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きたかみの魅力発掘【アルコ】
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『ココロと身体を癒す』隠れ家的プライベートサロン

デコルテからフェイシャルの老廃物を流してスッキリ小顔が期待できる
リンパエステと、自分の潜在意識とじっくり向き合えるカラーボトル

セラピーが体験できる人気のセットメニューです。定休日/不定休　 駐車場/有（2台）

ヒーリング・美肌・リフトUP・開運メイク・カラーボトルセラピー・
リンパエステが気軽に受けられる完全予約制のHOMEサロン♪

美・space Pale Green

0197-63-2944
営業時間/9:00～17:00（完全予約制）

北上市花園町3丁目（詳細はご予約時）

（人相学を元に幸運を引き寄せる顔に）
開運メイク 90分2,300円（税込） 

（ペールグリーン）

リンパエステ＋カラーボトルセラピー

身も心も癒してくれるリラックスタイムを

部分的に気になるところ（上半身・中半身・下半身）を選んで頂き、マシンと
ハンドでの集中ケアで、バランスのいいボディを手に入れる事が出来ます。

フェイシャルからボディ、ブライダルコースを行っております。完全個室の女性限
定となっていますので、ゆっくりと癒されながらきれいになって頂けると思います。

プチスリムコース　6,300円（税込）

フェイシャルコース炭酸ケア
7,300円（税込） 

120分 5,000円（税込） 

定休日/不定休　 駐車場/有（2台）

エステルームfeel（フィール）

0197-64-1735
営業時間/10:00～19:00

北上市藤沢22-15-36

http://www.feel-e.com/

新茶の季節 心行くまでお茶の味を楽しみませんか今春、大人のオシャレで新しい自分を発見してみませんか

レディースショップ Priscilla（プリシラ）
北上市大通り4丁目6-35

0197-64-2672
営業時間/10:30～19:00
駐車場/有（5台）
定休日/不定休

この春注目のプリント、カラーパンツはサイズもデザイン
も豊富に入荷しています。はき心地も抜群で着回しもしや
すいイチオシアイテムです。

大通りにある白とオレンジ
を基調としたお店です。
カジュアルからフェミニン
までオシャレなファッショ
ンアイテムが充実！お客様
の好みや用途にあわせたス
タイリングを提案します。

オススメの「掛川深蒸し茶」はお茶の葉をじっくり蒸す製法で、
渋みを和らげマイルドな味です。健康効果もバツグン。
この他、お求めやすい新茶も販売中です。

新茶の季節となりました。
季節感を存分に味わうこと
のできる贈り物にオススメ
です。新茶は無病息災や長
生きができる縁起物でもあ
ります。ゆったりお茶の味わ
いを楽しみませんか。

まちなか学校
北上市本通り2-1-16

本通り商店街振興組合

0197-63-5735

本通り商店街振興組合とあぐり夢くちないが連携し、４月に「街な
か産直」がスタートしました。口内地区を中心とした農家の方々が
生産した新鮮な農産物を販売しています。ぜひ、ご利用ください。

街中のフリースペース（約10
坪）駐車場1台分、パソコン2
台完備、いろいろなカルチ
ャーやサークル活動、更に
は、イベント等に活用でき
ます。是非ご検討下さい。

まちなか学校で「街なか産直」がスタート!!

【お問合せ先】

北上市本通り2丁目1-16 サワハンビル1F

・ ・

開店日時：毎週火・金曜日 9：30～15：30開店日時：毎週火・金曜日 9：30～15：30

まちなか学校利用者募集中!!

定休日/日曜日（予約可）　 駐車場/無

0197-63-2482
営業時間/9：00～19：00

花のやえがし

http://yaegashi-13009.hanatown.net/

当店では、花束・アレンジメント・スタンド花・各流派
のいけばなの花材各種取り扱っております。また、花
キューピット加盟店ですので全国どこへでもお花を
お届けできます。（お花代3,150円以上手数料525円）
市内の場合、お花代2,100円以上お買い上げで無料
配達も承っております。（一部地域3,150円以上）
お客様のニーズに合わせて季節のフレッシュな花々
をご用意しておりますので、お気軽にご相談下さい。

【私が大好きなお花】　ソルボンヌ百合　

【私のおすすめDVD】　DRUMLINE

【北上で好きな場所】　展勝地

八重樫 重次 さん　（57歳）八重樫 重次 さん　（57歳）

北上市諏訪町2丁目5-12北上市諏訪町2丁目5-12

本
牧
亭

お江戸

上
野
黒
門
町

き
た
か
み 

寄
席

「きたかみ本牧亭」8周年記念

六月真打寄席
日　時／平成25年6月9日（日） 
　　　  13時開演
会　場／ワーナー・マイカル・シネマズ北上
木戸銭／2,000円(全席指定)
　　　　※前売券は5月9日から販売
　　　　　　 さくら野百貨店、十字路商店街振興組合事務所
　　　　　　 で購入できます(                                                      )

落語 三遊亭歌橘 さんゆうてい かきつ

落語 林家きく麿 はやしや きくまろ

講談 一龍斎貞橘 いちりゅうさい ていきつ
講談 室 井 一 凛 たからい いちりん
落語 神 田 す ず かんだ すず

祝・真打昇進披露

祝・真打決定

東京・上野「本牧亭」さんとご縁があり、平成17年に若手落語家、講談師
を育てる場として北上市十字路商店街の空き店舗を活用した「きたか
み本牧亭」がスタート。
おかげさまで9年目を迎え、常設会場にご来場いただいた御客様も
12,000名を超える数となりました。明らかに北上に寄席を楽しむ文化
が根付いたと思っております。
当初ご出演いただいていた前座・二つ目だった落語家さん、講談師さん
も続々と真打に昇進し、東京の寄席等で日々活躍なさっております。
今回六月寄席は八周年を記念し真打昇進・決定なされた方々で企画し
ました。

北上市十字路商店街振興組合連合会
「きたかみ本牧亭」実行委員長  菊 池  寿 紀

主催：北上市十字路商店街振興組合連合会  TEL(0197)63-5735

お茶や　菊池園
北上市本通り１丁目8-20
0197-65-1155

営業時間/9:00～19:00
駐車場/有（3台）　
定休日/第2、第3日曜日
http://ochaya.winups.jp/
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ジャンバラヤ800円（税込）　　スティックパウンドケーキ 250円（税込）

フレッシュ野菜スムージー 600円（税込）フレッシュ野菜スムージー 600円（税込）

New Open！エスニック料理とゆったりとした時間を満喫こだわりのメニューとくつろぎの時間を

yoru cafe Mog.market
北上市青柳町2丁目5-30及徳ビル2F

0197-63-3775
営業時間/昼11:30～14:30
　　　　 夜18:00～24:00
駐車場/無　 定休日/日曜日

カントリーフード、ジャンバラヤはオススメの一品！生野菜、
フルーツのスムージーは種類豊富です☆スティックケーキ
はコーヒーや紅茶のお供に♪

一言で言い表す事の出
来ない魅力の沢山詰まっ
たお店です。コーヒー1杯
でもかまいません。気軽
に立ち寄って頂ければ嬉
しいです。

ラーメン 餃子なら、がんこ亭だべじゃ！！

味噌家 がんこ亭
北上市村崎野19-296-5
0197-71-1133

営業時間/11:00～22:00
　　　　　　（日曜11:00～21:00）

駐車場/有（10台）　定休日/なし
http://ameblo.jp/tdtj00a0/

昨年の冷やし中華販売数を上回った「梅ちゃん」 冷たい梅
スープが優しく癒してくれます。麺好きなら、一度食べてみ
ないと始まりませんよ！　夏は梅ちゃん！！

いわて地産地消レストラン
☆☆認定のラーメン餃子の
専門店です！岩手産小麦100
％の極太つけめんを始め、
二子さと芋100％の二子さ
と芋餃子が大人気です!

伝統の味を守り続ける手づくりのおまんじゅう屋

南部堂
北上市相去町蒼前森8-36

0197-67-3942
営業時間/9:00～18:30
駐車場/有（5台）　
定休日/なし

添加物を一切使わない、ほど良い甘さのこしあんまんじゅ
う。箱入りで15個￥1,300、20個￥1,700、30個￥2,500
もございますのでお土産にどうぞ。

明治後半、創業者佐藤しも
よが興田村（現在の一関市
大東町沖田）にて開業いた
しました。創業以来100年
の伝統を誇るおまんじゅう
をご用意しております。

メイン2種類（ハーフサイズ）とサラダ&ドリンクバーのセットです。メインメニューは
「グリーンカレー」「ゆで鶏ごはん」「豚ひき肉のバジル炒め」「トムヤムラーメン」「ココ
ナッツミルクとレッドカレーの濃厚ラーメン」「あさりと牡蠣のフォー」から選べます。

1つ1つ丁寧に作られたタイ・
ベトナム中心のお料理とゆっ
たりとした隠れ家的な空間
をお楽しみ下さい★ご宴会
コースもございますので、お
気軽にお問い合わせ下さい。

ランチメニュー 平日980円（土曜・祝日1,200円）※税込ランチメニュー 平日980円（土曜・祝日1,200円）※税込
6種類の中からお好きな2種類（ハーフサイズ）をお選び頂けます6種類の中からお好きな2種類（ハーフサイズ）をお選び頂けます

グリーンカレーグリーンカレー トムヤム・ラーメントムヤム・ラーメン

南凡虫 Nampooh
北上市諏訪町2丁目5-16

0197-65-0910
営業時間/昼11:30～14:30（LO）
　　　　夜17:30～22:00（LO）
駐車場/有（5台）　定休日/火曜日

冷たいラーメン梅ちゃん（夏期限定） 750円（税込） しもまんじゅう 1個 80円（税込） しもまんじゅう 1個 80円（税込） 創業者 佐藤しもよ創業者 佐藤しもよ

和風＆洋風さまざまな『50種類』のパスタがあります!!な～んだ、近所にあったんだ、美味しく楽しくお好み焼き

鉄板・お好み焼き 大すき
北上市鍛治町１丁目11-71

0197-65-1138
営業時間/11：30～24:00
駐車場/有（7台）
定休日/不定休

★お好み焼き（豚玉）半ラーメンセット（ソフトドリンク付き）
★モッチ広島焼き（スープ･ドリンク付き）
　 関西風、広島風、２種類のお好み焼きを食べ比べてみてください♪

★オム焼ソバ（スープ・ドリンク付き）

新メニュー、ランチメニュー、季
節限定メニュー等を取り揃え
て皆様のご来店をお待ち致し
ております。鉄板を囲んでわ
いわい楽しくお好み焼き＾＾
飲み会、女子会、各種打ち上げ
等にご利用下さい。

手作りのパンケーキとベーグルが自慢のお店！

cafe SPIRIT
北上市村崎野22-148-3
0197-88-2850

営業時間/11:30～22:00
　　　　　               (LO21:30)

駐車場/有（5台）　
定休日/不定休

自家製の米粉入りパンケーキの上に季節のフレッシュなフ
ルーツをのせました。生クリームとメイプルシロップをお好
みでのせてお召し上がりください。

オレンジの外観が目印
のアメリカンポップなカ
フェです。食事やお酒の
メニューも充実！ぜひ手
作りの味を楽しんでくだ
さい。

素材にこだわった本物の味が楽しめるファミリーレストラン

ファミリーレストラン プチコレット
北上市黒沢尻3丁目1-37

0197-64-3958
営業時間/平日11:00～21:30（LO21:00）
　　　　 日祝11:00～21:00（LO20:40）
駐車場/有（18台）　定休日/不定休

スープ・料理・ライス又はパン・サラダ・ドリンクが付きます。
（※時期に応じて、スープ・魚が変わります）

その他、お手頃価格で味わえる国産サーロインステーキもオススメ！

今年で25周年を迎えるプ
チコレットでは、ご来店頂
いた方に次回から使える期
間限定の『10％OFF券』を
プレゼント中です!! ご来店
お待ちしております♪ 

開店23年以来の人気パスタです。ベーコン・キノコ・トマト
ソースで、生クリームを少量加えており一段とマイルドに
仕上げてあります。

平日は、ランチタイム11：30
～14：00迄サラダ・ドリンク
付きで700円よりご用意し
ております。ピッツァ・グラタ
ン・ドリア他、生ビール・ワイ
ンのおつまみもございます。

ア・ラーマ
北上市孫屋敷15-16

0197-63-2121
営業時間/昼11:30～14:00
　　　　 夜17:00～21:00
駐車場/有（9台）　定休日/火曜日

【ランチメニュー（ランチ限定）】 各700円（税込） きこり風  830円（税込） 

季節のフルーツパンケーキ  880円（税込） 季節のフルーツパンケーキ  880円（税込） 白身魚とホタテのハーブ焼き  2,300円（税込） 白身魚とホタテのハーブ焼き  2,300円（税込） 

コレットカツ定食 1,500円（税込）コレットカツ定食 1,500円（税込）
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