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K I T A K A M I

和の衣 さとう (衣料) BEANS (飲食店) Cafe Bar 旅する小人 (飲食店) Cafe PontChat (飲食店) cafe SPIRIT (飲食店) Cafe&BarCHUP (飲飲食店）
Cota Cafe (飲食店) Curry＆coﬀee森のみみずく (飲食店) Itarian cafe buona (飲食店) KICK (飲食店) LA SCALA (飲食店) Nicotto (飲食店)
Nomu Nomu (飲食店) yoru cafe Mog.market (飲食店) ア・ラーマ (飲食店) あずま家 (飲食店) イタリアンダイニング ラ・タヴェルナ (飲食店) イン
ドレストラン ザ タージ (飲食店) 欧風カレー＆フードkarakara (飲食店) 御食事処 うおすけ (飲食店) お食事処 大阪屋 (飲食店) お食事処 更科 (飲食店)
お食事処 一心 (飲食店) オラーノ イタリアン 為吉 (飲食店) 母さんの台所 (飲食店) 隠家 北上店 (飲食店) カフェ・ド・ラペ (飲食店) カレー屋 九兵衛 (飲食
貿易風 (飲食店) 喫茶カフェモニカ (飲食店) 喫
店) 画廊喫茶ミレー (飲食店) 菊寿し (飲食店) 北上ジンギスカンチョップ (飲食店) きたかみ風土 (飲食店) 喫茶
茶セカンドハウス (飲食店) 喫茶店 KOTO (飲食店 )魚菜 (飲食店) 銀寿司 (飲食店) 金寿司 (飲食店) 黒沢尻宿 本陣 さくら寿司 (飲食店) 気仙沼まぐろ三昧 尾
形 (飲食店) 珈琲 茜屋 (飲食店) コーヒー ポレール (飲食店) ごちそうラーメン おだしま屋 (飲食店) 四季乃味 枕流亭 (飲食店) 旬海鮮魚 芳長 (飲食店) 食事と
喫茶 パンジー (飲食店) 食事処 時代屋 (飲食店) 食堂千由 (飲食店) 鮮魚活魚 海人 (飲食店) そば処 鈴木屋 (飲食店) 中華食堂及源 (飲食店) 中華料理 楽春園
(飲食店) 中国家庭料理 煌林 (飲食店) つつみ食堂 (飲食店) 手打ち中華 とら屋 (飲食店) 鉄板・お好み焼き 大すき (飲食店) ドクターズレストラン一花や (飲
食店) トラットリア ロゼッタ (飲食店) 鳥料理 鳥ん坊 (飲食店) なんばんや (飲食店) 南凡虫 Nampooh (飲食店) ハーフタイム (飲食店) 陽のあたる場所 (飲食
店) ピノキオ諏訪町店 (飲食店) ファミリーレストラン プチコレット (飲食店) フランパス メランジェ (飲食店) ふるさと体験館「北上」 (飲食店) 松苑 (飲
食店) まんま屋 ふくゑ (飲食店) みそ屋 (飲食店) 味噌屋がんこ亭 (飲食店) 美童 (飲食店) 焼肉大衆酒場サザン (飲食店) やぎや (飲食店) 焼屋 咲十 (飲食店) 結喜 (飲
食店) 洋麺屋ジャンプ (飲食店) 横浜らーめん 日々屋 (飲食店) らーめん岩鷲 (飲食店) らーめん徹治 (飲食店) 楽・旨・麺 ゆうゆう (飲食店) ランパラード (飲
食店) 料亭 大安楼 (飲食店) 料理屋モグラ (飲食店) 和風喫茶 手風琴 (飲食店) 金寿司 (飲食店) 和食処 亀 (飲食店) エステサロンMEIRY (エステ) エステティッ
ク＆岩盤浴キララ北上 (エステ) エステルーム feel (エステ) サロン OBARA (エステ) 夢叶福 (エステ) ラプレ鍼灸院 (エステ) 北上ホンダ (オートバイ販売・修理)
紙野屋 (お米・クリーニング) お茶や菊池園 (お茶) KENガーデンプランニング (ガーデニンググッズ) ハシモト家具 (家具) カッセ 北上店 (家具・雑貨)さわだ・
L&Sエルドエス (学生服・用品) スクールショップ マルカン北上店 (学生服・用品) フルーツきやなぎ (果実店) まるみ青果 (果実店) アンデルセン本通り店
(菓子店) 栄泉堂 本店 (菓子店) かぎや菓子舗 (菓子店) 菊池煎餅店 (菓子店) 金清堂菓子舗 (菓子店) ケーキの国アリス (菓子店) 佐藤餅店 (菓子店) ジャンポールシ
ティエール (菓子店) 手作りお菓子とパンのお店 水曜屋 (菓子店) 南部堂 (菓子店) フェアリーテール (菓子店) 丸正菓子店 (菓子店) 洋菓子工房ケーキ屋
shimizu (菓子店) 高善商店 (ガス・灯油) 北上 正時堂 ハーモニーセンター (楽器・CD) よしぜん金物店 (金物店) ZAKKA*CAFE ikotto (カフェ・雑貨) カメ
ラのちば (カメラ・写真) 三光堂 (カメラ・写真) 清水写真館 (カメラ・写真) クレープショップSunny's (キッチンカー) 生活館TOMIYA (ギフト・寝具・学生衣料) ㈲
和賀販売所 (牛乳他)さとうクリーニング (クリーニング)和賀クリーニング店 (クリーニング)アプロードcoco (化粧・コスメ)ぷりてぃすみれ (化粧・コスメ) コス
メハウスかんの (コスメ) 大塚呉服店 (呉服) 高清呉服店 (呉服) 呉服のおせい (呉服) おくでら商店 (酒・食料品) 高橋利助商店 (酒・食料品) 和 ｓギャラリー
(雑貨) 3sun (雑貨店) Cherry Blossom (雑貨店) HIT (雑貨店) アメリカンセレクトショップ Brilli☆nt (雑貨店) カフェテリア サンレモ (雑貨店) セレクト
ショップ JEEL (雑貨店) Chou-Chou (サロン) grosso-luce (サロン) hair a-boo (サロン) hair salon Cross room (サロン) hair Works LIFE
(サロン) HAIR-AMUSE (サロン) クニ美容室 (サロン) 女性お顔剃専門空間ビバーチェ (サロン) 美・space Pale Green (サロン) 理容one's (サロン) リ
ラクゼーションサロン プレジール (サロン) わたなべ美容室 (サロン) アロマ&ヒーリング 海の雫 (アロマ用品販売・サロン) 三陸きずな商店 (産直) 佐々木
商店 (塩販売) 丸方自転車店 (自転車修理・販売) 浅沼輪店 (自転車店)
石田輪業 (自転車店) 魚勝 (食品) 黄金製麺所 (食品) 北上まきさわ工房 (食品) ひらとめ総本
（さくら野百貨店北上店の東と西をつなぐ通路）
家 (食品) マルゼン洋装店 (女子制服) 吉辰商店 (食器) ブックスさんわ (書店) 和たや 小野ふとん店 (寝具) 寝装オバラ (寝具) ㈲マルコー (寝具) Gally (紳士服) フ
ォレスト岩手きたかみ (ストーブ他販売) ZIGZAGSK8 (スポーツ用品) アイガースポーツ (スポーツ用品) 和賀スポーツ・佐助酒屋 (スポーツ用品・酒) 花スタジ
オ舶来屋 (生花) 花のやえがし (生花) アロハ整骨院 (整骨院) 軽石精肉店 (精肉店) すえひろ精肉店 (精肉店) ダイコク食品 (大豆加工食品) たがしや おさんぽ (駄
菓子店) かとう種苗店 (種・苗) 後藤たばこ店 (たばこ) 東洋医学ツボ療法親指姫 (ツボ) Sony Shop カネハラ (電器店) ㈱カワベ電化センター (電器店) グ
リーンハウス (陶器) 佐藤豆腐店 (豆腐) PET・SPAカシータ casita (トリミング) パッケージワールド パオ (日用雑貨) Extenxion＆Nail姫 (ネイルサロ
ン)東 京 ハ リ ・ キ ュ ウ 治 療 院 (はり・灸・整骨) し ん ま ち は り ・ 灸 ・ 整 骨 院 (はり・灸・整骨) L E ・ P L A I S I R (パン)田 口 印 房 (ハンコ)
SUTAMSHOUSE 菊印房 (ハンコ・ゴム印・表札) サンゴ美容室 (美容室) 美容室 fruit (美容室) フィットネス＆カフェ Ripple！(フィットネス) NYC (服飾)
松屋呉服店 (服飾) t+m=1 (婦人服) Unoz cloz (婦人服) 扇屋 (婦人服) ブティック丸重 (婦人服) レディースショップ Priscilla (婦人服) 鈴木造花店 (仏具) か
んの文具 (文具) ワタベ文具店 (文具) ㈲もりや (文具) デザイナーズサロンBose (ヘアサロン) Dog salon OLLIE MAGIC (ペットサロン) ブランニュー北
上 (ホテル) ohana(家族)リラクゼーションKukui (マッサージ) アロマ＆ボディコントロールOingの風 (マッサージ) 癒し処 和み〜nagomi〜 (マッサー
ジ) カイロプラクティック・エラド (マッサージ) 北上ビューロ (土産) さわはん工房 鬼のいぬ間 (民芸品) 南部屋 (民芸品) eye CATCH (メイクアップサロン)
メガネの松村 (メガネ) メガネの星 スワ町店 (めがね・補聴器) くすりの折居 (薬店) 佐藤薬局 (薬店) ファースト調剤薬局 (薬店) 漢方の薬専堂 (薬店) たかすみ
洋品店 (洋品店) ウエダ (洋服・カーテン生地)Heg (洋服・雑貨) キッズマート北上店 (リサイクルショップ（子供用品・服) キャプテンバーバー (理容店) 有限会社 丸照
(食品・日用雑貨) 里の味 (食品店) 花工房パルテール (生花) Humming
bird (生花・雑貨) 花＆器 ぐんきん (生花・器・雑貨) ブティック ノーブル (婦人服)

お 知らせ

ウルトラＤ とは、商店主に「最高(ウルトラ)の商売の醍醐味(Daigomi)」を実感させ、
個店の魅力向上をサポートする個店を対象としたグループコンサルティングのことです。

経過報告！！
花工房

① パルテール (常盤台)

平成25年10月より市内３店舗で、経営力アップを目的として「ウルト
ラＤ北上2013」を実施しています。中小企業診断士の臨店・通信指導
を受け、気付きを与えられながらお店を改善しています。その様子を取
材しました（下記は一例です）。なお、2月26日(水)16時からブランニ
ュー北上にて成果報告会を開催します。どなたでも参加可能ですので、
参加希望の方は、北上商工会議所（℡65-4211）にご連絡ください。
黒沢尻宿 本陣

② さくら寿司 (本通り)

レストラン

③ チ ロ ル (江釣子)

諏 訪 町 ア ー ケ ード解 体・道 路 舗 装 工 事

は 3 月 中 旬 に 終 了 します！

リニューアル記念イベントを

4月27日に諏訪町商店街にて開催予定!!

きたかみはしご酒2014
冬 場 所 2月26日(水) 18時～22時
参加店舗数60店舗以上

前売り・当日
店頭のディスプ
レイに沢山のチ
ラシなどが張ら
れディスプレイ
内容が見えない
状態を改善。

クリスマス定番グッズ
の「リース」を、クリスマ
スだけではなくお正月
な ど の 季 節 に 合った
商品づくりを提案。

季節感のある
リース作りに
取り組み販売
(右の写真はお正月用)

店の顔であるウィン
ドウを整理しメニュー
表が目線の位置にな
り見やすくなった。

クリスマス・年末年始用に期間限定で
新たにオードブルメニューを考案。

前売り券販売

4店舗はしご酒チケット

3,000円

はしご酒参加店舗(一部)・北上観光コンベンション協会・おでんせプラザ
ぐろーぶ・きたかみ観光NEXT・江釣子ショッピングセンター・その他

お問合せ：きたかみはしご酒・実行委員会 ℡.050-3736-8453

筆
御礼

aRCOとは、ポルトガル語で『虹』という意味で、それ
ぞれのカラー(特徴)を生かしお店づくりを応援したい
という思いと北上市内のお店をみんなで『歩こう』と
いう思いから名付けました。みんなで歩きましょう!!

震災以降経済が落ち込むなか、商業の活性化に特化して活動してきた き
たサポ も3月をもって任務終了です。アルコ取材を通じて沢山のお店さん
と知り合うことが出来、人と人の出会いにあらためて感謝しています。入
稿の日、ソチから銀・銅メダルの嬉しいNEWSが届きました。商店街がこ
れからもずっと地域文化発信の源であることを確信し御礼といたします。

ニーズにマッチし、沢山のご注文をいただきました。

（さくら野百貨店北上店）

