
各店一律

1,300円

注意事項
●二十歳未満の方は参加できません。●飲酒運転は絶対に禁止です。●開催期間中でも、お店の状況によりお断りさせていただく場合がございます。 予めご了承ください。
●店舗毎に開催曜日等が異なりますのでご確認の上ご注文ください。●チケット制ではございません。お会計時に直接お支払いください。

【お問い合わせ】
一般社団法人北上観光コンベンション協会
〒024-0061 北上市大通り 1-3-1   TEL:65-0300/FAX:88-3002

（土日祝日除く 8:30 ～ 17:15）
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詳細はチラシまたは
「きたかみ魅力辞典｣で　　>>>
http://www.kitakami-kanko.jp/
※表示を｢PCサイト｣に切り替えてご確認ください。

2/1(水)～28（火）
 〔第1回〕　2016/11/1～11/30開催済 

※ 「夜限定」、「カウンター席のみ」など各店ごとにご利用条件がございます。
　定休日と併せてご確認の上、ご来店ください。

ARIVアリーブ北上店
居酒屋一翔
菊寿司
婆’ｓ bar○
十割そばみどり庵
イタリアンダイニングLa Taverna

【開催店舗】
おしゃれ泥棒隠家北上店
一番鮨
Cafe&ItalianOLLANO
BARフック
きたかみ風土
沖縄料理美童

2017

一　番　鮨　お食事券3,000円分×1名様　　　菊　寿　司　寿 司 券3,000円分×1名様
隠　　　家　お食事券1,000円分×5名様　　　アリーブ･タベルナ(共通)　お食事券1,000円分×3名様
一　　　翔　お食事券1,000円分×3名様　　  OLLANO　お食事券1,000円分×3名様
ＢＡＲフック　お食事券1,000円分×3名様　み ど り 庵　お食事券1,000円分×3名様

スタンプラリー同時開催 !!
異なるお店のスタンプを３つ集めて応募してね★応募用紙は開催店舗でもらえるよ♪
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第２回ぶら飲み
開催店舗情報

※画像はイメージです。入荷状況によりメニューが異なる場合がございますのでご了承ください。

・ ぶら飲みは、他のメニューと一緒にご注文いただけます。
 ただし、割引やその他サービスの対象外となる場合がございますので、
 ご利用の際は各店でご確認願います。

・ 店舗によって開催日時などが異なりますので、事前にご確認の上
 ご利用ください。

・ 混雑時など、ご入店をお断りさせていただく場合がございます。
 予めご了承くださいますようお願いいたします。

❶ お洒落泥棒隠家(あじと)北上店 ❷ ARIV アリーブ北上店

❸ 一番鮨 ❹ 居酒屋一翔 ❺ Cafe&ItalianOLLANO( オラーノ )

❻ 菊寿司 ❼ ＢＡＲフック ❽ 婆’ｓ bar○（ばばズバー マル）

❾ きたかみ風土 ❿ 十割そばみどり庵 ⓫ 沖縄料理美童 ( みやらび )

⓬ イタリアンダイニング La Taverna

北上市大通り１-3-27入山北ビル1 F／0197-61-0484

グラスビール２杯
ビアフレンド盛り合せ１皿

※ぶら飲みはカウンター席のみ

OPEN 17:00 ～
CLOSE 月－木 0:30(L.o.0:00)/ 金･土 1:30(L.o.1:00)

日曜日

自慢の料理はピッツァやパスタ､こだわりのソーセージや
岩手の旬の食材など､ビールにぴったりです。

※ぶら飲み 土･日･祝前日は
               カウンター席のみ

旬の素材を使った創作料理と豊富なお酒でおもてなし。
お刺身からパスタ、ピザまでメニューが豊富です。

生ビール､スパークリングワイン、
樽生ワインなど１５０種のメニュー
から２杯
北上コロッケ＆タパスプレート

北上市大通り１-３-１おでんせプラザぐろーぶＢ１Ｆ／０１９７-７２-５４４０

OPEN  17:30 ～
CLOSE  平日1:00(L.o.0:00)／日･祝日0:00(L.o.23:00)/土･祝前日2:00(L.o.1:00)

不定休

豊富な食材(魚介類、肉、山菜、珍味)などを低価格で
提供しております。お酒は芋焼酎、日本酒銘酒など各種
取り揃えております。

お好きなお飲み物２杯
（生ビール､日本酒､焼酎）
おまかせ料理 （にぎりなど）

北上市花園町2-2-13／0197-64-５161

11:30 ～ 13:30/17:00 ～ 22:00
   ※ランチをご利用の際は予めご連絡をお願いします。

月曜日

北上市大通り１-3-26／0197-65-5511

生ビール、 ワイン、 梅酒、 カクテル、
サワー、 ハードシードル、 店指定の
日本酒･焼酎から２杯
お重（お刺身･北上コロッケ･日替り２品）

11:30～14:00(L.o.)/17:00～23:00(L.o.22:30)

不定休

旬の食材 海の幸･山の幸 季節を感じる居酒屋です。
ランチタイムにはお得なセットメニューもあり、毎日通っても
飽きが来ない美味しさと低価格!!ぜひ一度足をお運びください。

北上市大通り１-3-1クレヨンタワー１Ｆ／0197-72-7198

ドリンクメニューから2杯
（ワイン･ビール･カクテルなど）
アンティパスト３品盛り合せ

18:00 ～ 0:00

火曜日

本格イタリア料理とイタリアワインを楽しめるレストランです。
こだわりのイタリア産食材と岩手県産中心の旬な食材の
コラボレーションをお楽しみください。

※カウンター席になる場合あり

北上市大通り3-11-21／0197-63-6374

日本酒３杯
またはグラスビール１杯
お料理２品（にぎり､汁物）

11:00 ～ 14:00(L.o.13:30)
17:00 ～ 22:00(L.o.21:30)

火曜日

新鮮なお魚をおいしく食べていただくため、その時期の旬な
ものをお客様にお出ししております！

北上市大通り1-3-1クレヨンタワー９Ｆ／090-8782-4379

生ビール、サワー、焼酎、ウィスキー
カクテルなどから２杯
大阪屋ジャンボ餃子２個
＆お楽しみ１品

20:00 ～ 1:00

不定休

アットホームな雰囲気で気軽に入れるお店です。
なんといっても店内からの夜景がキレイで素晴らしいです。
実家の「大阪屋」名物ジャンボ餃子はオススメです。

※ぶら飲み20:30～22:30

北上市諏訪町1-1-18／0197-64-5606

グラスビール、焼酎、ハイボール、
日本酒、ホッピー、ワインから2杯
またはソフトドリンク飲み放題
カウンターの大皿、好きな物チョイス！！

16:00 ～ 23:00

不定休

季節を取り入れた食材で、12～15品のお通し大皿から
好きな物を食べたい位どうぞ!!婆の高笑いで、楽しい時間を
過ごしませんか？ ふふふ… っ

※ぶら飲みは18:00～
   金･土･日はカウンター席のみ

北上市青柳町2-7-1／0197-64-2010

ドリンクメニューから
お好きな飲み物2杯
お料理3品(小鉢)

11:30 ～ 14:00(L.o.13:30)※ランチは平日のみ
18:00 ～ 23:00(L.o.22:00)

日曜日

四季折々の旬の食材を使った季節料理が人気です。
美味しいお料理とお酒でゆったりとお寛ぎください。

北上市大通り1-11-3／0197-65-5546

生ビール(中ジョッキ)1杯
またはお銚子1本
小鉢3品＆ミニかけそば
(温かいそば)

11:15 ～ 14:00
17:00 ～ 22:00(L.o.21:30)

不定休

コシが強く、のど越しが良い十割そばが売りのお店です。
昼はお得なランチセットが大好評です。

※ぶら飲みは夜限定

北上市本通り1-8-4／0197-65-5676

泡盛、ビール、ソフトドリンク
から3杯
お料理3品(小鉢)

11:30 ～ 14:00
17:00 ～ 23:00

不定休 (月または日）

北上にいながら沖縄気分が味わえます。泡盛やオリオンビールが
売りの居酒屋で、お手頃な価格のランチもやってます。

※ぶら飲みは夜限定
  金･土･祝前日はカウンター席のみ

北上市本通り1-5-31／0197-61-0822

ワイン2種から2杯
地野菜のバーニャカウダ

火 - 金11:30～14:00(L.o.)/18:00～22:00(L.o.)
土日祝祭日11:30～15:00(L.o.)/17:00～22:00(L.o.)

月曜日

日替り･週替わりの旬の食材を使った地元(県産)料理、ワインを
始めとする豊富なドリンク、そしてピザ窯で焼き上げるクリスピータイプの
ピッツァやシェフ特製手打ちパスタも自慢です。

開催店舗をチェックしよう

開催店のお食事券などが当たるスタンプラリー同時開催 !!

「ぶら飲み」を注文して
スタンプをもらおう

スタンプを 3 つあつめて
プレゼントに応募しよう

★★★スタンプラリーについて★★★
●スタンプラリーの台紙は開催店舗でもらってね。
●台紙は 11 月･2 月共通だよ。
●スタンプは異なる 3 店舗のものをあつめてね。
●応募は台紙 1 枚につき一口です。（複数口応募可）
●台紙は開催店舗にある応募箱に入れてね。
●当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせて
　いただきます。


