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本通り一丁目商店街エリア

Hondori 1choume
・・・

しんまちレンガ通り

花＆器  ぐんきん
1881年（明治14年）創業以来地元の皆様の暮らしのお手伝いを

続けています、現在では【花】と【器】の専門店としてお客様の「気持

ち」を伝えるお手伝いを中心とした「ギフト」のご提供を中心に

暮らしを楽しむことをコンセプトに、花は「花キューピット」に、

器は「趣味の百撰会」に加盟して全国的なサービスと商品提案を

心がけています。

北上市本通り一丁目6-22　　☎0197-64-3127
http://www.gunkin.com
□営 10：00～19：00　　□休 第1・3火曜日　
□駐 有（2台）

MAPー11

DATA

本通り一丁目商店街エリア

郡司 善孝さん（54歳）郡司 善孝さん（54歳）

しんまちはり・灸・整骨院
しんまちでは、捻挫や筋肉離れなどのケガや肩こりや腰痛といった
さまざまな体の痛みや悩みに対して治療しています。施術は一見、
普通のマッサージのようですが、徒手療法といって、痛みになって
いる筋肉を見つけ、適確に刺激を加えていく手技療法で行います。
施術スタッフは国家資格保持者です。筋肉治療のエキスパートで
ある私達が患者様の日常生活の支えになりたいと考えています。
明るく元気なスタッフが笑顔で皆様をお迎えいたします。

北上市本通り一丁目7-9  ビラージュ・パオ1階A　　
☎0197-63-3770　　 http://shinhari.com
□営 〈月～土〉8：30～12：00、14：30～19：30　〈日、祝〉8：30～12：30　　　
□休 無（月曜完全予約制）　　□駐 有（8台）

MAPー6

DATA

写真左

浅川　 進さん（47歳）
写真左

浅川　 進さん（47歳）

カメラのちば
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。思い出の画像は写真で残しましょう!!営業品目
は、カメラの販売、各種プリント業務、記念撮影、証明写真、卒業
アルバム作成などの他、デジタル関連サービスも充実しています。
カメラの操作や写し方、プリント方法、記念撮影などお気軽にご相
談下さいませ。

北上市本通り一丁目4-11　　☎0197-63-6612
http://www.chiba-camera.co.jp
□営 平日8：30～19：00　
□休 年中無休　　□駐 有（10台）　

MAPー2

DATA

千葉 貴幸さん（40歳）千葉 貴幸さん（40歳）

HAIR-AMUSE ヘアーアミューズ
アミューズのコンセプトは「美容を通して心に元気を！」

まとまらない髪では出かけたくないし、元気も出ないですよね！

アミューズではダメージレスにこだわった技術で髪にやさしい

技術と知識で髪補修にも力を入れています。漢方香草カラーや

パスト新感覚ストレート、トリートメントやヘッドスパも人気です。

キッズルームも完備。

北上市本通り一丁目5-28　　☎0197-65-3358
http://www.hair-amuse.net/
□営 9：00～18：00 (パーマカラーは17：00まで)　木曜日は19：00まで　　
□休 月曜日、第3日曜日　
□駐 有（湊屋駐車場、さくらパーキング、さくら野立体駐車場）　

MAPー12

DATA

TOMさん（43歳）TOMさん（43歳）

5



佐藤薬局
地域のかかりつけ薬局として「薬」「健康」に関するあらゆるサー

ビスを提供できる薬局を目標に、薬局業務に常に創造性を持ち

お客様サイドに立った医療チームの一員としての自覚をもって

社会貢献する。

北上市本通り一丁目8-33　　☎0197-63-3141
□営 平日8：00～19：00　土曜日8：00～15：00
□休 年末年始、日曜日、祝日（不定休）　　□駐 有　

MAPー5

DATA

本通り一丁目商店街エリア

イタリアンダイニング ラ・タヴェルナ
ランチはサラダバー、ドリンクバー付でボリューム満点！！夜は豊富

なワインやビールと本格的イタリアンでワイワイと！

食材は地産地消、岩手県産和牛や二戸佐助豚、地野菜等、岩手が

誇る特選素材を使った美味しい料理をタヴェルナスタイルで！！

沢山のお客様に少しでも幸せや感動を感じて頂ける様、精一杯、

愛情いっぱいで頑張っています。

北上市本通り一丁目5-31　☎0197-61-0822　http://www.ariv.co.jp
□営 平日 ランチ11：30～14：30（LO）　ディナー18：00～23：00（LO）
　 土曜日 11:30～23：00（LO）　日曜日 11：30～22：00（LO）　　
□休 月曜日　 □駐 有（12台）

MAPー21

DATA

美童（沖縄料理）
宮古島直送の新鮮なゴーヤーや古酒をはじめとする様々な泡盛が

楽しめるお店です。

店主のネーネー（お母さん）も明るく、気さくな人なので初めて

お店に来た方でも我が家に帰って来たかの様に楽しく飲めます。

北上市本通り一丁目8-4　　☎0197-65-5676
□営 昼11：30～14：00　夜17：00～23：00
□休 月曜日　　□駐 有（1台）　　　　

MAPー15

DATA

伊藤 美智子さん（56歳）伊藤 美智子さん（56歳）

よしぜん金物店
今年も一番身近で一番愛される商店になっていようという目標を

揚げています。

これからも良い商品を販売したいと思っています。

カギのよしぜんでは合カギ複製や無くしたカギの作成、錠前の

修理交換も承っております。

これからも今まで以上によろしくお願いします。

北上市本通り一丁目8-28　　☎0197-63-2957
□営 9：00～18：00　　□休 日曜日　
□駐 有（2台）

MAPー20

DATA

6

菊池　 亮さん（30歳）菊池　 亮さん（30歳）

佐藤 守三さん（81歳）佐藤 守三さん（81歳）

芳野 善吉さん（88歳）芳野 善吉さん（88歳）

本通り一丁目商店街エリア

7

t+m=1(ティーエムアン)
【お店のポリシー】
Life Sceneの中でつねに素敵で輝いている女性のためのセレクトショップです。
洋服はもちろんBag、シューズ、アクセサリーなど店長が自信を持ってセレクトしたアイテムが揃っています。

【商店街のこれからについて】
お客様が買い物を楽しめる、買い物以外でも楽しめる街づくりそして魅力的な個性を持った商店街を目指して行きたい
と思う。それを個店だけではなく商店街全体で考えていけたら・・・と思う。

北上市本通り一丁目7-9　ビラージュ・パオ1階B　　☎0197-72-6630　
HP:「ティーエムアン」又は「t+m=1」で検索 （ブログ）　　□営 11：00～19:00　　□休 水曜日　　□駐 有

MAPー10

DATA

写真左

湯沢　哲也さん（46歳）
写真左

湯沢　哲也さん（46歳）
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本通り商店街エリア ・・・

Hondori 

漢方の薬専堂
中国から漢方薬がもたらされたのは、いまから約1300年前、遣隋使や遣唐使が
活躍した時代のことです。そのルーツである中国漢方は「中医学」と呼ばれ、日本
漢方との間には違いがあります。気候風土や日本人の気質、体質にあわせた独自
の発展を遂げました。長い間の鎖国による冬の時代が日本漢方の不幸といわれて
います。中医学では薬膳料理がとても有名で食事の中に漢方の原料生薬を入れて
食べる考えは「薬食同源」の考え方。毎日の食生活にそのまま反映されています。
悠久の歴史の中で現代も発展している中医学で皆様の健康を応援しております。

北上市本通り二丁目4-12　　☎0197-65-1772
http://yakusendou.blog59.fc2.com/
□営 平日9：00～19：00　土・祝10：00～18：00　　　
□休 日曜日（随時休業有）　　□駐 有（さくらパーキング駐車場）

MAPー4

DATA

本通り商店街エリア

吉辰商店
当店は、昭和4年に「お茶」と「器」の店として創業いたしました。

お客様に喜んで頂けるように、お茶は静岡のお茶を中心に、宇治

茶、知覧茶等味を吟味し販売いたしております。又、器は大倉陶園、

深川製磁等メーカーと、日本陶芸チェーンに加盟し、全国の主な

産地の陶器、漆器等を販売しております。今後ともより良い、安心、

安全な品を提供できますよう日々努力してまいります。

北上市本通り二丁目1-15　　☎0197-65-3121
□営 9：30～18：30　　
□休 第1・3日曜日　
□駐 有（1台）　※さくらパーキング40台

MAPー18

DATA

三光堂
本通りで写真材料の販売を始めてから90年近くになります。

写真を親切・丁寧をモットーにフィルムの頃からの写真の基礎・

技術を大切にしつつデジタルシステムでも業務を行っております。

デジタル・フィルムからの現象・プリント、スタジオ撮影、集合写真、

スナップ撮影、出張撮影etc、各種撮影、カメラ、写真用品の販売

等々写真に関わる事をあれこれ取り扱っております。

北上市本通り二丁目1-10　　☎0197-64-2251
http://www.sankoudo.com
□営 平日7：30～19：00　
□休 1月1日・2日　　□駐 有

MAPー8

DATA

松屋呉服店 (ブティックマツヤ )

おかげ様で創業75周年を迎え、地域に密着した商売をモットーに常に
お客様との会話を大切に、我々スタッフもお客様にもお互いに楽しめ
るように心掛けております。お客様の好みを把握して、商品を提案して
みたり、お気に召した商品をお客様の体系に加工してみたり、過去にお
買い上げ頂いた商品を修理、加工するなど、商品を大事に着用してい
ただいております。又、婦人服の他、呉服、学生服、園児服、小学校の運動
着、作業服、ギフトも常に充実した品揃えをして対応いたしております。

北上市本通り二丁目1-8　　☎0197-63-2315

□営 10：00～17：30　
□休 水曜日　　□駐 有（2台）　

MAPー15

DATA

9

吉田 建彦さん（66歳）吉田 建彦さん（66歳） パンダ店長  伊藤　 浩さん（57歳）パンダ店長  伊藤　 浩さん（57歳）

熊谷　 正顕さん（48歳）熊谷　 正顕さん（48歳） 佐藤 彰芳さん（33歳）佐藤 彰芳さん（33歳）



本通り商店街エリア

メガネの松村 本店
【お店のポリシー】
和魂和洋才、滅私奉公と大和心がポリシーです。
他利の極みに感ぜられる達成感と幸福感をお客様と社員と一緒に実現していきたいと願っております。

【商店街のこれからについて】
お店が連なっていることが必ずしも必須ではありません。今や情報の受発信は資本の多寡をある程度問わなくなって
います。従って零細でもいいから個体のエネルギーこそ重要で数少ない仲間で十分だから総体的意味において高品質
の商品と情報そして人情を高いポテンシャルで提供できる様な集合体となるでしょう。

北上市本通り二丁目3-43　　☎0197-64-6121　　http://www.matsumura1914megane.com/

□営 9：30～19:00　　□休 水曜日　　 □駐 有（9台）

MAPー17

DATA

10

前列中央

代表取締役社長 松村 正勝さん（69歳）
前列中央

代表取締役社長 松村 正勝さん（69歳）

11

本牧亭に遊びに来てね♪

きたかみ寄席は全国的にもめずらしい定期開催
の地方寄席です。寄席会場が商店街に面してい
るので気軽に入れ、演者と客席の距離が近いの
で一体感を味わえるのが魅力です。

本
牧
亭

お江戸

上
野
黒
門
町

き
た
か
み 

寄
席

北上市本通り二丁目

※寄席とは落語を興行する「小屋」のこと

お問合せ：十字路商店街振興組合連合会事務所

  TEL:0197-63-5735

  http://blog.goo.ne.jp/KITAKAMIYOSE

口 演 日：原則として開催月の週1回

  金・土・日曜日の3日間

 　　（平成25年度開催予定：
　　　　　　　　　　　6月、9月、12月、2月）

口演時間：午後1時と午後3時の1日2回口演

Q.お江戸本牧亭きたかみ寄席とは？Q.お江戸本牧亭きたかみ寄席とは？
A.若手落語家・講談師を北上市で
　育てようと平成17年にスタート。
　おかげ様で回を重ね、平成25年度
　で9年目を迎え、市内外にファン
　が多く、地方で、「落語と講談」が
　楽しめる貴重な寄席です。

A.若手落語家・講談師を北上市で
　育てようと平成17年にスタート。
　おかげ様で回を重ね、平成25年度
　で9年目を迎え、市内外にファン
　が多く、地方で、「落語と講談」が
　楽しめる貴重な寄席です。

Q.落語と講談の違いは？Q.落語と講談の違いは？
A.落語：基本的にはひとつの物語を
　落語家といわれる人が面白お
　かしくおしゃべりするもの。

　講談：リズミカルな七五調で
　張り扇で釈台を叩きながら武勇伝
　や人情物語などを聞かせるもの。

A.落語：基本的にはひとつの物語を
　落語家といわれる人が面白お
　かしくおしゃべりするもの。

　講談：リズミカルな七五調で
　張り扇で釈台を叩きながら武勇伝
　や人情物語などを聞かせるもの。



ツインモール
プラザ東館

さくら野百貨店
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8すみれ整骨院

マルミ青果
北上正時堂

栄泉堂 本店

1

本通り2丁目

本通り1丁目

セブンイレブン
北上諏訪町
2丁目店

デイサービス
センター 
つどい

斉藤産婦人科5

9
都鳥呉服店

諏訪町商店街エリア ・・・

12

Suwachou

栄泉堂 本店
ごまを練りこんだ餡に、クルミをたっぷりとのせて香ばしく焼き上げ
た当店の代表銘菓「五郎がびっくり焼」は、女性だけでなく、男性の方
にも好評です。また、季節を彩る繊細な生菓子や、桜餅・柏餅・彼岸団子
などの季節商品は、毎年楽しみに待っていただいている方も多く、
お茶菓子や贈り物にとても喜ばれております。和菓子・洋菓子ともに、
厳選した素材を使用しベテランの菓子職人が一つ一つ心を込めて
丁寧に作り上げたお菓子の数々を是非ご賞味ください。

北上市諏訪町一丁目2-17　　☎0197-63-2521
http://www.eisendou.com/
□営 9：00～19：30　　□休 なし　
□駐 無

MAPー 1

DATA

諏訪町商店街エリア

メガネの星 スワ町店
もっと見え心地、もっと掛け心地の良いメガネを掛けてみません

か？ホシのメガネはアナタのメガネです。

コンタクトレンズ・補聴器・メガネを取り扱う厚生労働省の許可を

受けた専門のお店です。

視力・聴力でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

北上市本通り一丁目7-25　　☎0197-65-3711
e-mail:optstar3711@ybb.ne.jp
□営 9：00～18：30　　□休 日曜日　
□駐 有

MAPー16

DATA

そば処 鈴木屋
昔と変わらない味を守り続け、創業から100年以上経ちます。

手打ちにこだわり造り続けているそば・うどん。

一度食べたら「また寄ってみたい」と思っていただけるお店であり

たいです。

北上市諏訪町二丁目5-5　　☎0197-63-2728
□営 10：30～21：00　　□休 不定休　
□駐 有（4台）　

MAPー 7

DATA

お食事処 更科
開業60年間、変わらず自家製そば・うどんと返しにダシ。中華麺も
手作り、そしてスープ。ただただ引き継ぎながら、お客様に満足いた
だいて参りました。時代と共にメニューも和洋中と、今で言うファ
ミレス風そば屋であります。又、二階には30畳の大広間、10畳と8
畳の小部屋もあり、各種ご宴会・ご会合・(北上特有の)無尽などに
ご利用いただいております。例えば、飲み放題は2時間4000円から
承っております。詳しくは、お電話にてご用命下さい。

北上市諏訪町二丁目5-18　　☎0197-63-3258
http://www.vijp.com/syoku/023　　
□営 11：30～21：00　　
□休 月曜日　　□駐 有（4台）　

MAPー 6

DATA

13

星　 芳久さん（65歳）星　 芳久さん（65歳）
菊地 恵子さん（左）
吉野 奈津子さん（右）
菊地 恵子さん（左）
吉野 奈津子さん（右）

小野寺 勉さん小野寺 勉さん 鈴木 セツ子さん鈴木 セツ子さん



ぷりてぃすみれ
当店では、カネボウ化粧品・コーセー化粧品の対面販売及び、エス

テの実施により、お客様のニーズに応じて美肌とキレイのお手伝

いを、心をこめておこなっております。

北上市諏訪町二丁目5-10　　☎0197-63-3521
□営 9：30～18：30　　□休 木曜日　
□駐 有（3台）　

MAPー13

DATA

諏訪町商店街エリア

マルミ青果
諏訪神社の向かい、赤鳥居前にて長年営業しております。贈答に不
動の人気を誇る江刺林檎の発送を承っております。大瓶の蜂蜜も
密かに人気です。県南地域の季節限定品は特にうまい伝説！例え
ば、7月はウメ、シソのシーズンです。夏本番には、キュウリ・トマト・
とうもろこし等々の夏野菜が食卓を彩ります。秋口から初冬の時
期は、さといも・リンゴ・干し大根・芭蕉菜等が次々に出荷のピーク
を向かえます。県南地域の青果物は四季折々、おいしい食材ばかり
です。季節限定品は、ご贈答に大変ご好評をいただいております。

北上市諏訪町一丁目2-18　　☎0197-65-0638　

□営 9：00～19：00　　
□休 元旦、2日、3日　　□駐 無

MAPー15

DATA

扇屋
質感の良いチョットおしゃれなミセスの婦人服を販売。メーカー

さんが一枚一枚心を込めて作ったお洋服を大事に丁寧にお客様

にオススメする事を心がけています。

素敵なお洋服とで買った感動をお客様と分かち合える事が一番の

喜びです。

北上市諏訪町一丁目2-14　　☎0197-64-4381
□営 9：30～19：00　　□休 不定休　
□駐 有（2台）

MAPー2

DATA

ファースト調剤薬局
私たちは、北上市を中心とした地域医療に貢献するために、在宅療

養支援薬局としてスタッフ一同一丸となり、【患者様第一主義】の

精神のもと、医療の担い手の一員として患者さまに対して安全と

安心を提供します。人の心の美しさを大切にして、仕え給わる気持

ちで患者さまの健康への回復と希望、明日の健康生活を実現でき

るよう全力を尽くします。

北上市諏訪町二丁目5-42　　☎0197-61-3023

□営 8：45～18：00　※木曜日・土曜日は8：45～13：00
□休 日曜日、祝日　　□駐 有（2台）

MAPー12

DATA

14

佐藤 清子さん佐藤 清子さん

高橋 宣子さん高橋 宣子さん

伊藤 貴文さん（29才）伊藤 貴文さん（29才）

小原 洋子さん小原 洋子さん

諏訪町商店街エリア

15

フルーツきやなぎ
【お店のポリシー】
お店では野菜・果物の他、春には山菜、秋には二子産里いも、そしてねばりっこくトロっとした食感のナガイモ、冬には
秋田特産の一本漬、浅舞の味噌漬など季節に合った旬の食材を仕入れています。りんごの発送も承っており、2012年
11月から駅前郵便局向かいにりんごのお土産発送を専門とした2号店もオープンしました。これからも、美味しい食材
を新鮮なままで各地に発送し、どんどん発信していきたいです。

【商店街のこれからについて】
アーケードが取り外されてしまいますが、屋根がない分、明るい日差しが差し込む、明るい商店街になっていけば良いな
と思います。地域の方や若者が遊びにくるような賑やかな街になっていって欲しいです。

北上市諏訪町二丁目4-36　　☎0197-63-4553　

□営 9：00～18:30　　□休 元日・8月の第4土曜日、日曜日　　 □駐 無

MAPー14

DATA

鬼柳　 洋さん鬼柳　 洋さん



ツインモール
プラザ東館

ツインモール
プラザ西館

さくら野百貨店

北上市役所

4
お茶や菊池園

大塚呉服店3

和賀スポーツ12
・佐助酒店　

北日本銀行
北上支店

クニ美容室6

ワタベ文具13

らーめん岩鷲11

高善商店
8

5紙野屋

清水写真館
7

9水沢屋
1アドヴァンス

八重樫タクシー10

2OAショップUSED

本石町1丁目

本通り1丁目

16

新穀町商店街エリア

Shinkokuchou
・・・

大塚呉服店
品質とデザインにこだわり、長く愛着のもてる、使い捨てではない

商品をお客様に提供しています。中でも、最適・安眠の熟睡ライフ

をオーダーメイド枕が叶えます。

いつも最適な状態で枕をお使い頂くためにあなたの身体に合わせ

たピッタリの枕をお作りします。

北上市新穀町一丁目3-36　　☎0197-64-0311
□営 平日 10：00～18：00　土日 10:00～17：00　　
□休 木曜日　　□駐 有（1台）　

MAPー3

DATA

新穀町商店街エリア

お茶や菊池園
商店街を公園と例えるなら、みなさまのお休み処となるよう

な店舗を目指しています。お茶を飲みながら、出会いの場に

してもらえたら嬉しいです。

ちょっと一息いれませんか？あたたかいお茶を入れて待ってます。

北上市本通り一丁目8-20　　☎0197-65-1155
http://ochaya.winups.jp/
□営 9：00～19：00　　□休 第2・3日曜日（不定期）　
□駐 有（5台）

MAPー4

DATA

らーめん岩鷲
魚介系と動物系のＷスープが自慢です。特に魚介スープには千葉
産、長崎産などの煮干をブレンドして使い、その時の産地ごとの
出来具合により、調整をしています。その他に、鯖節や宗田鰹など
４種の材料を使い、魚介の香りとダシを損なわないよう丁寧に
炊き出しています。スープのコクと奥にある深みを味わっていた
だきたいと思います。更に理想の味を追求し、もっとお客様に喜ん
でいただける一杯を目指しています。

北上市新穀町一丁目3-20　　☎0197-63-8020
http://rahmen-ganju.com/
□営 11：30～14：00 (夜営業はお休みしています)　
□休 月曜日、第1火曜日（祝日の場合は翌日）　　□駐 有（6台）　

MAPー11

DATA

和賀スポーツ・佐助酒店
「スポーツをする人を応援するお店」をモットーに人と人とのつな

がりを大事にしています。スポーツをしている方はもちろん、これ

からスポーツを始めようと考えている方、一緒にお話をしながら

道具を揃えてみませんか。その他にお酒やジュース、近隣小中学校

の体育着や中履き、切手も取り扱っています。家族和気あいあいと

営業中です。ぜひ一度、ご利用下さい。

北上市新穀町一丁目3-22　　☎0197-63-3052
http://wagaspo.com/
□営 平日 8：00～21：00　日・祝 8:00～19：00　
□休 正月　　□駐 有（4台）　
　

MAPー12

DATA

17

山崎 優毅さん山崎 優毅さん

菊池 光太郎さん（64歳）菊池 光太郎さん（64歳）

写真右より2番目

大塚　 綾さん（84歳）
写真右より2番目

大塚　 綾さん（84歳）

写真中央

佐藤 仁実さん 
写真中央

佐藤 仁実さん 



高善商店 
ＬＰガス・灯油・冷暖房器具・住宅設備などを取り扱っています。

生活に密着した商品を提供しているので、お客様に地域に密着し

た商売を心がけています。

「いつ、どこでも、最高のサービスを！」をモットーに元気な会社で

す。お客様が満足してくれる仕事を目指して今日も頑張ります。

北上市新穀町一丁目7-47　　☎0197-65-2141
□営 8：30～17：30　
□休 日曜日、祝日、1月1日～３日　　□駐 有（10台）　

MAPー8

DATA

新穀町商店街エリア

清水写真館
出張撮影および七五三、入学式、卒業式、成人式などの記念撮影は

大小にかかわらず、お気軽に申し付け下さい。手軽に写真が楽しめ

る今、しっかり残せる写真が少なくなってきています。大切な記念

日には、あなただけの記念の１枚を残しましょう。古い写真の修復

やデジタル画像修整などもおまかせ下さい。清水写真館があなた

の思い出作りをお手伝いいたします。

北上市新穀町一丁目5-63　☎0197-63-4755　
□営 9：00～18：30
□休 月曜日　 □駐 有（4台）

MAPー7

DATA

クニ美容室
白と黒を基調としたスタイリッシュなヘアサロンです。「シンプル 

is ベスト」、「丁寧さを大切に」を常にポリシーとしてきました。

そこから生まれてくるナチュラルモードなヘアデザインであり、

ご自宅でもサロンでの仕上がりにセットできるようアドバイスし

ております。再現性はもちろん、毎日が楽しくなるようなヘアを

提供します。あなたの毎日がハッピーになりますように。

北上市新穀町一丁目3-37　　☎0197-64-1955
□営 8：30～18：30　　　
□休 月曜日、第3日曜日　　□駐 有（2台）

MAPー6

DATA

紙野屋
生活の基本となる安全な食と笑顔をお届けしていきたいと日々
努力しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【お米のちから】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ご飯は、たくさんの栄養素をバランスよく含んだ優れた食品です。
無洗米は水道水の節約にもなり、環境にやさしく美味しいんです。
何より”ラク”ですよ＾^ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【ＥMのちから】
人に、服に、地球に優しいＥＭクリーニングを行っています。
肌に敏感な方や赤ちゃんにも安心なクリーニングです。

北上市新穀町一丁目4-10　　☎0197-63-2983
□営 8：00～18：30　　□休 日曜日　
□駐 無

MAPー5

DATA

18

写真左

清水 孝太郎さん（73歳）
写真左

清水 孝太郎さん（73歳）
写真左

高橋 忠夫さん（73歳）
写真左

高橋 忠夫さん（73歳）

写真左

清水 啓子さん
写真左

清水 啓子さん
写真左

掘込 美枝子さん（65歳）
写真左

掘込 美枝子さん（65歳）

新穀町商店街エリア

19

ワタベ文具
【お店のポリシー】
日常、わりと手にすることが多いと思われる文具を扱っています。特別、素晴らしい！って程ではないけど、ちょっと工夫
されていて良いモノ・便利なモノを取り揃えることを心がけています。文具・事務用品は日々、進化・改善されています。
お客様に良い文具を伝えて、喜んでもらえればウレシイです。

【商店街のこれからについて】
商店街のいいところは、会話のある買い物や欲しかった物、望んでいたサービスに行きつくコミュニケーションが出来る
ことだと思います。大型店やコンビニの品揃え、便利さには及ばないと思いますが、商店街には人のあたたかさがありま
す。どこかホッとするような街づくり、わが町と思えるような街づくりを目指していきたいと思います。

北上市新穀町一丁目3-28　　☎0197-63-2368　

□営 8：30～19:00　　□休 日曜日　 　□駐 有（2台）

MAPー13

DATA

写真右

渡部 憲治さん（59歳）
写真右

渡部 憲治さん（59歳）



おでんせプラザ
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岩手銀行
北上駅前支店
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後藤たばこ店6
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4グリーン
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高章染洗8
クリーニング 本店　

高橋理容9

1赤喜商店

ホテルルートイン
北上駅前

〒北上駅前
　郵便局

南部
ホテル
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北上
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青柳町1丁目

大通り1丁目

大通り2丁目

若宮町2丁目

浅沼輪店
寿不動産商事
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北上駅前商店街エリア

Kitakamiekimae
・・・

佐々木商店
昭和11年以前からお店を経営しております。

昭和時代では賑わっていた駅前通りですが、近年では、駅を利用する

ことを目的に通る人が多く、少し寂しい通りとなってしまいました。

昭和の賑わいを取り戻し、お店とお店が繋がっていくような街並

みになっていって欲しいと思います。

北上市青柳町一丁目4-2　　☎0197-64-2567
□営 7：00～19：00　　□休 年中無休　
□駐 無

MAPー7

DATA

北上駅前商店街エリア

南部屋
南部鉄器を始め岩手県の工芸品を中心に販売しております。

南部鉄器は種類が豊富で、風鈴・急須・鉄瓶・文鎮・栓抜きなどが

あります。

北上を訪れた際は是非お立ち寄りください。

北上市大通り一丁目2-12　　☎0197-63-3513
□営 10：30～17：00　　□休 不定休　
□駐 無

MAPー10

DATA

かんの文具
この街で、「少しでもお役にたちたいお店でありたい」と思って

います。

文具・事務用品・印紙・切手・はがき・ゆうパックを取り扱って

おります。

北上市青柳町一丁目7-23　　☎0197-63-3516
□営 8：00～19：30　　□休 不定休（元旦休み）　
□駐 有（2台）　

MAPー3

DATA

後藤たばこ店
昭和50年以前からたばこ屋を経営しております。

通勤の方が買いに来ることが多いです。

当時はとても人通りが多く、駅前通りは賑わっていましたが、最近

では人の流れが減り、寂しくなってきました。

これからも、お店をご利用してくださるお客様の為に頑張って

いきたいと思います。

北上市青柳町一丁目5-34　　☎0197-63-5669
□営 7：00～19：00　　□休 年中無休　　
□駐 有（1台）　

MAPー6

DATA
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嘉門 昌幸さん（65歳）嘉門 昌幸さん（65歳） 佐々木 　弘さん佐々木 　弘さん

後藤 則夫さん（64歳）後藤 則夫さん（64歳） 菅野 浩次さん（75歳）菅野 浩次さん（75歳）



北上駅前商店街エリア

22

浅沼輪店
【お店のポリシー】
私ども、浅沼輪店、創業48年になります。自転車・オートバイの販売は元より、修理整備に至るまで行い、時には出張も
賜わります。お客様には、安全に御使用頂きたく、ニーズに合わせた修理等、ご要望に答えれる様、そして気軽に立ち
寄って頂けるお店を目指して参りました。また、量販店には無いアフターサービスにも努めています。

【商店街のこれからについて】
北上市駅前商店街は、市の玄関口ですが、昨今郊外に、大型店の出店による車での利用が多くなり、なかなか難しい
状況にあります。そういう中にあって、近隣商店街とも協力・連携しながら、活気ある商店街に、多くのお客様に足を
運んで下さる商店街になって欲しいと思います。商店街が協力・連携していく事で、北上市の更なる発展に繋がって
いくのではないかと想います。

北上市大通り一丁目3-24　☎0197-63-6465

□営 7：00～19:00　　□休 不定休　　 □駐 有（2台）

MAPー2

DATA

浅沼 徳治さん（72歳）浅沼 徳治さん（72歳）
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香ばしい珈琲にひとときのやすらぎを  
～心の癒しの空間～

ハーフタイム
〒024-0031 北上市青柳町2丁目2-18　　　0197-63-6944
営業時間／10：00～20：00　　定 休 日／不定休　
駐 車 場／有（1台）

店内はレトロ調で懐かしい

雰囲気の隠れ家的な喫茶店

です。パンやピラフ、昔懐か

しいナポリタンなどの軽食

もリーズナブルな価格で提

供しています。

オリジナリティーあふれる
喫茶店の美味しいランチ！

コーヒー　ポレール
〒024-0061 北上市大通り1丁目2-12　　　0197-64-3957
営業時間／9：30～21：30　ランチタイム／11：30～14：00（平日のみ）
定 休 日／不定休　　駐 車 場／無

サイフォン式で淹れられた少しビターで濃いめのコーヒーが頂ける

喫茶店。季節ごとの限定メニューもあります。

※ランチは平日のみとなっております。

愛
情
満
点
◎

手
作
り
料
理
も

味
わ
え
る

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
お
店

食事と喫茶パンジー
〒024-0061北上市大通り4丁目2-3　　
　0197-65-2319
営業時間／10：00～21：00　
ランチタイム／11：00～14：00
定 休 日／なし　　駐 車 場／有（10台）

北上市役所通り　
ようこそ南の島へ・・
           もうすぐ30周年

喫茶　貿易風
〒024-0095北上市芳町2丁目4　　　0197-64-2988
営業時間／10：00～17：00　　定 休 日／土・日・祝日
駐 車 場／有（6～8台）

30周年を迎える貿易風。青春時代の思い出

の隠れ家として心に刻まれる人も多いの

ではないでしょうか。 

カウンター、1＆2階席あり。

お好みの席で！

和風ハンバーグ
ランチ　
700円（税込）

創業42年、地元の方だけでなく市外の

方にも足を運んでいただいております。

インスタントを一切使用せず、全て手作

りでご提供させていただいているこだ

わりのお料理を是非ご堪能ください。

23

ブレンドコーヒー　
　　　350円（税込）

ハンバーグセット　900円（税込）

サラダうどん　950円（税込）

昭和の落ち着いた空間でおしゃべりを
楽しみませんか

珈琲  茜屋
〒024-0092 北上市新穀町1丁目2-25　　　
　0197-63-5966
営業時間／9：00～18：00　　定 休 日／日曜日
駐 車 場／有（4台）

北上市役所の北側にある、昔懐かしい昭和の風情が漂う

喫茶店です。

明るくてお母さんのような店主とお話を楽しみに毎日通

う方もいます。

わが家と思って足を運んでみては☆

ケーキセット（コーヒー付）　700円（税込）
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常盤台・堤ヶ丘商店街エリア

Tokiwadai Tsutsumigaoka
・・・

深澤 　泉さん（56歳）深澤 　泉さん（56歳）

㈱カワベ電化センター
当社は今年で創業43年の家電専門店です。今や高齢化社会と少子
化さらに情報化社会、お客様の商品需要も随分変化して参りまし
た。特にも震災後は自然エネルギーである太陽光発電に関心も
寄せられるお客さまも多くなってまいりました。当店は、お客様か
らのご要望に対して顕著に耳を傾け、新鮮な情報とライフスタイル
に沿った商品を常に提供できる販売店作りを目指し努力して参り
ます。

北上市常盤台一丁目21-8　　☎0197-63-6781
□営 9：30～18：30　　□休 日曜日　
□駐 有（7台）

MAPー 7

DATA

常盤台・堤ケ丘商店街エリア

北上ホンダ
当店では、ホンダ二輪専門店として、原付から大型二輪及び汎用製

品（除雪機・発電機等）の販売・修理をメインとし各種メーカーの

バイク整備や車検・パーツ販売も承っております。お客様第一主義

と迅速適切な対応をモットーに歩んでまいりました。サービス向上

を常に意識し製品を使い終わるまでお付き合いさせていただく

覚悟で取り組んでおりますのでお気軽にお立ち寄り下さい。

北上市常盤台一丁目1-30　　☎0197-65-1124
http://www.kitakamihonda.com/
□営 9：00～19：00　　□休 火曜日、年末年始、GW、お盆　
□駐 有（5台）

MAPー11

DATA

銀寿司 常盤台店
皆様に支えられて40年。専門店としての誇りと、旨いと喜んでも

らえる物を作る。メニューも豊富。寿司、天ぷら、うなぎ、そばの組み

合わせ。

北上市常盤台一丁目20-8　　☎0197-65-0466
□営 11：00～22：00　
□休 木曜日　　□駐 有（12台）　

MAPー13

DATA

grosso-luce（グロッソ・ルーチェ）
“お客様第一”を基本理念にトータルな美容室を目指す。カット、

パーマ、カラー着付けは当然ながらヘッドスパを充実させ、更に、

エステ（まつげエクステ）、ネイル、ブライダルとお客様の全ての

要望に答えられる店作りを基本として努めています。

北上市常盤台四丁目11-126　　☎0197-72-5138
http://www.grosso-jp/com
□営 9：00～19：00 　　
□休 月曜日　□駐 有（10台）　

MAPー14

DATA

25

写真左

川辺 慎也さん（39歳）
写真右 

川辺 迅志さん（63歳）

写真左

川辺 慎也さん（39歳）
写真右 

川辺 迅志さん（63歳）
写真左

加藤 正喜さん（62歳）
写真左

加藤 正喜さん（62歳）

山下 好昭さん（71歳）山下 好昭さん（71歳）



写真左

菊池 廣美さん（62歳）
写真左

菊池 廣美さん（62歳）

常盤台・堤ケ丘商店街エリア

つつみ食堂
おかげ様で、昭和35年の開店から53年目を迎える事が出来ました。ひとえに、皆様方のご支援の賜物と心より感謝申し

上げます。始めた頃は、メニューもラーメン・うどん・カツ丼・親子丼・玉子丼の5つでしたが、今では50種類以上に増えて

おります。その他に、建物の2階・3階に14部屋を用意し、24時間いつでも入れるお風呂や、長年食堂業でつちかったノウ

ハウをいかしたバランスの良い食事を提供する下宿業もやっております。お客様に喜んで頂く店にと従業一同心掛けて

行こうと存じます。何卒これより先も宜しくお願い申し上げます。

北上市常盤台三丁目23-37　　☎0197-63-3458

□営 11：00～13:30　17：00～21：00　　□休 日曜日、祝日　　 □駐 有（10台）

MAPー20

DATA
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こだわりの手打ち麺！岩手県唯一の
白河ラーメンのお店。

常盤台にある福島・白河ラー

メンのお店。ご主人が朝５時

過ぎから竹竿を使った独特

の製法で麺を打っています。

リーズナブルな価格で味わえる
「本格絶品つけ麺!!」

みそ味ベースの和風濃厚うま辛スープに麺は太麺。その時の気分で
熱と冷を選べるのも嬉しい◎癖になる味をどうぞ。

創
業
60
年
。  

先
代
か
ら
の
伝
統
の
味
を

　守
り
続
け
る『
更
科
』

手打ち中華　660円（税込）

手打ちの縮れ麺と鶏ガラで

取った澄んだ上品な醤油スー

プが特徴。夏限定の「冷やし

中華」もオススメです♪

修行8年の後、常盤台にオ
ープンして4年、スープ、麺
はもちろん、チャーシュー
・メンマとオリジナルの味
を追求しています。新食感
の「ぬる麺」もぜひご賞味
下さい。

つけ麺（具盛り）
　 　　680円（税込）

驚きの味！岩鷲のらーめん、つけ麺は
　　　　　　　　　３回は食べるべし！
驚きの味！岩鷲のらーめん、つけ麺は
　　　　　　　　　３回は食べるべし！

〒024-0012 北上市常盤台3丁目1-31　　　0197-65-3740
営業時間／11：00～(材料がなくなり次第終了)
定 休 日／火曜日（店内カレンダーによる）　
駐 車 場／有（10台）　  席　数／21席

手打ち中華  とら屋

きのこや野菜がたっぷりと入ったあんかけ蕎麦。

ダシの効いた程良い甘さのあんと自家製蕎麦の絡みが絶妙な一品。

時間をかけて作ったそばつゆと、そばもうどんも手打ちの手作り
麺。昔と変わらない味を守り続けて100年以上経つ鈴木屋の味を
是非一度味わってみて下さい。

60年間変わらない、手作りそばとうどん、中
華麺と先代からのそばつゆと中華スープの
味を守り続ける更科。夏限定の「冷やしラー
メン」500円もおすすめの一品です。

自家製の手作りそばの上に、まぐろの醤油づけ

とろろをかけた1品。こちらは、そばとうどんの

どちらかをお選びいただけます。

そば処  鈴木屋
〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-5　　　0197-63-2728
営業時間／10：30～21：00　　定 休 日／不定休
駐 車 場／有（4台）　　席　　数／30席

つけ麺　650円（税込）

魚介風味をベースに複雑な旨味のつけ汁にモッチモチ食感の特注太麺がドッキ

ング。締めに蕎麦湯感覚でスープで割るのもOK◎

岩鷲にしかない味。魚介系和風だしをベースに動物系だしを存分に効かせ
たガツンと来るWスープ。ぜひ３回は食べてみて下さい。
夏限定のトマトつけ麺もオススメ♪

きのこと野菜あんかけそば　
　　　　　　　　600円（税込）

らーめん岩鷲（がんじゅ）
〒024-0092北上市新穀町1丁目3-20　　　0197-63-8020
営業時間／昼11：30～14：00　　定 休 日／月曜・第1火曜日　
駐車場／有（6台）　　席　　数／17席　
http://rahmen-ganju.com/

楽・旨・麺  ゆうゆう
〒024-0012 北上市常盤台1丁目20-10　　　0197-64-4110
営業時間／昼11：00～15：00　　夜17：00～23：30
定 休 日／不定休　駐車場／有（5台）
席　　数／34席

づけまぐろそば　
　　　　1,000円（税込）

お食事処  更科
〒024-0034 北上市諏訪町2丁目5-18　　　
　0197-63-3258
営業時間／11：30～21：00　　
定 休 日／月曜日　　駐車場／有（2台）
席　　数／100席　　
http://www.vijp.com/syoku/023/

・・・
作り手の温か味が伝わって
くる老舗のそば屋『鈴木屋』
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・・・藤根商店街エリア
おでしゃんせ

下江釣子

藤根

たかすみ洋品店
おしゃれ洋品センター「たかすみ」では、和賀東小、いわさき小、和賀
東中の運動着やシューズ等を販売しているので、若いお母さん達が
来店しますが、客層は主に中高年の女性が多数を占めています。
商品の販売抜きで気軽に来店し雑談できる雰囲気づくりに努めて
います。商品の仕入は、来店するお客様を思い浮かべて1点1点気を
配っています。きめ細かいサービスとお客様に喜ばれる良い品物を
安く提供することをお店の販売理念として頑張っています。

北上市和賀町藤根17-100-1　　☎0197-73-5065

□営 9：00～19：00　　
□休 日曜日　　□駐 無

MAPー16

DATA

藤根商店街エリア

石田輪業
当店は、父「石田武」が昭和23年ごろから石田自車店を開業し、
私武定が2代目となります。
私が昭和32年ごろから手伝う頃、石田輪業と改名致しました。
35年頃4人で働いていましたが、父が病気になりその後は私が
妻と２人で店を守ってきました。現在に至る今年は、開店してか
ら65周年になります。営業品目は、自転車・バイク・除雪機・暖房
器の販売、修理です。

北上市和賀町藤根18-1-6　　☎0197-73-5024

□営 7：00～18：00　　
□休 毎月1日・10日・20日　　□駐 有（6台）

MAPー2

DATA

高清呉服店
年配の方の商品を主に揃えています。

地域の方が気軽に立ち寄り、世間話を楽しめるアットホームな雰囲

気でお待ちしております。

北上市下江釣子11-100　　☎0197-73-5025

□営 9：00～18：00　　
□休 日曜日　　□駐 有（2台）　

MAPー17

DATA

くすりの折居
当店では、医薬品・農薬・化粧品・雑貨等を販売しています。一人一
人のニーズに答えられるような品揃えとお薬の推奨、健康管理な
ど細かなサービスを心がけています。また、来客困難なお客様に
対しての配達・緊急時の電話も承っていますので、体調で不安を
感じたり、お薬について気になることなどがありましたら、お気軽
に御相談下さい。お客様といつまでも健康で日々過ごしていくこ
とを願い、仕事に励んでいます。ご来店をお待ちしています。

北上市下江釣子11-107-1　　☎0197-73-5421
□営 平日 9：00～18：30　土・日 9：00～17：00 　　
□休 なし　　□駐 無　

MAPー7

DATA
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石田 武定さん（73歳）石田 武定さん（73歳） 高橋 修子さん（68歳）高橋 修子さん（68歳）

折居　正子さん（62歳）折居　正子さん（62歳）
写真左

高橋 敏泰さん（71歳）
写真左

高橋 敏泰さん（71歳）



藤根商店街エリア

手作りお菓子とパンのお店 水曜屋
お客様が贈りたいサプライズを形にしたい♥これが水曜屋の願いです。「どうしたら喜んでもらえるかナ～」とイメージ

を膨らませるのが私達の企画会議です。全員の気持ちがウキウキして楽しくなったら製作に入ります。

贈る方の気持ちが、受け取る方に届きますように・・・と心を込めます。水曜屋の商品が、人と人を繋いで良い関係を築い

ていけるように、これからも小さな店だから出来る事を見つけて、形にしていきたいと願っています。

贈りたいサプライズはありませんか？一緒に作戦を膨らませませんか？お待ちしております。

北上市和賀町藤根17-121　　☎0197-73-8522　　http://suiyouya.web.fc2.com/
□営 平日 10：00～19:00　祝日 10：00～18:00　土曜日 9：00～16:00　　□休 日曜日、土曜不定期　　 □駐 有（5台）

MAPー12

DATA
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写真中央

中井　 恵さん（48歳）
写真中央

中井　 恵さん（48歳）
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藤根十文字
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田の神
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団
地

花
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駅

済生会病院前

珊瑚橋

金成

口内新町

綾内

展
勝
地

下
門
岡
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バ
ス

セ
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タ
ー

本石町一丁目

まちなかターミナル

本通り2丁目

北
上
市
役
所
前

北上郵便局 花園町2丁目

北上駅前

瀬美温泉
夏油温泉

水
神
温
泉

藤根＆横川目商店街へのお買物はバスも便利♪

「北上駅前」と「まちなかター

ミナル」停留所の利用で、ほぼ

全ての路線に乗車可能です。

まちなかターミナルの待合で

は、電光掲示板で運行状況の

確認が出来ます。

藤根・横川目方面

花巻・村崎野方面

立花・口内方面

稲瀬・江刺方面

金ケ崎方面

翔南高校方面

鬼柳・夏油温泉方面

※主な停留所のみ記載
　しています。

※まちなかターミナル
　は往路と復路で停留
　所が変わります。
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横川目駅前商店街エリア

Yokokawameekimae
・・・

佐藤 　健さん（65歳）佐藤 　健さん（65歳）

横川目駅前商店街エリア

有限会社 和賀販売所
地域に密着し、地域に貢献できるお店を目指すを経営方針に、牛乳屋を始めてから68年、地域の皆様に支えられ今日まで営業してこれまし

た。常にお客様の声を取入れ、ニーズに合った商品を販売できるよう、各乳メーカーを販売しております。

清涼飲料水の自動販売機では、地元の他盛岡・花巻方面へのサービスも展開中です。今後も地域の皆様へ、健康と笑顔をお届けする牛乳屋を

目指します。

北上市和賀町横川目12-41　　☎0197-72-2041　　□営 7：00～16：00　　□休 土・日曜日　　□駐 有（5台）
　

MAPー19

DATA

ブティック丸重（まるじゅう）
できるだけお客様の希望に添えるよう、親身にお話を伺うこと

を第一に考えております。

商品の材質の吟味や縫製のチェックなどにも気を配り、皆様に

安心してお気に入りのものを見つけていただける店でありたい

と思っております。

北上市和賀町横川目12-36-7　　☎0197-72-2039
□営 9：00～19：00　　□休 日曜日（不定）　
□駐 有（1台）

MAPー16

DATA

すえひろ精肉店
横川目で店を開いて42年になります。精肉(豚肉・鶏肉)・ジンギスカン・ホルモ
ン、そしてから揚げ(骨なし・骨付き)を出しています。「お客さんが来るから」と
言われてから揚げを買われる方、「子供の頃から食べていた」と言われて買わ
れる方、「おみやげにもらっておいしかった」と言われて買われる方、「インター
ネットなどで知った」と言われて買われる方、本当にうれしいお言葉を頂きま
す。地元の方々や、遠方から来て頂いている方々に喜んでもらえる様に、家族
だけの小さな店ですが変わらない味で頑張って行きたいと思います。

北上市和賀町横川目11-271　　☎0197-72-2397
□営 9：00～19：00　日曜・祝日 9:00～17：30頃まで　　
□休 第2、4水曜日　　□駐 有（2台）　

MAPー11
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高橋 一成さん（34歳）高橋 一成さん（34歳）

伊藤 恵利子さん（61歳）伊藤 恵利子さん（61歳）



及川 　務さん（42歳）及川 　務さん（42歳）

うちのこだわりは、なんと言っても「餡」にあります。こし餡は北海道産小豆を使い、金清堂独自の配合で練り上げ、甘すぎ

ず上品な味に仕上げております。また、つぶ餡は地元の農家で穫れた大粒の小豆を使い丁寧に炊き上げ、風味豊かで小豆

本来の味を引き出しております。看板商品でもある「栗まんじゅう」はしっとりとした皮に口どけの良い餡を包んだ自慢

のお菓子です。一年を通して同じ味、同じ食感に仕上げるのには特に気を配っています。

地元地域に根づいたお菓子作りで、皆様に親しまれるよう、日々努力して参ります。

北上市和賀町横川目12-47-1　☎0197-72-2447　

□営 7：00～19:00　　□休 元旦、不定休　　□駐 有（5台）

MAPー8

DATA

横川目駅前商店街エリア

金清堂菓子舗

34
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二子里いももっちりタルト  1個150円（税込）

〒024-0011 北上市堤ケ丘二丁目9-1
　0197-65-3531　営業時間／  8：30～19：00　定 休 日／元旦のみ

かぎや菓子舗

しっかりと食べ応えがありながら甘すぎず、タルト生地と里いも餡
の組み合わせが絶妙な新しいお菓子。

チョコレート饅頭　1個 120円（税込）

チョコチップがアクセントになった懐かしい味。白餡とチョコ
チップの組み合わせがgood。

〒024-0035 北上市花園町一丁目5-8
　0197-63-3883　
営業時間／  8：30～20：00　
定 休 日／不定休

丸正菓子店

むぎ香がし　
  1個 120円（税込）

〒024-0331 北上市和賀町横川目12-47-1
　0197-72-2447
営業時間／  7：00～19：00　　
定 休 日／元旦・不定休

金清堂菓子舗

口に入れるとはったい粉（香仙）の香ばしさ
が広がります。軽くさくっとしたかわと噛み
ごたえのあるうぐいす餡の組み合わせが
絶妙です。

和三クッキー　
　　 1袋（2個入） 85円（税込）

〒024-0034 北上市諏訪町一丁目2-17
　0197-63-2521
営業時間／  9：00～19：30　　
定 休 日／年中無休

栄泉堂  本店

ふんわりさくっとした軽い食感で和三盆
の甘みがちょうど良く紅茶、緑茶にとても
良く合います。

　バニラシフォンケーキ　

〒024-0033 北上市幸町2-37　　　0197-64-1362
営業時間／ 11：00～19：00　　定 休 日／不定休

ケーキの国アリス

想像以上にしっとり、ふんわり。ひとつひと
つ丁寧に手づくりされたシフォンケーキ。
卵は大和久農園さんの自然卵を使用。

レンジでチンする
焼き立て風マドレーヌ
   1個（右） ショコラ 180円（税込）
　1個（左） プレーン  150円（税込）

〒024-0331 北上市和賀町横川目37-1-7
　0197-72-2255　
営業時間／11：00～18：00　　
定 休 日／水曜日
　　　　　（不定休で火曜日休みもあり）

洋菓子工房ケーキ屋Shimizu

そのままでも美味しい・・けどレンジで10秒間
チンするだけで出来たてふわふわのマドレーヌ
を味わえます。

ケークオフリュイ
　 1個  250円（税込）

〒024-0061 北上市大通り一丁目3-1
　　　　　　 クレヨンタワー1階
　0197-72-7198　　
営業時間／12：00～22：00　　
定 休 日／年中無休

ジャンポール シテェール

しっとりとした食感とバニラの香りがマッ
チ。洋酒が控えめなのでお子様でも安心し
て食べられます。

ホール(要予約) 2,100円（税込）
カット   210円（税込）
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花園町商店街エリア

Hanazonochou
・・・

やぎや（うなぎ）
そば、うどん、ラーメン（中華そば）カツ丼やカレーライスなども
提供する昔ながらのお店です。座敷（要予約）は40名様までご利用
可能です。当店では国産の鰻をお出ししております。お客様の注文
を受けてから30分程かかりますので電話でのご予約をおすすめ
します。お持ち帰りもできます。
食堂は16名様（テーブル4卓）収容と狭いので、5～6名様以上で
ご利用の際は早めの電話予約をおすすめします。休業日はHPの
お知らせをクリックしてご確認下さい。

北上市花園町一丁目1-33　　☎0197-63-5181
http://www.town-iwate.com/m/5012/023/
□営 11：00～19：30（座敷21：00迄）（14：30～休憩の場合有）　　
□休 不定休（週1回）　　□駐 有（4台）
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花園町商店街エリア

斉藤 和士さん（61歳）斉藤 和士さん（61歳）

キャプテンバーバー
アットホームで、特にニューヘアカット・角刈り・アイロンパーマ技術に自信あり！！
・予約がほとんどですが、飛び込みでもOK！です。
・東京で修行し北上へ来て20年、各種ヘアコンテストで培われた技術と提案力で幅広いニー       
　
・連絡をいただければ、出張理容もいたします。
・客層、 乳幼児～ご年配の方まで（男女8：2）　一度、お気軽にご来店下さい。
・平成22年度 北上市卓越技能功労者賞、平成23年度 県卓越技能章受賞。

北上市花園町二丁目4-31　　
☎0197-63-6712　　 mail:captbb@ginga-net.ne.jp
□営 8：00 ～19：00 （カット受付18：30/パーマ受付18：00迄）　　　
□休 毎週月曜日、第1月・火、第3日・月連休　　□駐 有（4台）
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鈴木　久明さん（59歳）鈴木　久明さん（59歳）

丸正菓子店
花園商店街で店を始めて約60年。華やかなお菓子ではありませ
んが、創業当時から変わらない製法にこだわった昔ながらの素朴
なお菓子を取り揃えております。また、店内手作りのこしあん、つ
ぶあん、しろあんはリピーターの方々も多く、あんこの計り売り
も好評をいただいております。古くから愛されている和菓子の
他、ラム酒の利いた大人味のケーキ（秋～春のみ）も懐かしい味わ
いです。手づくりにこだわった優しい味をぜひご賞味下さい。

北上市花園町一丁目5-8　　☎0197-63-3883　
□営 8：30～20：00　
□休 不定休　　□駐 有（1台）　

MAPー25
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写真左

及川 千賀子さん
写真右 

伊澤 潤子さん

写真左

及川 千賀子さん
写真右 

伊澤 潤子さん

軽石精肉店
きたかみ産のしらゆりポーク、全国でも高い評価を受けている
きたかみ牛を店の看板商品として、鶏肉、ロースハム、ベーコン
などの加工品を取り扱っています。
当店では、手作りハンバーグが人気商品となっております。また、
しゃぶしゃぶ用のしらゆりポークのロース薄切り詰め合わせは、
お土産として好評を頂いております。取り扱い店が少ないお肉
なども、お客様からのご要望があればできる限り提供したいと、
お客様のニーズに沿ったお店を目指しています。

北上市花園町二丁目3-25　　☎0197-63-4019

□営 8：00～19：00
□休 日曜日、祝日　　□駐 有（5台）　

MAPー4

DATA

軽石 鉄也さん（38歳）軽石 鉄也さん（38歳）
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10ジョイス
　川岸店

川岸保育園

　及川歯科医院
3（医療法人川岸会）

4菊池煎餅店

19読売センター北上

北日本銀行 
川岸支店

喫茶 窓

6655

サンゴ美容室
さとうクリーニング

8877
都タクシー18都タクシー18

タク理容 川岸店13タク理容 川岸店13
四季乃味　
　枕流亭9

12セブンイレブン
　北上駅東口店

14トヨタレンタリース岩手
　北上駅前店

北
上
駅

北
上
川

川岸4丁目

川岸3丁目

川岸1丁目

川岸4丁目

川岸2丁目

中野町1丁目

1阿部自動車
　修理工場

15平和懐堂

16ホテルシティ
　プラザ北上

北
上
駅
東
口 ローソン

北上駅東口店

小田島
眼科

岩手銀行
北上東支店

17みちのく
ビオトープ

東
北
新
幹
線ローソン

北上黒沢尻店

2

黒沢尻3丁目
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川岸商店街エリア

Kawagishi
・・・

サンゴ美容室
当店は創業者菅原京子が開業、50年以上の実績がある老舗です。長年ヘア
全般はもちろん成人式のセット、着付や婚礼お支度に力をそそいでおりま
す。現在は2代目が後を継ぎ、メークの全国大会や着付の大会でも賞をいた
だきお客様よりご依頼いただけるよう日々精進しております。第17回紅の
花賞メイクアップコンクール「洋装メークアップ最高得点賞」、「紅花賞第3
席」、第21回千葉益子賞花嫁着付全国コンクール「蘭花賞第5席」。まつげエ
クステやジェルネイルもできるようエステコーナーも設置しております。

北上市川岸三丁目23-18　　☎:0197-63-7551

□営 9：00～18：00　　□休 日曜日　
□駐 有（3台）

MAPー8

DATA

川岸商店街エリア

菅原 かずみさん菅原 かずみさん

さとうクリーニング
“明日のファッションを洗う”川岸で創業50年、環境に人に衣類に
優しいクリーニングを目指し丁寧に、そして色柄物はより鮮やかに
くっきりと、白物は真っ白に洗うことを心がけていす。洋服類・
毛皮・毛革・着物・じゅうたん・布団のクリーニングをすべて職人が
手仕上げいたします。スピードクリーニング（午前11時迄に持ち込
みますと夕方に仕上がります。※土・日除き）和服・エリフキ・シミヌ
キ・生洗い・丸洗いも職人が真心を込めて丁寧に仕上げ、すべての
お客様に安心と満足感を与えられる様努力しております。

北上市川岸三丁目23-15　　☎0197-63-2958　　

□営 8:00～18:30　　　　　
□休 日曜日、祭日　　□駐 無

MAPー7

DATA

佐藤　 栄さん（65歳）佐藤　 栄さん（65歳）

四季乃味 枕流亭
この地に創業して114年、その暖簾を守りながら新しい風を吹き込み、歴史を
築き次の世代へ繋げていく事を掲げております。北上調理師会青年部で立ち
上げ、現在は北上コロッケ暖簾会で全国に北上市をPRしている「北上コロッケ」
や飼料に岩手県産のお米や三陸産の海草を使った「いわて四元豚」など地元の
食材にもこだわりお客様にご提供、地元産の里芋を使ったスイーツ「里芋プリ
ン」など一風変わったお料理も提供。心をこめたお料理と温かい笑顔、従業員
一人ひとりがおもてなしの心を常に考えお客様と接しております。

北上市川岸三丁目15-20　　☎0197-63-3033
http://chinryutei.jp/
□営 11:30～14:00、17:00～21:30(LO21:00)　　
□休 水曜日（桜まつり、お盆中は無休）　　□駐 有（30台）　

MAPー9

DATA

後列中央

代表取締役　岡島 親吾さん（43歳）
後列中央

代表取締役　岡島 親吾さん（43歳）

菊池煎餅店
手作り煎餅製造直売のお店です。時代の流れは止めようもなく、

便利な世の中になってきましたが愚直にこの道半世紀、煎餅を

焼き続けております。真心こめて一枚ずつ、素朴で飽きない南部煎

餅。添加物は膨張剤だけの歯ざわりの良い、甘い胡麻をかけた「亀

の甲煎餅」や「かっぱ太鼓煎餅」。お茶うけやお土産にどうぞ。

北上市川岸四丁目1-22　　☎0197-63-3834　　

□営 8：00～18：30　　
□休 不定休　　□駐 有（1台）　

MAPー4

DATA

菊池　喜恵子さん（61歳）菊池　喜恵子さん（61歳）
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司寿し22
2 12
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6
金寿司

むらさきの
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崎
野
駅
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21
むらさきの
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本
線
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北上市技術
交流センター

13
デザインクマガイ

パーツステーションジャパン
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7

美樹園
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村崎野
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4機械・カーショップ
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村崎野商店街エリア

Murasakino
・・・

有限会社マルコー
当店は、寝具・寝装品と京呉服、ジュータンやカーテンなどのイン
テリア商品の販売と、「ホワイト急便　村崎野店」として、クリーニ
ングの取次店をしております。地域の皆様に支えられて今年で40
年を迎えますが、これからも地域と共に、そして地域の皆様と共に
成長できるように努めてまいります。店内は、お客様を温かく迎え
られるアットホームな雰囲気ですので、お近くにお越しの際は是非
お立ち寄りください。

北上市村崎野15-280-8　　☎0197-66-3280

□営 9：00～19：00　　□休 日曜日　
□駐 有（8台）

MAPー17

DATA

村崎野商店街エリア

中野 順治さん（37才）中野 順治さん（37才）

金寿司
気軽に食べて飲んで、寿司居酒屋として地元の方達に人気のお店
です。お客様のニーズに合った旬なネタの他にも北上のB級グルメ
北上コロッケもあります。
当店おすすめの北上コロッケ巻きは、出来立ての熱々はもちろん、テ
イクアウトでも美味しさが変わりません。寿司飯とコロッケとの相性
の良さに思わずうなる一品です。二階宴会場も30名様までご利用で
きます。またイス、テーブル席もご用意できます。（16名様まで）

北上市村崎野14-432-59　　☎0197-66-5646
http://kinzusi.web.fc2.com/　　
□営 11:30～14:00、16:30～23:00　　　　　
□休 火曜日　　□駐 有（5台）

MAPー6

DATA

新田　 直美さん（56歳）新田　 直美さん（56歳）

味噌家 がんこ亭
いわて地産地消レストランに認定されているラーメン店です。

地元の食材にこだわった味噌ラーメン、手づくり餃子でびっくり

ユニークなメニューでお出迎えしております。

「二子さと芋餃子」は冷凍で全国発送しておりますのでおみやげや

御贈答用に喜ばれております。

北上市村崎野19-296-5　　☎0197-71-1133
http://ameblo.jp/tdtj00a0/
□営 11:00～22:00（日曜日のみ21:00)　
□休 なし　　□駐 有（10台）　

MAPー19

DATA

多田 伸司さん（49歳）多田 伸司さん（49歳）

おくでら商店
村崎野で商いをして50数年になり、年中無休をモットーに営業し

ています。酒・食品・タバコ・クリーニングを取り扱っており、皆様方

にご利用いただいております。

特に夏場の「生ビールサーバーの貸し出し」や12月の当店オリジナ

ル「正月新酒（要予約）」等の販売を行っております。お気軽にご来

店ください。

北上市村崎野16-132-4　　☎0197-66-2587　　

□営 6：30～19：00　　
□休 年中無休（元旦のみ休み）　　□駐 有（2台）　

MAPー2

DATA

奥寺　貴さん（61歳）奥寺　貴さん（61歳）
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江釣子中央商店街エリア

Ezurikochuo
・・・

有限会社 もりや
21世紀のオフィスづくりを提案する“もりや”お客様とのふれあいを

大切に、きめ細かなサービスでお応えします。お客様のニーズに素早く

対応。文化の提供者としての使命を果たしつつ、広く地域社会に貢献し

ます。創業昭和39年以来、事務用品、事務機器、オフィス家具で、お客様

のニーズに対応し商業を通じて、文化の提供者としての使命を果たし

つつ、永遠に広く地域社会に貢献する事を、目的としております。

北上市上江釣子18-45-4　　☎0197-77-2004　　
http://www.moriya-kitakami.com
□営 8：30～17：30　　□休 日曜日、祝日　
□駐 有（4台）

MAPー17

DATA

江釣子中央商店街エリア

平賀 典子さん平賀 典子さん

生活館TOMIYA
「商売の道は人間の誠実を尽くす道でありたい・・・。一人のお客様
の喜びのために誠意を尽くし、一人のお客様の生活を守るために
良い商品と真心こめたサービス・価格につとめ、今日と人の心の
美しさをわが商売の姿としたい」をモットーとするトミヤグループ
のなかで「生活館」は登美屋本店。どんな人でも生まれ、それぞれ
の生活シーンを過ごしこの世を去ります。お客様の生活シーンに必
要な商品を提供することでお役に立つ企業になろう！そういう願
いをこめて生活館TOMIYAは命名されました。

北上市上江釣子18-14-1　　☎0197-77-2121　　

□営 9:00～19:00　　　　　
□休 元旦　　□駐 有（5台）

MAPー10

DATA

写真左

加藤 正美さん（59才）
写真右 

後藤 正和さん（43才）

写真左

加藤 正美さん（59才）
写真右 

後藤 正和さん（43才）

食堂 千由（せんよし）
開店以来約40年余り、地域の皆様方には大変ごひいきにあづかり

誠にありがとうございます。今後も体力の続く限り皆様方がお気軽

に来店頂けるよう、さらに努力して参りますので宜しくお願い申し

上げます。

北上市上江釣子17-216-2　　☎0197-77-2156

□営 11：00～19：00　
□休 土曜日、日曜日、祭日　　□駐 有（6台）　

MAPー9

DATA

高橋 秀明さん（64歳）高橋 秀明さん（64歳）

高橋利助商店
おかげさまで創業90周年を迎えました。

地域密着の店づくりをモットーに社会環境の激変にも影響される

ことなくお客様第一主義で、今後ともスタッフ一同頑張って参り

たいと思っております。

北上市上江釣子18-28-1　　☎0197-77-3211　　

□営 8：30～19：00　　
□休 第1・3日曜日　　□駐 有（7台）　

MAPー14

DATA

高橋　葉子さん（52歳）高橋　葉子さん（52歳）
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44 45

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇    Shop  List   ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1 アンデルセン 64-4337  菓子店

2 カメラのちば 63-6612 写真用品・撮影

3 絹屋 64-1886 呉服店

4 KENガーデンプランニング 61-4577 庭園設計・ガーデニング用品

5 佐藤薬局 63-3141 薬局

6 しんまちはり・灸・整骨院 63-3770 はり・灸・接骨

7 スクールショップ マルカン 63-3662 学生服

8 鈴木造花店 63-2451 慶弔花環・ローソク・線香

9 高橋歯科医院 63-3321 歯科

10 ティーエムアン 72-6630 婦人服

11 花＆器  ぐんきん 64-3127 生花・器・雑貨

12 ヘアーアミューズ 65-3358 美容院

13 まるかん 70-7083 健康食品

14 湊屋商事（駐車場） 64-4842 駐車場

15 美童（沖縄料理） 65-5676 飲食店

16 茂木内科医院 61-0222 内科・循環器科

17 モノグラム社 市役所前支店 64-5464 文具・ハンコ・印刷

18 もんじやふとん店 63-3008 寝具店

19 ゆーざん 63-3023 雑貨店

20 よしぜん金物店 63-2957 金物店

21 ラ・タヴェルナ（イタリアン） 61-0822 飲食店

22 レディススペース イワタ 63-8166 婦人服

1 アルファー 65-0331 婦人服

2 岩手銀行 北上支店 63-3111 銀行

3 小田島書店 63-3351 書店

4 漢方の薬専堂 65-1772 薬店

5 菊印房 63-6553 ハンコ・ゴム印・表札

6 喫茶セピア 63-3017 飲食店

7 サポートセンターさくら 63-5791 障害者・就労・就労・生活相談

8 三光堂 64-2251 カメラ・写真

9 三陸きずな商店 72-6867 海産物

10 十字路商店街 振興組合連合会 63-5735 商店街事務所

11 大安タクシー 63-3331 タクシー

12 田村紙店 63-3569 紙店

13 美容プラージュ さくら野前店 63-3328 美容院

14 フルーツショップ 近藤商店 63-3106 青果・クリーニング

15 松屋呉服店（ブティックマツヤ） 63-2315 呉服・婦人服

16 マルゼン洋装店 63-3617 女子制服

17 メガネの松村 本店 64-6121 メガネ・補聴器

18 吉辰商店 65-3121 器・お茶

1 栄泉堂 本店 63-2521 菓子店

2 扇屋 64-4381 婦人服 

3 川勝商店 63-2510 男性衣料

4 北上正時堂 65-4116 楽器・CD

5 斉藤産婦人科 64-2136 産婦人科

6 更科 63-3258 飲食店

7 鈴木屋 63-2728 飲食店

8 すみれ整骨院 72-6635 接骨（整骨）

9 都鳥呉服店　 63-2423 呉服店

10 中村輪店 63-4809 自転車店

11 羽場屋商店 63-2323 菓子

12 ファースト調剤薬局 61-3023 薬局

13 ぷりてぃ すみれ 63-3521 化粧品・小物

14 フルーツ きやなぎ 63-4553 青果物店

15 マルミ青果 65-0638 青果物店

16 メガネの星 スワ町店 65-3711 メガネ・補聴器

1 アドヴァンス 65-6578  美容院

2 OAショップUSED 65-6877 OA機器USED

3 大塚呉服店 64-0311 呉服・寝具

4 お茶や菊池園 65-1155 お茶・海苔

5 紙野屋 63-2983 お米・クリーニング

6 クニ美容室 64-1955 美容院

7 清水写真館 63-4755 写真館・出張撮影

8 高善商店 65-2141 ガス・灯油

9 水沢屋 63-2506 菓子・果物

10 八重樫タクシー 64-1151 タクシー

11 らーめん岩鷲 63-8020 飲食店

12 和賀スポーツ・佐助酒店 63-3052 スポーツ用品店・酒店
13 ワタベ文具 63-2368 文具・学校指定教科書

1 赤喜商店 63-2417 酒・食料品店

2 浅沼輪店 63-6465 自転車店

3 かんの文具 63-3516 文具・事務用品店

4 グリーンホテル 65-5500 ホテル

5 寿不動産商事 63-5081 不動産

6 後藤たばこ店 63-5669 たばこ店

7 佐々木商店 64-2567 塩販売

8 高章染洗クリーニング 本店 65-0515 クリーニング

9 高橋理容 63-4820 理容店

10 南部屋 63-3513 民芸品

1 ㈲阿部マイカー センター 64-2222  自動車販売

2 岩手銀行 常盤台支店 64-7441  銀行

3 ㈱エイアンドビーアシスト 72-6680  保険代理店

4 エルどうぶつ クリニック 65-7139 動物病院

5 鬼剣舞代行 63-8068   代行業

6 ㈱笠井 63-2311  ガス・灯油

7 カワベ電化センター 63-6781 電器店

8 菊池整骨院 65-0206 接骨（整骨）

9 北上ガス㈱ 64-1255  ガス家庭用発電機器

10 北上信用金庫 常盤台支店 63-6171 信用金庫

11 北上ホンダ 65-1124 オートバイ販売・修理

12 魚菜 63-6930 飲食店

13 銀寿司 常盤台店  65-0466 飲食店

14 グロッソ・ルーチェ 72-5138 美容院

15 ジョイス アピア店 65-5350 スーパーマーケット

16 セイデン社 63-6195 家電・暖房機器修理

17 千安堂 63-6310 薬店

18 大和接骨院 63-8611 接骨（整骨）

19 つつみが丘歯科医院 63-3646 歯科

20 つつみ食堂 63-3458 飲食店

21 東北ミサワホーム㈱ 盛岡支店 北上店 64-3211  住宅販売

22 東北友愛観光㈱ 63-6756  旅行代理店

23 東北銀行 ときわ台支店 65-5771 銀行

24 トキワランドリー 63-3538 クリーニング

25 パルテール 65-4422 生花店

26 藤村酒店 63-2518 酒店

27 ホンダカーズ岩手北上北店 65-5007  自動車販売

28 松浦脳神経外科 65-2332 脳神経外科

29  ㈱宮澤商店 63-2261  ガソリンスタンド

30 森谷商店 65-3150 米店

31 ㈲ライフ不動産 61-2122  不動産

32 楽・旨・麺  ゆうゆう（ラーメン） 64-4110 飲食店

33 わたなべ歯科 61-2911 歯科

1 石川理容所 73-5148 理容店

2 石田輪業 73-5024 自転車店

3 石養商店 73-5038 食料品店

4 いとう呉服店 73-5018 呉服店

5 エルムサトウ 73-5177 電器店

6 柏葉酒店 73-5008 酒店

7 くすりの折居 73-5421 薬店

8 紺野畳店 73-5159 畳店

9 斉藤電機商会 73-5248 電器店

10 笹間屋酒店 73-5006 酒店

11 佐藤表具店 73-5007 表具・表装店

12 水曜屋 73-8522 菓子店

13 高勝金物店 73-5032 金物店

14 高金酒店 73-5048 酒店

15 高菊ストアー 73-5043 食料品店

16 たかすみ洋品店 73-5065 洋品店

17 高清呉服店 73-5025 呉服店

18 中野商店 73-5328 ガソリンスタンド

19 藤根郵便局 73-5301 郵便局

20 丸興食堂 73-5266 飲食店

21 みつや菓子店 73-5022 菓子店

22 和賀観光タクシー 73-5075 タクシー

23 和賀クリーニング 73-5440 クリーニング

1 あぶらや商店 72-2126 ガス・灯油・肥料

2 アラヤ商店 72-2760 日用雑貨

3 伊藤輪店 72-2073 自転車店

4 小野理容所 72-2911 理容店

5 家庭百科はやし 72-2067 衣料品

6 川目商店 72-2070 食料品

7 菊勇魚店 72-2088 鮮魚店

8 金清堂菓子舗 72-2447 菓子店

9 くろちゃんラーメン 72-2432 飲食店

10 食堂かすみ 72-2944 飲食店

11 すえひろ精肉店 72-2397 精肉店

12 高栄商店 72-2717 日用雑貨

13 高橋自動車電装　　　 72-2377  修理

14 名須川商店 72-2040 衣料品

15 平運酒店 72-2700 酒店

16 ブティック丸重 72-2039 婦人服

17 丸一商店 72-2078 書店

18 和賀自動車整備工場　 72-2043  修理

19 ㈲和賀販売所 72-2041 牛乳他

1 衣料品のモリ 63-5535 婦人服

2 岩屋靴店　       　　　　　　　 65-2126　 靴修理

3 カケタ精肉店　                 　 64-1823　 精肉店

4 軽石精肉店　             　　　 63-4019　 精肉店

5 川村自転車店　　　　　　　　　  63-4588　 自転車

6 菊屋薬局　　　　　　　　　　　  63-3406　 薬局

7 北上歯科医院　　　   　　　　　　 63-4010　 歯科 

8 キャプテンバーバー　　　　　　  63-6712　 理容店

9 小岩釣具店 65-4320　 釣具店

10 寿センター丸坂屋 63-5111 貸衣装

11 さいとう玩具模型店 64-4095 玩具店

12 佐々木ミシン商会 63-8431 ミシン・ミシン修理

13 タカハシ生花店 64-4191 生花店

14 高政酒店  63-4255 酒店

15 辰口食品 63-2734 もち・だんご・赤飯

16 つじ美容室 64-1824 美容院

17 テルス調剤薬局 61-3757 薬局

18 白鳥クリーニング店 63-5714 クリーニング

19 花園美容室 63-6621 美容院

20 パナックたかはし 63-2480 電気・家電

21 美容室ロビン 64-0658 美容院

22 藤田はり灸治療院 63-3861 針灸

23 プラムエイト 63-8204 青果店

24 ほっかほっか亭 61-0122 弁当

25 丸正菓子店 63-3883 菓子店

26 やぎや（うなぎ） 63-5181 飲食店

27 わたなべ美容室 64-6051 美容院 

新穀町商店街エリア　Shinkokuchou

北上駅前商店街アリア　Kitakamiekimae

常盤台・堤ヶ丘商店街エリア　Tokiwadai Tsutsumigaoka

本通り一丁目商店街エリア　Hondori 1choume

本通り商店街エリア　Hondori 

諏訪町商店街エリア　Suwachou

お店番号（各商店街MAPとリンク）、店名、電話番号、業種（取扱商品）の順に記載

藤根商店街エリア　Fujine

横川目駅前商店街エリア　Yokokawameekimae

花園町商店街エリア　Hanazonochou

1 阿部自動車修理工場 64-0147 修理

2 岩手銀行 北上東支店 64-5351 銀行

3 及川歯科医院 (医療法人川岸会 ) 65-3334 歯科

4 菊池煎餅店 63-3834 せんべい

5 北日本銀行 川岸支店 65-1121 銀行

6 喫茶 窓 64-1396 飲食店

7 さとうクリーニング 63-2958 クリーニング

8 サンゴ美容室 63-7551 美容院

9 四季乃味　枕流亭 63-3033 飲食店

10 ジョイス㈱ 川岸店 64-7706 スーパーマーケット

11 寿司元 65-1033 飲食店

12 セブンイレブン 北上駅東口店 64-3207 コンビニエンスストア

13 タク理容 川岸店 63-4941 理容店

14 トヨタレンタリース岩手㈱ 北上駅前 65-0100 レンタカー

15 平和懐堂 63-6659 骨董品店

16 ㈱ホテルシティプラザ北上 64-0001 ホテル

17 ㈱みちのくビオトープ 69-7536 園芸用品店

18 ㈲都タクシー 63-2200 タクシー

19 読売センター北上 63-2024 新聞店

1 ㈱うちむら家具北上店 66-3993 家具店

2 おくでら商店 66-2587 酒・食料品

3 小野寺こども医院 81-6660 小児科

4 機械・カーショップオイカワ 68-4538 機械・車修理販売

5 北上信用金庫 むらさきの支店 66-3133 信用金庫

6 金寿司 66-5646 飲食店

7 佐々木歯科医院 66-4184 歯科 

8 シナネン石油㈱  66-2826 ガソリンスタンド

9 鈴昇商店 66-2611 酒・食料品

10 ㈲大安タクシー 飯豊営業所 63-3331 タクシー

11 高甚旅館 66-2762 旅館

12 司寿し 66-2856 飲食店

13 デザインクマガイ 66-2366 看板

14 パーツステーションジャパン 81-6200 車・部品販売

15 フジタ電器 66-6502 電器店

16 ㈲藤電気 66-2851 電気店 

17 ㈲マルコー 66-3280 寝具店

18 美樹園 66-4540 植木（造園）

19 味噌家 がんこ亭 (ラーメン ) 71-1133 飲食店

20 村崎野簡易郵便局 66-5191 郵便局

21 むらさきのクリニック 71-3555 内科・消化器科

22 むらさきの歯科医院 71-3418 歯科

23 ㈱村崎野タクシー 66-2627 タクシー

24 ロッキー村崎野店 68-4241 スーパーマーケット

1 伊藤輪業 77-2852 バイク・自転車屋

2 江釣子石材店 77-3806 石材・墓石販売

3 江釣子タクシー 77-2434 タクシー

4 江舟食堂 77-2216 飲食店

5 横黒染工場 77-2218 染色

6 お食事処たけみ 77-2458 飲食店

7 ㈲佐藤商店 77-2320 木製品・パルプ・紙製品 

8 ㈲システムプラザいとう 77-2818 電気店

9 食堂千由 77-2156 飲食店

10 生活館 TOMIYA 77-2121   ギフト・寝具・学生衣料

11 高信自動車商会 77-2422 自動車販売・修理

12 高昭家電 77-4414 電化製品

13 高橋ふとん店 77-3325 ふとん店

14 高橋利助商店 77-3211 酒類・食品

15 なか川 77-5317 飲食店

16 ㈲藤武 77-2634 食料品 

17 ㈲もりや 77-2004 事務用品

18 八重樫理容 77-4422 理容店 

川岸商店街エリア　Kawagishi

村崎野商店街エリア　Murasakino

江釣子中央商店街エリア　Ezurikochuo

＊市外からおかけの際は市外局番0197を押してください。　　＊このリストは商店街（商店会）振興組合からの情報提供を元に作成しています。（50音順）
＊この冊子は2013年2月28日現在のデータを元に作成しています。
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◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇    Shop  List   ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
1 アンデルセン 64-4337  菓子店

2 カメラのちば 63-6612 写真用品・撮影

3 絹屋 64-1886 呉服店

4 KENガーデンプランニング 61-4577 庭園設計・ガーデニング用品

5 佐藤薬局 63-3141 薬局

6 しんまちはり・灸・整骨院 63-3770 はり・灸・接骨

7 スクールショップ マルカン 63-3662 学生服

8 鈴木造花店 63-2451 慶弔花環・ローソク・線香

9 高橋歯科医院 63-3321 歯科

10 ティーエムアン 72-6630 婦人服

11 花＆器  ぐんきん 64-3127 生花・器・雑貨

12 ヘアーアミューズ 65-3358 美容院

13 まるかん 70-7083 健康食品

14 湊屋商事（駐車場） 64-4842 駐車場

15 美童（沖縄料理） 65-5676 飲食店

16 茂木内科医院 61-0222 内科・循環器科

17 モノグラム社 市役所前支店 64-5464 文具・ハンコ・印刷

18 もんじやふとん店 63-3008 寝具店

19 ゆーざん 63-3023 雑貨店

20 よしぜん金物店 63-2957 金物店

21 ラ・タヴェルナ（イタリアン） 61-0822 飲食店

22 レディススペース イワタ 63-8166 婦人服

1 アルファー 65-0331 婦人服

2 岩手銀行 北上支店 63-3111 銀行

3 小田島書店 63-3351 書店

4 漢方の薬専堂 65-1772 薬店

5 菊印房 63-6553 ハンコ・ゴム印・表札

6 喫茶セピア 63-3017 飲食店

7 サポートセンターさくら 63-5791 障害者・就労・就労・生活相談

8 三光堂 64-2251 カメラ・写真

9 三陸きずな商店 72-6867 海産物

10 十字路商店街 振興組合連合会 63-5735 商店街事務所

11 大安タクシー 63-3331 タクシー

12 田村紙店 63-3569 紙店

13 美容プラージュ さくら野前店 63-3328 美容院

14 フルーツショップ 近藤商店 63-3106 青果・クリーニング

15 松屋呉服店（ブティックマツヤ） 63-2315 呉服・婦人服

16 マルゼン洋装店 63-3617 女子制服

17 メガネの松村 本店 64-6121 メガネ・補聴器

18 吉辰商店 65-3121 器・お茶

1 栄泉堂 本店 63-2521 菓子店

2 扇屋 64-4381 婦人服 

3 川勝商店 63-2510 男性衣料

4 北上正時堂 65-4116 楽器・CD

5 斉藤産婦人科 64-2136 産婦人科

6 更科 63-3258 飲食店

7 鈴木屋 63-2728 飲食店

8 すみれ整骨院 72-6635 接骨（整骨）

9 都鳥呉服店　 63-2423 呉服店

10 中村輪店 63-4809 自転車店

11 羽場屋商店 63-2323 菓子

12 ファースト調剤薬局 61-3023 薬局

13 ぷりてぃ すみれ 63-3521 化粧品・小物

14 フルーツ きやなぎ 63-4553 青果物店

15 マルミ青果 65-0638 青果物店

16 メガネの星 スワ町店 65-3711 メガネ・補聴器

1 アドヴァンス 65-6578  美容院

2 OAショップUSED 65-6877 OA機器USED

3 大塚呉服店 64-0311 呉服・寝具

4 お茶や菊池園 65-1155 お茶・海苔

5 紙野屋 63-2983 お米・クリーニング

6 クニ美容室 64-1955 美容院

7 清水写真館 63-4755 写真館・出張撮影

8 高善商店 65-2141 ガス・灯油

9 水沢屋 63-2506 菓子・果物

10 八重樫タクシー 64-1151 タクシー

11 らーめん岩鷲 63-8020 飲食店

12 和賀スポーツ・佐助酒店 63-3052 スポーツ用品店・酒店
13 ワタベ文具 63-2368 文具・学校指定教科書

1 赤喜商店 63-2417 酒・食料品店

2 浅沼輪店 63-6465 自転車店

3 かんの文具 63-3516 文具・事務用品店

4 グリーンホテル 65-5500 ホテル

5 寿不動産商事 63-5081 不動産

6 後藤たばこ店 63-5669 たばこ店

7 佐々木商店 64-2567 塩販売

8 高章染洗クリーニング 本店 65-0515 クリーニング

9 高橋理容 63-4820 理容店

10 南部屋 63-3513 民芸品

1 ㈲阿部マイカー センター 64-2222  自動車販売

2 岩手銀行 常盤台支店 64-7441  銀行

3 ㈱エイアンドビーアシスト 72-6680  保険代理店

4 エルどうぶつ クリニック 65-7139 動物病院

5 鬼剣舞代行 63-8068   代行業

6 ㈱笠井 63-2311  ガス・灯油

7 カワベ電化センター 63-6781 電器店

8 菊池整骨院 65-0206 接骨（整骨）

9 北上ガス㈱ 64-1255  ガス家庭用発電機器

10 北上信用金庫 常盤台支店 63-6171 信用金庫

11 北上ホンダ 65-1124 オートバイ販売・修理

12 魚菜 63-6930 飲食店

13 銀寿司 常盤台店  65-0466 飲食店

14 グロッソ・ルーチェ 72-5138 美容院

15 ジョイス アピア店 65-5350 スーパーマーケット

16 セイデン社 63-6195 家電・暖房機器修理

17 千安堂 63-6310 薬店

18 大和接骨院 63-8611 接骨（整骨）

19 つつみが丘歯科医院 63-3646 歯科

20 つつみ食堂 63-3458 飲食店

21 東北ミサワホーム㈱ 盛岡支店 北上店 64-3211  住宅販売

22 東北友愛観光㈱ 63-6756  旅行代理店

23 東北銀行 ときわ台支店 65-5771 銀行

24 トキワランドリー 63-3538 クリーニング

25 パルテール 65-4422 生花店

26 藤村酒店 63-2518 酒店

27 ホンダカーズ岩手北上北店 65-5007  自動車販売

28 松浦脳神経外科 65-2332 脳神経外科

29  ㈱宮澤商店 63-2261  ガソリンスタンド

30 森谷商店 65-3150 米店

31 ㈲ライフ不動産 61-2122  不動産

32 楽・旨・麺  ゆうゆう（ラーメン） 64-4110 飲食店

33 わたなべ歯科 61-2911 歯科

1 石川理容所 73-5148 理容店

2 石田輪業 73-5024 自転車店

3 石養商店 73-5038 食料品店

4 いとう呉服店 73-5018 呉服店

5 エルムサトウ 73-5177 電器店

6 柏葉酒店 73-5008 酒店

7 くすりの折居 73-5421 薬店

8 紺野畳店 73-5159 畳店

9 斉藤電機商会 73-5248 電器店

10 笹間屋酒店 73-5006 酒店

11 佐藤表具店 73-5007 表具・表装店

12 水曜屋 73-8522 菓子店

13 高勝金物店 73-5032 金物店

14 高金酒店 73-5048 酒店

15 高菊ストアー 73-5043 食料品店

16 たかすみ洋品店 73-5065 洋品店

17 高清呉服店 73-5025 呉服店

18 中野商店 73-5328 ガソリンスタンド

19 藤根郵便局 73-5301 郵便局

20 丸興食堂 73-5266 飲食店

21 みつや菓子店 73-5022 菓子店

22 和賀観光タクシー 73-5075 タクシー

23 和賀クリーニング 73-5440 クリーニング

1 あぶらや商店 72-2126 ガス・灯油・肥料

2 アラヤ商店 72-2760 日用雑貨

3 伊藤輪店 72-2073 自転車店

4 小野理容所 72-2911 理容店

5 家庭百科はやし 72-2067 衣料品

6 川目商店 72-2070 食料品

7 菊勇魚店 72-2088 鮮魚店

8 金清堂菓子舗 72-2447 菓子店

9 くろちゃんラーメン 72-2432 飲食店

10 食堂かすみ 72-2944 飲食店

11 すえひろ精肉店 72-2397 精肉店

12 高栄商店 72-2717 日用雑貨

13 高橋自動車電装　　　 72-2377  修理

14 名須川商店 72-2040 衣料品

15 平運酒店 72-2700 酒店

16 ブティック丸重 72-2039 婦人服

17 丸一商店 72-2078 書店

18 和賀自動車整備工場　 72-2043  修理

19 ㈲和賀販売所 72-2041 牛乳他

1 衣料品のモリ 63-5535 婦人服

2 岩屋靴店　       　　　　　　　 65-2126　 靴修理

3 カケタ精肉店　                 　 64-1823　 精肉店

4 軽石精肉店　             　　　 63-4019　 精肉店

5 川村自転車店　　　　　　　　　  63-4588　 自転車

6 菊屋薬局　　　　　　　　　　　  63-3406　 薬局

7 北上歯科医院　　　   　　　　　　 63-4010　 歯科 

8 キャプテンバーバー　　　　　　  63-6712　 理容店

9 小岩釣具店 65-4320　 釣具店

10 寿センター丸坂屋 63-5111 貸衣装

11 さいとう玩具模型店 64-4095 玩具店

12 佐々木ミシン商会 63-8431 ミシン・ミシン修理

13 タカハシ生花店 64-4191 生花店

14 高政酒店  63-4255 酒店

15 辰口食品 63-2734 もち・だんご・赤飯

16 つじ美容室 64-1824 美容院

17 テルス調剤薬局 61-3757 薬局

18 白鳥クリーニング店 63-5714 クリーニング

19 花園美容室 63-6621 美容院

20 パナックたかはし 63-2480 電気・家電

21 美容室ロビン 64-0658 美容院

22 藤田はり灸治療院 63-3861 針灸

23 プラムエイト 63-8204 青果店

24 ほっかほっか亭 61-0122 弁当

25 丸正菓子店 63-3883 菓子店

26 やぎや（うなぎ） 63-5181 飲食店

27 わたなべ美容室 64-6051 美容院 

新穀町商店街エリア　Shinkokuchou

北上駅前商店街アリア　Kitakamiekimae

常盤台・堤ヶ丘商店街エリア　Tokiwadai Tsutsumigaoka

本通り一丁目商店街エリア　Hondori 1choume

本通り商店街エリア　Hondori 

諏訪町商店街エリア　Suwachou

お店番号（各商店街MAPとリンク）、店名、電話番号、業種（取扱商品）の順に記載

藤根商店街エリア　Fujine

横川目駅前商店街エリア　Yokokawameekimae

花園町商店街エリア　Hanazonochou

1 阿部自動車修理工場 64-0147 修理

2 岩手銀行 北上東支店 64-5351 銀行

3 及川歯科医院 (医療法人川岸会 ) 65-3334 歯科

4 菊池煎餅店 63-3834 せんべい

5 北日本銀行 川岸支店 65-1121 銀行

6 喫茶 窓 64-1396 飲食店

7 さとうクリーニング 63-2958 クリーニング

8 サンゴ美容室 63-7551 美容院

9 四季乃味　枕流亭 63-3033 飲食店

10 ジョイス㈱ 川岸店 64-7706 スーパーマーケット

11 寿司元 65-1033 飲食店

12 セブンイレブン 北上駅東口店 64-3207 コンビニエンスストア

13 タク理容 川岸店 63-4941 理容店

14 トヨタレンタリース岩手㈱ 北上駅前 65-0100 レンタカー

15 平和懐堂 63-6659 骨董品店

16 ㈱ホテルシティプラザ北上 64-0001 ホテル

17 ㈱みちのくビオトープ 69-7536 園芸用品店

18 ㈲都タクシー 63-2200 タクシー

19 読売センター北上 63-2024 新聞店

1 ㈱うちむら家具北上店 66-3993 家具店

2 おくでら商店 66-2587 酒・食料品

3 小野寺こども医院 81-6660 小児科

4 機械・カーショップオイカワ 68-4538 機械・車修理販売

5 北上信用金庫 むらさきの支店 66-3133 信用金庫

6 金寿司 66-5646 飲食店

7 佐々木歯科医院 66-4184 歯科 

8 シナネン石油㈱  66-2826 ガソリンスタンド

9 鈴昇商店 66-2611 酒・食料品

10 ㈲大安タクシー 飯豊営業所 63-3331 タクシー

11 高甚旅館 66-2762 旅館

12 司寿し 66-2856 飲食店

13 デザインクマガイ 66-2366 看板

14 パーツステーションジャパン 81-6200 車・部品販売

15 フジタ電器 66-6502 電器店

16 ㈲藤電気 66-2851 電気店 

17 ㈲マルコー 66-3280 寝具店

18 美樹園 66-4540 植木（造園）

19 味噌家 がんこ亭 (ラーメン ) 71-1133 飲食店

20 村崎野簡易郵便局 66-5191 郵便局

21 むらさきのクリニック 71-3555 内科・消化器科

22 むらさきの歯科医院 71-3418 歯科

23 ㈱村崎野タクシー 66-2627 タクシー

24 ロッキー村崎野店 68-4241 スーパーマーケット

1 伊藤輪業 77-2852 バイク・自転車屋

2 江釣子石材店 77-3806 石材・墓石販売

3 江釣子タクシー 77-2434 タクシー

4 江舟食堂 77-2216 飲食店

5 横黒染工場 77-2218 染色

6 お食事処たけみ 77-2458 飲食店

7 ㈲佐藤商店 77-2320 木製品・パルプ・紙製品 

8 ㈲システムプラザいとう 77-2818 電気店

9 食堂千由 77-2156 飲食店

10 生活館 TOMIYA 77-2121   ギフト・寝具・学生衣料

11 高信自動車商会 77-2422 自動車販売・修理

12 高昭家電 77-4414 電化製品

13 高橋ふとん店 77-3325 ふとん店

14 高橋利助商店 77-3211 酒類・食品

15 なか川 77-5317 飲食店

16 ㈲藤武 77-2634 食料品 

17 ㈲もりや 77-2004 事務用品

18 八重樫理容 77-4422 理容店 

川岸商店街エリア　Kawagishi

村崎野商店街エリア　Murasakino

江釣子中央商店街エリア　Ezurikochuo

＊市外からおかけの際は市外局番0197を押してください。　　＊このリストは商店街（商店会）振興組合からの情報提供を元に作成しています。（50音順）
＊この冊子は2013年2月28日現在のデータを元に作成しています。
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商店街イベントカレンダー

※イベントは日程等変更する場合がありますので、ご了承下さい。

●鬼のへそ　アート＆ミュージック   10月中旬予定

●移動市場　　　　　　　　　　　 年3回開催（予定）

●お江戸本牧亭きたかみ寄席　　　 6月、9月、12月
　　　　　　　　　　　　　　　　 翌年2月開催予定

●しんまち・ほんまち夏祭り　　　　8月初旬　

●まるごと収穫祭　　　　　　　　10月中旬 

●本町ゆきんこまつり 　　　　　　1月下旬　

●まちなか学校　　　　　　　　　 随時開催　

●街なか産直（あぐり夢）　　　　　  4月～10月の
　　　　　　　　　　　　　　　　毎週火・金曜日　

●しんまち
　ほんまち夏祭り

　8月初旬開催

●きゅうり天王祭

　7月14日開催

●新道稲荷宵宮祭

　7月27日開催

●常盤台七夕まつり

　7月最終土曜日開催

十字路商店街は本通り商店街・本通り一丁目商店街
諏訪町商店街・新穀町商店街で構成されています（　　　　　　　    ）

詳細は十字路商店街振興組合連合会事務所までお問合せ下さい。

（TEL:0197-63-5735）

十字路商店街

本通り商店街

本通り一丁目商店街　 　 諏訪町商店街

新穀町商店街　 　 　　  常盤台・堤ヶ丘商店街
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