

加勢田石油店

伊都郡高野町高野山２６１

0736-56-2118

7：00～19：00

なし

7：00～19：00

年始のみ（3日まで）

コンフィチュールコウヤ

伊都郡高野町高野山２６１

0736-56-4367

7：00～19：00

なし

7：00～19：00

年始のみ（3日まで）

かさ國

伊都郡高野町高野山７６４

0736-56-2327

8：00～16：00

不定休

8：00～16：00

不定休

木下豆腐店

伊都郡高野町高野山５９２

0736-56-2603

8：30～17：00

月曜日

8：30～17：00

月曜日

宇治屋

伊都郡高野町高野山７２３

0736-56-2108

9：30～16：30

不定休

10：00～16：00

不定休

菊谷モータース

伊都郡高野町高野山１８２

090-2702-6896

8：30～18：00

日曜日

8：30～18：00

日曜日

グリーン寝具店

伊都郡高野町高野山７６７

0736-56-2525

9：00～18：00

月曜日

9：00～17：00

月曜日

甘党喫茶 きく

(変動有)

(変動有)

店 舗 名（順不同）

住所

連 絡 先

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

定休日（冬季）

株式会社惠生 上きしや花坂店

伊都郡高野町花坂７５３－１

0736-56-4035

10：00～16：00

水曜日

株式会社惠生 上きしや高野店

伊都郡高野町高野山７３２－１

0736-56-4035

10：00～16：00

水曜日

小滝弘法堂

伊都郡高野町高野山７２８

0736-56-2455

8：00～17：00

無休

8：00～17：00

無休

小西屋

伊都郡高野町高野山４４８

0736-56-2155

8：00～19：00

日曜日

8：00～19：00

日曜日

小堀南岳堂

伊都郡高野町高野山７８１

0736-56-2324

8：30～19：00

なし

8：30～19：00

年始のみ（5日まで）

五味生花店

伊都郡高野町高野山６７６

0736-56-2927

9：00～18：00

月曜日

9：00～18：00

月曜日

体験数珠作り 光木阿字館

伊都郡高野町高野山５３

0736-56-2680

10：00～17：00

不定休

10：00～17：00

不定休

（一社）高野山宿坊協会

伊都郡高野町高野山600

0736-56-2616

8：30～17：00

なし

9：00～17：00

12/27～1/3

光海珈琲

伊都郡高野町高野山５７１

0736-56-5030

9：00～17：00

火・水・木・金

9：00～17：00

火・水・木・金

米徳商店

伊都郡高野町高野山７５７

0736-56-2048

8：00～19：00

月曜日

8：00～19：00

月曜日

高野山タクシー（株）

伊都郡高野町高野山１７−４８

0736-56-2628

8：00～17：30

なし

8：00～17：30

なし

(有)コスモス・サーティスリー

伊都郡高野町高野山２０－１０３

0736-56-4380

8：00～18：00

不定休

8：00～17：00

不定休

御菓子司 さゞ波

伊都郡高野町高野山７９６

0736-56-2301

8：30～17：00

月曜日（不定期）

8：30～17：00

月曜日（不定期）

中央食堂

さんぼう

伊都郡高野町高野山７２２

0736-56-2345

11：00～16：00

不定休

11：00～16：00

不定休

株式会社

珠数屋佳兵衛

伊都郡高野町高野山７５９

0736-56-2159

8：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

珠数屋四郎兵衛

伊都郡高野町高野山７７１

0736-56-2121

7：30～20：00

なし

9：00～18：00

なし

順敬堂薬局

伊都郡高野町高野山７２３

0736-56-2040

9：00～18：00

無休

9：00～18：00

年末年始

菓匠 松栄堂 本店

伊都郡高野町高野山７６５

0736-56-2047

9：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

菓匠 松栄堂 別館

伊都郡高野町高野山７６２

0736-56-4358

9：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

天然石工房＆カフェ心星

伊都郡高野町高野山809
ウエストサイド１階

0736-26-7160

8：30～18：30

水曜日

8：30～18：30

水曜日

居酒屋 すずめのかくれんぼ

伊都郡高野町高野山262

090-2190-4424

17：00～22：00

不定休（水曜日）

17：00～22：00

不定休（水曜日）

ニューヤマザキデイリーストア高野山店

伊都郡高野町高野山４１７

0736-56-3939

8：00～22：30

なし

8：00～22：30

なし

田原屋履物店

伊都郡高野町高野山７７９

0736-56-2201

8：00～18：30

月曜日

8：00～18：30

月曜日

つくも

伊都郡高野町高野山２４０

0736-56-2212

10：00～16：00

木曜日

10：00～16：00

木曜日

喫茶 停車馬

伊都郡高野町高野山２６−３

0736-56-4144

9：00～17：00

月曜日

10：00～16：00

不定休

とんかつ定

伊都郡高野町高野山４９－４８

0736-56-1039

11：00～14：00
17：00～20：00

火曜日

11：00～14：00
17：00～20：00

火曜日

中本名玉堂

伊都郡高野町高野山７６５

0736-56-2024

8：30～17：00

なし

9：00～17：00

本年度は不定休

中本石油店

伊都郡高野町高野山６７４

0736-56-2429

7：30～19：00

月曜日

7：30～19：00

月曜日

要予約

売切終了

要予約

売切終了

店 舗 名（順不同）

住所

連 絡 先

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

定休日（冬季）

南峰堂

伊都郡高野町高野山８０３

0736-56-2316

9：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

お土産処・お茶処 西利

伊都郡高野町高野山７８４

0736-56-2145

9：00～17：00

木曜日

9：30～16：30

1月2月は土日祝以外

濱田屋

伊都郡高野町高野山４４４

0736-56-2343

9：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

林ラジオ電器店

伊都郡高野町高野山７２５

0736-56-2220

8：00～19：00

日曜日

8：00～19：00

日曜日

ヒラノ薬局

伊都郡高野町高野山７３０

0736-56-2426

8：00～20：00

なし

8：00～20：00

なし

麩善 本店

伊都郡高野町高野山７１２

0736-56-2537

9：00～16：30

月曜日（祝日の
場合は翌日）

9：00～16：00

不定休

伊都郡高野町高野山２３４

0736-56-2323

8：30～15：00

土曜日 日曜日

9：00～15：00

土曜日 日曜日

ヘアーサロンウエサコ

伊都郡高野町高野山７８０

0736-56-2173

9：00～19：00

月曜日 第1火曜日
第3日曜日

9：00～19：00

月曜日 第1火曜日
第3日曜日

法徳堂

伊都郡高野町高野山５３－１

0736-56-2818

9：00～16：00

なし

9：00～16：00

なし

細川アグリ倶楽部

伊都郡高野町細川569

0736-56-3972

9：00～16：00

なし

9：00～16：00

なし

松葉商店

伊都郡高野町高野山７２７

0736-56-2219

8：00～19：00

月曜日

8：00～19：00

月曜日

松山金物店

伊都郡高野町高野山４４４

0736-56-2147

7：00～18：00

日曜日

7：00～18：00

日曜日

カフェレストラン 丸高

伊都郡高野町高野山795

0736-26-7705

12：00～22：00

不定休

12：00～22：00

不定休

ビューティサロンまえ

伊都郡高野町高野山49-49

0736-56-3773

9：00～17：00

月曜日 第3日曜日

9：00～17：00

月曜日 第3日曜日

まりりん美容室

伊都郡高野町高野山２０－５５

0736-56-3903

9：00～17：00

月曜日

9：00～17：00

月曜日

三星米穀店

伊都郡高野町高野山４４８

0736-56-2238

8：00～18：00

月曜日

8：00～18：00

月曜日

高野山味噌本舗 みずき

伊都郡高野町高野山７９４

0736-56-2621

9：00～17：00

月曜日

-------------------

1月～2月末

宮崎正商店

伊都郡高野町高野山２３４

0736-56-2602

9：00～18：00

不定休

9：00～17：00

不定休

茶房みやざき

伊都郡高野町高野山２３４

090-1894-2303

10：00～17：00

水曜日

10：30～16：00

不定休

みやま

伊都郡高野町高野山５２９

0736-56-2917

11：00～15：00

水曜日 不定休

11：00～15：00

水曜日 不定休
長期休みあり

和風らーめん みやま

伊都郡高野町高野山49
新中の橋会館2階

0736-56-4433

11：00～16：00

不定休

11：00～15：00

不定休

ミッチー中華飯店

伊都郡高野町高野山４４８

0736-56-2858

11：30～22：00

火曜日

11：30～22：00

火曜日

向デンキ

伊都郡高野町高野山８５−１

0736-56-2193

8：30～18：00

なし

8：30～18：00

なし

山本槇店

伊都郡高野町高野山734

0736-56-2036

8：30～18：30

不定休

8：30～18：30

不定休

吉田家

伊都郡高野町高野山４７１

0736-56-2721

9：00～18：00

月曜日

9：00～17：30

月曜日 年始5日間程

レストラン楊柳

伊都郡高野町高野山４８

0736-56-3471

10：00～15：00

不定休

10：00～15：00

不定休

よしすし

伊都郡高野町高野山264

0736-56-2954

11：00～21：00

不定休

11：00～21：00

不定休

有限会社

フラワー

売切終了

売切終了

店 舗 名（順不同）

住所

連 絡 先

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

定休日（冬季）

巡礼の駅 養花天

伊都郡高野町高野山７２３

0736-56-3669

9：00～16：00

火曜日

9：00～16：00

不定休

高野茶屋 和久

伊都郡高野町高野山135

0736-56-1028

9：00～16：30

水曜日

9：00～16：00

水曜日

負門電器商会

伊都郡高野町東富貴２５８−１

0736-53-2015

8：00～17：15

日曜日

8：00～17：15

日曜日

岡益商店

伊都郡高野町東富貴415-2

0736-53-2047

8：00～19：30

泉平建具店

伊都郡高野町上筒香333

0736-53-2465

8：00～18：00

なし

8：00～18：00

なし

白滝

伊都郡高野町東富貴414-4

0736-53-2036

11：30～21：00

日曜日 月曜日

11：30～21：00

日曜日 月曜日

中垣内米穀酒店

伊都郡高野町東富貴425

0736-53-2081

8：00～18：00

なし

8：00～18：00

なし

柳澤薬店

伊都郡高野町東富貴430

0736-53-2010

8：30～18：00

なし

8：30～18：00

なし

中垣内国員商店

伊都郡高野町東富貴332-2

0736-53-2030

9：00～17：00

柳澤米穀酒店

伊都郡高野町東富貴433-2

0736-53-2213

7：00～19：00

なし

7：00～19：00

なし

福井装建

伊都郡高野町東富貴323-4

090-8880-0577

8：00～20：00

なし

8：00～20：00

なし

大谷商店

伊都郡高野町上筒香135

0736-53-2521

6：00～20：00

不定休

7：00～20：00

不定休 正月

梵恩舎

伊都郡高野町高野山７３０

0736-56-5535

6：30～17：00

月・火曜日

-------------------

1月2月は休業

㈱丸万

伊都郡高野町高野山７７８

0736-56-2049

9：00～16：00

不定休

10：00～15：00

不定休

宮さん

伊都郡高野町高野山４０１

0736-56-2827

17：00～22：00

日・月曜日

17：00～22：00

日・月曜日

はちよう

伊都郡高野町高野山４９－３

0736-56-3713

10:00～16:00(平日)
9:00～16:30(土日祝)

不定休

10:00～16:00(平日)
9:00～16:30(土日祝)

不定休

高野山うぐいすレンタサイクル／
Takasan Bike Rent

伊都郡高野町高野山７９５

090-2350-9466

8：00～19：00

木曜日

高野山うぐいす整骨院・整体院

伊都郡高野町高野山７９５

090-2350-9466

8：00～23：00

木・日曜日・出張リラ
クゼーションは無休

食べ処 歩ん歩こ

伊都郡高野町高野山７５６

0736-56-4867

11：00～14：00
17：00～21：00

11：00～14：00
17：00～21：00

不定休

森下商店総本舗千手院店

伊都郡高野町高野山２３８

0736-56-4658

9：00～15：45

高野山霊宝館

伊都郡高野町高野山３０６

0736-56-2029

8：30～17：30

なし

koyasan.cafe.it

伊都郡高野町高野山７２２

090-1955-5521

9：00～16：00

月曜日～金曜日

花坂さくら会なるこ川販売所

伊都郡高野町花坂１９５

0736-56-4003

10：00～17：00

土日のみ営業

白藤の会

伊都郡高野町西郷４６３

0901441-9908

10：00～17：00

新中ノ橋会館みやげ物売店

伊都郡高野町高野山４９－３

0736-56-4480

9：00～16：00

無休（年末を除く）

9：00～16：00

無休（年末を除く）

お食事処 今ちゃん

伊都郡高野町高野山６７８

0736-56-9900

17：00～22：00

火曜日

17：00～22：00

火曜日

高野山大師堂

伊都郡高野町高野山７３２－１

0736-56-3912

9：00～17：00

不定休

9：00～17：00

不定休

8：00～19：30

9：00～17：00

不定休
月 曜 日
(月曜日が祝日の場合火曜日)

9：00～15：30
8：30～17：00

月 曜 日
(月曜日が祝日の場合火曜日)

12月7日臨時休館
年末年始(12/28～1/4)

休業

(土日のみ営業)

1月～3月休業

報恩市参加

店 舗 名（順不同）

住所

連 絡 先

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

定休日（冬季）

中田写真館

伊都郡高野町高野山５１５

0736-56-2146

8：00～17：00

高野山巡礼人力車こくう

伊都郡高野町高野山４９－４３

0736-26-7216

10：00～17：00

不定休

お食事処いのうえ

伊都郡高野町高野山４９

0736-56-4661

研谷組

伊都郡高野町高野山５０８－１

0736-56-2685

8：00～17：00

日曜日

8：00～17：00

日曜日

エース理容所

伊都郡高野町高野山８０９

0736-56-2138

9：00～17：00

月曜日 第1火曜日 第3日曜日

9：00～17：00

月曜日 第1火曜日 第3日曜日

中米店

伊都郡高野町高野山８０３

0736-56-2246

8：00～17：00

月曜日

8：00～17：00

月曜日

高野蕎麦 天宏

伊都郡高野町高野山２６２

0736-42-2138

11：00～15：00

月～金曜日(祝日除く)

古美術 中店

伊都郡高野町高野山２３６

0736-56-2850

9：00～17：00

不定期

休業

どんぐり

伊都郡高野町高野山７８４

0736-56-4146

19：00～24：00

日曜日

休業

TERA KOーYA

伊都郡高野町高野山４４５

08078068085

10：00～17：00

不定休

10：00～17：00

不定休

奥之院こうやくんアンテナショップ

伊都郡高野町高野山６７４

0736-56-1011

9：00～16：00

土日祝のみ営業

9：00～16：00

休業

金剛峯寺内売店

伊都郡高野町高野山６７４

0736-56-1011

8：45～16：30

8：45～16：30

12/28～1/4

表具

伊都郡高野町高野山８３－２０

0736-56-3886

9：00～17：00

9：00～17：00

㈱西利エネルギー

伊都郡高野町高野山７８４

0736-56-2145

8：30～17：00

スナック白樺

伊都郡高野町高野山８０９

0736-56-2924

19：30～23：30

加勢田芳雲堂

松田表具店

伊都郡高野町高野山６７９

0736-56-2382

8：30～17：00

紀州高野山横笛の会

伊都郡高野町高野山26-10-304

090-8110-3858

9：00～17：00
8：45～17：30

休業

木曜日

8：30～17：00

木曜日

日曜日

19：30～23：30

日曜日

無休

9：00～17：00

無休

日祝年末年始

8：45～17：30

日祝年末年始

日曜日＋都合によりお休み
させて頂くことがあります。

こうや総合調剤薬局

伊都郡高野町高野山６３６

090-4649-1311

いしい製麺所

伊都郡高野町高野山３６－３

080-5357-5172

9：00～17：00

月曜日

南山苑

伊都郡高野町高野山４４－２２

0736-56-4990

8：30～17：30

施設：無休
デイサービス：土日

8：30～17：30

施設：無休
デイサービス：土日

高野町観光協会

伊都郡高野町高野山３５９－３

0736-56-2468

8：30～17：00

土日祝

8：30～17：00

土日祝

himalaya café

伊都郡高野町西富貴15

070-4286-2156

11：00～16：00

金土のみ営業

金土のみ営業

高野町シルバー人材センター

伊都郡高野町高野山２６－８

0736-56-3339

コーヒーしらふじ

伊都郡高野町細川421

090-1441-9980

9：00～17：00

土日祝のみ営業

12/15～2/15は休業

西佛具店

伊都郡高野町高野山５１９

0736-56-2251

8：00～17：00

無休

大師茶屋 サチ子

伊都郡高野町高野山４８

0736-56-5134

9：30～16：30

不定休

ル・モン・コウヤ

伊都郡高野町高野山２２－３

0736-26-8807

9：00～17：00

ひぐらし

伊都郡高野町高野山７２５

0736-56-2216

株式会社 OBM 高野山支店

伊都郡高野町高野山７２１

0736-56-3707

土10：00～12：00

土10：00～12：00

8：00～17：00

年末年始

なし

9：00～17：00

なし

10：30～17：00

不定休

11：00～16：00

不定休

9：00～17：00

不定休

店 舗 名（順不同）
そらとぶパンがま

住所

連 絡 先

伊都郡高野町東富貴４３０

営業時間（通常）

定休日（通常）

営業時間（冬季）

14：00～売切次第終了

不定休

14：00～売切次第終了

定休日（冬季）

金剛峯寺
金堂・根本大塔

8：30～17：00

徳川家霊台と大師教会
は年末年始休み

不定休

8：00～17：30

不定休

火曜日

9：30～16：00

火曜日

日曜日

8：00～17：00

日曜日

伊都郡高野町高野山１３２

0736-56-2011

8：30～17：00

なし

花菱

伊都郡高野町高野山769

0736-56-2236

11：00～18：00

不定休

安平（仕出し、弁当）

伊都郡高野町高野山421

0736-56-3791

10：00～17：00

不定休

掛商店

伊都郡高野町花坂677

0736-56-4047

8：00～18：00

矢立茶屋

伊都郡高野町花坂618

0736-56-4047

9：30～16：00

徳川家霊台
大師教会

山﨑槙花店

10：30～15：00

谷電気店

伊都郡高野町高野山244

0736-56-2678

8：00～17：00

宮前商店

伊都郡高野町東富貴４３５

0736-53-2022

8：00～17：00

和真庵

伊都郡高野町高野山７３２

0736-26-4141

11：30～14：30

火曜日・日曜日

加勢田商店

伊都郡高野町高野山８０５

0736-56-5655

8：00～16：00

不定休

かまどや ゆりちゃん

伊都郡高野町花坂２９３－１０

0736-56-2683

8：00～17：00

不定休

北川酒店

伊都郡高野町高野山２６３

0736-56-2330

8：00～18：00

月曜日

古倉新聞店

伊都郡高野町高野山２３１

0736-56-2589

9：00～17：00

不定休

8：00～17：00

木曜日

8：00～16：00
11：30～14：30

火曜日・日曜日

8：00～16：00

不定休

8：00～17：00

木曜日

花坂屋

伊都郡高野町花坂７６９

0736-56-3519

きしや本舗

伊都郡高野町花坂７６０－１

0736-56-3877

9：00～18：00

不定休

9：00～17：00

不定休

島槙店

伊都郡高野町高野山５０８－１

0736-56-3066

9：00～16：00

不定休

9：00～16：00

不定休

大上マキ店

伊都郡高野町高野山大門東部

0736-56-3202

11：30～16：30

不定休

休業

おぐら土産物店

伊都郡高野町高野山７６８

0736-56-2452

9：00～17：00

不定休

（売切れ次第終了）

（売切れ次第終了）

