3月にぜひ行ってみたいお店！
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昨年12月
OPEN!!

気になるお店を Check♪
★

5F 焼屋 咲十(さとう)

北上駅

美味しいお肉をお腹いっぱい
食べて下さい！

さくら野
国道4号線

●南部ホテル

おでんせプラザ
ぐろーぶ●

〒024-0061
北上市大通り1丁目3-1 クレヨンタワー

5F 気仙沼まぐろ三昧 尾形

※写真は海鮮丼とつけ麺のセット
になります

鉄板で美味しいお肉を焼いてお出しするスタイルです。黒毛和牛を飼育している牧場を持
つ、直営店ならではのお値段でご用意しております。
他にも手づくり料理が多数ございます
ので気軽にお越し下さい。
牧場(門崎丑牧場)で育てた黒毛和牛を使用しています。
店主がお店で手ごねした、
こだわりのオリジナルハン
バーグです。

今年の1月2日にクレヨンタワー5FにOPENした、気
仙沼直送の旬の魚を激安価格で提供しているお店で
す。脂がたっぷりのったハラス焼き（580円）、大トロ入
の刺し盛（1,500円）もオススメです。

0197-72-7775
営業時間／昼 11：00〜14：00 夜 17：00〜21：00
定 休 日／無
駐 車 場／無

090-2997-5549
営業時間／昼11：00〜14：00 夜18：00〜24：00頃
定 休 日／不定休
駐 車 場／無

リーズナブルにイタリアンを
楽しみたいならココ！

今年の1月にオープンしたばかり
のお店です。
店内には石窯があり、
パリッとモチッとした特製ピザが
お楽しみ頂けます。
もちろんお持
ち帰りもOKです!!
（500円〜）
［おすすめメニュー］
日替わり生パスタランチは、
モチ
モチの生麺です。
2種類からお選
びいただけます。

1F

HIT

いろんな『i』がみつかるお店です♪

カメラのちば

〒024-0094 北上市本通り1丁目4-11
0197-63-6612
営業時間／8：30〜19:00
定 休 日／年中無休
駐 車 場／有（10台）
http://www.chiba-camera.co.jp

素材の特徴を活かした、身体が悦ぶ中国家庭料理の店。

生パスタランチ

（ドリンク付）

500円（税込）〜

R
4

中国家庭料理

セザンヌ
●
●北上ひまわり

★

●ジョイス北上
アピア店
岩手銀行●
●ヤマダ電気

●ゲオ

煌林

〒024-0011 北上市堤ヶ丘一丁目6-14
0197-63-2626
営業時間／昼 11：00〜14：00
夜 17：30〜21：30
定 休 日／水曜日
駐 車 場／有（8台）
http://www.kourin-kitakami.com/

ご相談にのれる文具店です。新学年教科書も販売間近！

重ねづけ押しのパワーストーンブ
レスレットティラミス・タイニーシ
リーズ！
デザインも願いも重ねてもっと
ハッピーな毎日はどう！
ブレスレットオーダーメイド、
お直
しも承ります。

080-3147-4618
営業時間／昼 11：00〜14：00 夜 18：00〜25：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／無

サラダ、
ケーキ付は

700円（税込）〜

0197-72-5766
営業時間／12：00〜22：00
定 休 日／年末年始
駐 車 場／無

市役所●

季節の料理と寿司を楽しめる和食のお店です。

高校入学から、在学中、受験勉強に、卒業後は大学でも
社会人でも使えますよ。安心の３年間保証。手にとっ
て良さを実感して下さい。ビックリ・ナイショの価格！

ワタベ文具店
さくら野
●
和賀スポーツ

北日本銀行
●

市役所
●

刺身、天ぷら、焼物他たくさんのメ
ニューがあります。ご宴会プラン
は料理2500円から、最大60名ま
で利用可能。ご予算に応じて承り
ますので、ご相談下さい。

1,000円（税込）

ちらし・そばセット1,000円（税込）
天重・そばセット
800円（税込）
刺身・クリームコロッケセット1,000円（税込）

高校生向け電子辞書（価格は店頭にて）

※ピザはセットに含まれません

アーケード

〒024-0094 北上市本通り2丁目2-1
さくら野百貨店ツインモールプラザ東館4F
0197-72-5990
営業時間／11:00〜21:00(20:30LO)
定 休 日／さくら野百貨店と同じ
駐 車 場／さくら野百貨店市営駐車場

【その他ランチメニュー】

料理２品、
ご飯、
スープ、
香の物、
デザート
の人気メニュー。他にＢランチ600円、
Ｃランチ700円、
煌林風カレー600円も。

「うまく説明できないけれど、〜の
ようなモノが欲しい！」などお話し
下さい。お客様のご希望に応じて
商品の提案・提供を行っていきた
い！そんなお店です♪

常時100点以上のプリント・ビー
ズデコレーションのiphone5ケ
ースを取り揃えています。
さらに、
iphone4、
4Ｓでは修理やカスタ
ムも受付けています。

インドレストラン

さくら野

ロースかつ定食

日替わりAランチ 1,000円（税込）

ザ タージ

旧 R107

抗酸化力のある油や電子エネル
ギー水を使う等、美味しさと共に
自然治癒力を高める料理をめざ
しています。月替りのコース料理
３名様5,200円がおススメ。
ヤマオリ

和風つけ麺とねぎとろ丼
800円（税込）
のりタップリザルソバ
と海鮮丼
1,000円（税込)

オラーノ イタリアン 為吉

北上●
郵便局

カレー、ナンまたはサフランライス、タン
ドリーチキン、サラダ、
ドリンクの5点セッ
ト。カレーは4種類から1種類選べます。

株式会社

【日替わりランチ】
まぐろ丼 500円（税込）

500円（税込）

5F

市役所●

●ガスト

激安価格で
『まぐろ三昧』
が
満喫できるお店です!!

黒毛和牛100％
ハンバーグ

タンドリーランチセット 980円（税込）

卒業、
入学、
七五三、
御成人などのスタジ
オ撮影、
証明写真、
集合写真、
スナップ写
真などの出張撮影、
スクールアルバム、
歳祝いアルバムなどの記念誌作成を行
っております。
本通り

クレヨンタワーの

本場インドカレー専門のお店です。
数十種類のスパイスを使い健康や
美容にとても良いです。女性にも
人気のお店です。みなさまのお越
しをお待ちしております。

カメラのちばは
「綺麗に撮りたい綺
麗に残したい、
早く見たい」
を大切
にし
「写真の楽しさを売る店」
とし
て皆様の思い出づくりを応援して
います。

問合せ先：〒024-0094 北上市本通り1-8-1
0197-65-4033（きたサポ事務所）

北上
駅前

おいしいインドカレーを食べたいならココ！！

〒024-0092 北上市新穀町1丁目3-28
0197-63-2368
営業時間／8：30〜19：00
定 休 日／日曜日（3月中は休みなし）
駐 車 場／有（2台）

R
4

●ジョイス北上
アピア店
岩手銀行
東北
●
ミサワホーム
●

★

●ゲオ

●ヤマダ電気
●さくらホール

魚菜

（ぎょさい）

〒024-0012 北上市常盤台1丁目21-2
0197-63-6930
営業時間／昼 12：00〜14:00
夜 17：00〜22:00
定 休 日／月曜日
駐 車 場／有（8台）

シネマ 【ワーナー・マイカル シネマ情報】

現在公開中

しあわ せカモン

岩手出身のシンガーソングライター、
松本哲也の体験をベースにした母子ドラマ。
薬物中毒に陥ったのを発端に
すさんだ日々を送る女性とミュージシャンになった彼女の息子が、
波瀾
（はらん）
万丈ながらも温かな親子のドラ
マを織り成していく。
『夢売るふたり』
の鈴木砂羽と
『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』
の石垣佑磨が、
傷つけ合い、
支え合う親子を熱演。
監督は、
本作が初メガホンの中村大哉。
舞台となる岩手の美しい風景に加え、
今井雅之、
沢田
亜矢子、
大和田伸也といった実力派をそろえた共演陣からも目が離せない。
ヤクザの哲夫（今井雅之）と結婚し、息子の哲也（高橋至恩）が生まれた扶美江
（鈴木砂羽）
。
哲也を愛情たっぷりに育てるが、
荒れた日々を送るうちに覚醒剤
中毒に陥ってしまう。
病院での治療を経て哲也と実家に戻るものの、
禁断症状
を起こして再入院。
さらに、
児童相談所の指示で、
哲也を小学校卒業まで養護
施設に預けることに。
扶美江と離れ離れになるという孤独の中、
哲也は施設職
員が弾くギターに強い興味を覚える。
ついに施設を出て、
母親のもとを訪ねた
哲也
（石垣佑磨）
は、
彼女が新しい男と暮らしていることにショックを受ける。
(C) 2012 TCエンタテインメント

編 集 後 記
春の気配を感じると訳もなくウキウキし新しいことを始めたくなります。年々英語が使えるといいなと思う場面が増え「春の新入生大
募集」に惹かれ、思い切って無料体験レッスン【ジェイムズ英会話】に行ってきました。設定はショッピングを希望。最初の挨拶からオー
ルイングリッシュ！？？？お耳をダンボに超集中。実は、30分間持ちこたえる自信が無いので若いスタッフに一緒に行って貰い、助け舟
を求めたところ『知っている単語で乗り切って』とのアドバイス。ワンモアプリーズを繰り返し解った気分で目出度く終了。アー長かっ
た。先生、ホントにお疲れ様。教えるって大変ですね。でも、言葉が通じ合えたら世界が楽しくなりそうですよね。ガンバロウかな！？！

MARON

3月にぜひ行ってみたいお店！
容器から厨房用品までおまかせ！まちのパッケージ屋さん
食品容器や衛生用品、業務用の
厨房器具、包装資材など幅広く取
りそろえております。商品のお取
り寄せなどお気軽にご相談くだ
さい。

ワックスペーパー 315円（税込）

（218×250mm

「ジャンボギョウザ」が有名なお店「大阪屋」

更科
●

さくら野

アーケード

●
フルーツ
きやなぎ

●
セブン
イレブン

鬼柳小
●
スズラン
美容室

R4

●

●GS

総合運動公園●

旧 R107

〒024-0034 北上市諏訪町2丁目4-38
0197-63-7662
営業時間／8：30〜18：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／無

250円（税込）
400円（税込）
300円（税込）

※高校生にはちょっとだけだけど割引もあります。

大阪屋

〒024-0056 北上市鬼柳町卯の木100-1
0197-67-5525
営業時間／11：00〜14：00
17：00〜20：30
定 休 日／月曜日
駐 車 場／有（20台）

さくら野
アーケード
市役所●

さわだ・L&Sエルドエス
〒024-0094 北上市本通り2丁目2-1
さくら野百貨店ツインモールプラザ東館2F
0197-61-5632
営業時間／10：00〜20:00
定 休 日／さくら野百貨店と同じ
駐 車 場／さくら野百貨店市営駐車場

岩手県内産の鶏を使った鳥料理が楽しめるお店です

食事と飲物を楽しむ飲食店です。
笑いと感動と思い出が沢山出来
て、友情とか恋愛が沢山出来る、
面白い僕達の街が出来たら と 、
一応頑張ってます（笑）

コーヒー
鳥じゃが
チャイ

アパホテル
●

岩手銀行
●

さくら野

●ウエダ
アーケード
●
セブンイレブン

和服・エリフキ・シミヌキ・生洗い・丸洗いを
職人が真心を込めて丁寧に仕上げます。

（写真は北上市内各中学校制服）

音楽と色とお茶と･･･つまりは「休憩所」★☆★

おすすめ
メ ニュー
です ⇒

お食事処
パチンコ●
CAT s

さわだの制服は仕立てがきれいで洗濯
機が使えます。
ドライウォッシュシリーズ
は乾燥機まで使える画期的な商品です。

●諏訪神社

アーケード

●弁天

パーティー・カラオケ・送別会の衣装にいかがですか？
ぴあ諏訪町中央で、
ドレスを販売して
おりますウエダです。ミニ丈、膝丈、ロ
ングドレスと無地から柄物まで豊富に
取り揃えてございますので是非お気に
入りの商品をお探しくださいませ。

ハーブコース初回体験 3,000円（税込）

さくら野

北日本銀行
●

21CLUB
●

かわぎし
●保育園

東北永愛友
●商事

リラクゼーションサロン

旧 R107

カッセ

アーケード

〒024-0094 北上市本通り2丁目2-1
さくら野百貨店ツインモールプラザ東館３F
0197-63-2660
営業時間／10：00〜20：00
定 休 日／さくら野百貨店と同じ
駐 車 場／さくら野百貨店市営駐車場

さくら野

市役所●

北上店

陽のあたる夜カフェでゆったりとした時間を♪
昨年の12月19日にオープンした
ばかりのお店です。店内は白を基
調とした清潔感のある空間です。
50歳?のジェントルマン2人がお
待ちしております。

膝丈ワンピースドレス 2,980円〜（税込）
パーティー、結婚式、カラオケ、旅先での余興に
お勧めです。ストレッチ素材でシワにもなりに
くく洗濯も出来、扱いやすい商品になります。

プレジール

〒024-0032 北上市川岸3丁目16-32
さくらハウスＢ
0197-64-6464
受付時間／10：00〜18：00(完全予約制)
定 休 日／不定休
駐 車 場／有（3台）
http://k-plaisir.com 有限会社ウィーズ

岩手銀行
●

さくら野

アパホテル
●

旅する小人
●
アーケード
●
セブンイレブン

大根のハリハリサラダ（左） 500円（税込）
チキンのトマトソース煮込み（右）500円（税込）

1人前でもボリューム十分ですので2人でも楽
しめます。
トマトソースは毎回3日間煮込んでい
ますのでコクのある仕上がりになっています。

ウエダ
〒024-0011 北上市諏訪町2丁目5-11
0197-64-6461
営業時間／9：30〜18：30
定 休 日／無
駐 車 場／無

かんの文具●

陽のあたる場所

レッド＆
●イエロー
●千石

おでんせプラザ
ぐろーぶ●

北上駅

北上駅

市役所
●

〒024-0092 北上市新穀町1丁目7-47
0197-65-2141
営業時間／8：30〜17：30（月により変更あり）
定 休 日／日曜日、祝日
駐 車 場／有（5台）

斉藤医院
●

アートフラワー（造花）と雑貨
の専門店。常時100種類以上の
アートフラワーとシーズンの気
分を盛り上げる雑貨の数々を取
り揃えております。

写真はイメージです

3/6、4/16ベビーマッサージ体験教室（サロン）
3/16、4/27体操教室（さくらホール和室さくら）

高善商店

品揃え豊富なアートフラワーと雑貨のお店「カッセ」

鳥ん坊

〒024-0034 北上市諏訪町1丁目1-22
0197-72-5067
営業時間／11：30〜14：00
17：30〜23：00（LO）
定 休 日／日曜日（月曜日が祝日の時は月曜休み）
駐 車 場／無

セブン●
イレブン

マキシム●

鳥料理

赤ちゃんからお年寄りまでの健康を
テーマに、各メニュー、各商品、各イ
ベントを行っております。皆さまの心
と体の健康のきっかけとして、共に歩
んでいきたいと思っております。

和賀スポーツ
●

21CLUB
●

〒024-0032 北上市川岸3丁目23-15
0197-63-2958
営業時間／8:00〜18：30
定 休 日／日曜日・祭日
駐 車 場／無

各回1日限りの参加でもOKですのでお気
軽にご参加ください。作品、内容、日時に
ついては直接店頭にてご確認ください。

心と体の健康をボディケアプランナーがご提案します

天然のハーブジェルを使用したハーブコースはデトッ
クス・むくみ・こり・はり・筋肉疲労の回復にお勧めです。
ベビーマッサージや子供と一緒に楽しめる体操教室も！

●
北日本
銀行

さとうクリーニング

アートフラワーアレンジの講習会を開催中（月1回）

灯油、
ＬＰガスの配達・販売を中心に家電製品
から冷暖房などの住宅設備住宅リフォームま
でご提案しています。エネルギーのベストミ
ックスにより、安心・安全・安価に毎日を快適
に過ごすお手伝いはおまかせください！

電気とガスの組み合わせで驚くほどのハイブリッ
ド給湯・暖房システムが完成！省エネ性、経済性、機
能性にいたるまで給湯機の常識を超えました！

和楽
●

兵庫県「日本一こだわり玉子」、岐阜県
「三年熟成本味醂」、平泉「ひとめぼれ」等
の良い素材を一つの丼にまとめました。

快適な暮らしが出来るエネルギーのBest Mixを提案します

ハイブリッド給湯機「ECO ONE」
453,600円（税込）

●ジョイス
●

日本一こだわり玉子の親子丼 800円（税込）

Cafe Bar 旅する小人
〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-13
小原ビル１階
080-3363-6752
営業時間／(遅くても)18：00〜24：00
定 休 日／不定休
駐 車 場／無

美容室
カペリ

岩手県内産の銘柄鶏「菜彩鳥」を
メインに使用した鳥料理の専門店
です。日本一こだわり玉子の親子
丼をはじめ、様々な鳥料理を取り
揃えております。
タニオリ

ジャンボギョウザ５個 600円（税込）
手作りの皮はもちもちで中身はジューシー。
具沢山で拳くらいの大きさのジャンボギョ
ウザ。売切れることもある人気商品です。

和服・訪問着・留袖・附下げ
クリーニング 5000円（税込）〜

女子32,460円より 男子38,115円より ザック6,000円

かとう種苗店

昭和51年12月に新穀町で開店。
昭和63年12月に鬼柳町に移転。
中華料理と和食を中心とした種類
豊富なメニューとたっぷりなボリ
ュームが人気の大衆食堂です。

川岸で創業50年、クリーニング(洋服
類・毛皮・皮革)、着物・じゅうたん・布団
のクリーニング、デラックスクリーニン
グ、職人が手仕上げします。スピードク
リーニング(午前11時迄持ち込みます
と夕方に仕上がります。※土・日除き)

北上駅

〒024-0063 北上市九年橋3丁目10-1
0197-63-6271
営業時間／9：00〜18：00
定 休 日／無休（年末年始のみ休店）
駐 車 場／有（10台）
http://www.package-daiei.co.jp

アパホテル
●

岩手銀行
●

明日を洗う、職人のいる店「さとうクリーニング」

カバン専門店から始め、現在は北
上市内各中学校と黒沢尻北高校
の制服とカバンを販売しておりま
す。ランドセルは無料でクリーニ
ングと修理が可能です。

「春・夏野菜種子」入荷しています。5月上旬
より野菜・花苗等を販売しています。病気
などでお困りの方は接木苗もございます。

パッケージワールド パオ DAIEI

九年橋

新九年橋

●
アイネ

独立して5年目の種っこ屋です。野
菜種子・苗・農薬・農業資材の取り
扱い専門店です。農業・家庭菜園
に関してのご相談はお気軽に！
お待ちしています。

※多種取り扱っておりますのでお尋ね下さい

サンドイッチやケーキ、クッキーなどのラッ
ピングにいかがですか？柄は4種類ございま
す。(スタンプ・英字・ストライプ・花柄）

●居酒屋
義経

「さわだカバン」が生まれ変わり
「さわだ・L&S」へ

苗100円〜、種150円〜

50枚入）

●
北上郵便局

エルドエス

新鮮な野菜作りにチャレンジしてみませんか？

〒024-0031 北上市青柳町1丁目2-24
0197-63-3131
営業時間／16：00〜23：00（LO）
定 休 日／不定休
駐 車 場／無

