クーポン適用期間
令和 3 年
4 月 15 日（木）～
5月

５日（水）

（さくらまつり期間中）

・このチラシを直接店舗にご持参
頂くか下記のＱＲコードから発行
したクーポン画面を提示ください。
飲食料金から５％割引致します。
クーポンＱＲコード

北上展勝地さくらまつり
市内飲食店クーポン🌸
クーポン提示により飲食サービス 5％割引！
本年開園 100 周年を迎える展勝地公園は、四季を通じ様々な
景観を生み出し、市民の憩いの場になっています。
東北有数の桜の名所として（みちのく三大桜名所）に数えられる
北上展勝地。桜を眺めた後は、市内でご飲食されてはいかがでし
しょうか。

※画像はイメージ

期間外は非表示

1
※宴会等にはご利用いただけません。詳細（定休日、営業時間等）は、下記各店舗ＨＰ又は、
北上料飲店組合ＨＰ（http://www.vijp.com/kitakami/）をご確認のうえご利用ください。
（ファミレス）

北上市本通り 2-2-１
さくら野百貨店４F
TEL 0197-61-2722
（￥500（税込）以上のメニューのみ対象）

（洋食）

北上市さくら通り 2-10-1
TEL
0197-72-6672

（和食・洋食・料亭・居酒屋）

北上市青柳町 2-3-9
TEL
0197-64-7260

（期間限定コース Menu di sakura￥5,000Dinner
御注文のお客様に限り５％割引致します。）
地元のお野菜や県産の食材、旬のお料理を楽し
めるイタリア料理店です。

（当店ポイントカードとの併用はできません）

（料亭・居酒屋）

（和食・料亭・居酒屋）

（鉄板焼）

北上市本通り 1-5-1
旨屋ビル１階
TEL 0197-72-8488

北上市青柳町１-２-３２
TEL 0197-63-3906

北上市さくら通り
1-7-22

（当店ポイントカードとの併用はできません）

TEL

当店は馬肉料理専門店です。馬刺
し、焼肉、鍋、ステーキなど様々な
食べ方をお楽しみいただけます。

海鮮料理中心で、三陸の季節の魚が数
多くありますが、中でも活イカ活け造
りが人気です。

幅広い客層からの支持率が高く、一番
はメニュー数の豊富さがウリです。こ
の機会に是非。

（和食・料亭・居酒屋）

北上市諏訪町 1-1-11
TEL
0197-63-2151
岩手の海の幸・山の幸を中心とした
御料理とお酒が堪能できる、北上老
舗の一店です。

（料亭・居酒屋）
北上市青柳町 2-2-12
スターライトビル２F
TEL 0197-72-6488

海鮮料理中心で、和洋と品数が充実。
当店自慢の元気なスタッフがお待ちし
てます。

0197-62-5123

～五感に響く「和かな」の鉄板焼～
お客様が満足できる時間と空間そして
「一皿」を創造していきます。

（和食）

北上市諏訪町 2-1-5
TEL 0197-62-8805

種類豊富な料理とお酒。常に明るい雰
囲気の店内。名物 Youtuber 店長にも注
目。

大切なひと時を旬な味とゆったりとし
た空間でおもてなしいたします。

（洋食）

（料亭・居酒屋）

北上市諏訪町 2-1-27
アンブロビル２F
TEL 0197-72-7744

北上市大通り 1-3-27
入山北ビル１F
TEL 0197-61-0484

落ち着いた空間で、お酒と共に、時
には楽しく、時にはゆったりとおく
つろぎください。

地元食材をふんだんに使った料理と雰
囲気が良い店内で北上を満喫してくだ
さい。

ベアレンビール、いわて蔵ビール等、
岩手のクラフトビールを中心に 6～7
種類あります。

（洋食）

（和食・北上コロッケ）
北上市柳原町 5-12-30
TEL 0197-62-0022

（和食・麺類・北上コロッケ）

こだわり食材はもちろんのこと、
特にも羽釜で炊いたご飯が特徴的
です。

（日帰り入浴代には使えません。）

（スナック・バー）

北上市諏訪町 2-1-27
アンブロビル１F
TEL 0197-63-3997

北上市本通り 1-8-28
TEL 0197-62-6078

季節毎に、旬の岩手の食材
をコース仕立てでお出しし
ています。

北上市和賀町岩崎
新田１-128-2
TEL 0197-73-7294
お食事はもちろん、日帰入浴で北上の春
を満喫してください。ご来館お待ちして
おります。

（順不同）

2
（和食）

（洋食）

（焼肉）

北上市大通り 2-9-8
TEL 0197-65-1712
（草のホテル直通）

北上市大通り 2-8-6
TEL 0197-65-1711

北上市青柳町 2-4-25
TEL
0197-62-5655

三陸直送の新鮮な魚介類をはじめ、
厳選食材を使用した本格的な和食を
ご堪能いただけます。

自慢のステーキをはじめ、北上牛
ハンバーグやスパゲッティ等のセ
ットメニューが楽しめます。

老若男女すべての世代に響く焼肉
屋を目指しています！おばら家よ
ろしく！！

（和食・料亭・居酒屋・北上コロッケ）

（和食・料亭・居酒屋・北上コロッケ）

（和食・麺類）
北上市大通り
１-11-3
TEL 0197-65-5546
（直通）
0197-65-5500
（グリーンホテル北上）
（全メニュー一律５０円引き）

昼＝おそばと丼ぶりのお得ランチが
好評です。
夜＝そば居酒屋で和食中心メニュー
です。

（焼肉）

北上市北鬼柳 23-69-1
TEL 0197-62-3077

（和食）

北上市諏訪町 2-4-36
TEL 0197-65-5612

（くさのイン北上直通）

北上市青柳町 2-5-34
TEL 0197-65-6900

北上市青柳町 2-2-24
TEL 0197-65-6868

地元産の食材を串揚げにして提
供しております。その他の食材
も多数取り揃えております。

一年を通し前沢牛・北上牛とい
った銘柄牛をしゃぶしゃぶ、す
き焼きでお召し上がり頂けま
す。

（麺類）

（料亭・居酒屋）

北上市黒沢尻３-1-1
TEL 0197-64-1918

北上市青柳町 1-6-21
マック M１ビル１F
TEL 0197-64-7771

うどん専門の全国チェーンです。一
玉、二玉、三玉でも同じ料金
メニューも全 70 種類程あります。

（洋食）
北上市青柳町 2-5-39
ロイズビル２ ２階
TEL 0197-62-4595

韓国の屋台料理やチゲが楽しめ
る居酒屋です。

（和食・料亭・居酒屋）

北上市青柳町 2-7-1
TEL 0197-64-2010

心を込めたお料理をゆったり
お楽しみ下さい。

（他のサービス・クーポンとの併用不可）

北上牛、前沢牛、岩手短角牛等、岩手
の銘牛・豚をもちいた肉料理をお楽し
み下さい。

（他クーポン併用不可

（寿司店・北上コロッケ）

（スナック・バー）

北上市村崎野 14-432-59
TEL 0197-66-5000

北上市大通り 2-8-37
ニューモナコビル C 区画１
TEL 0197-72-6732

（定食レストラン）
北上市大通り１-1-34
ホテルメッツ北上内
TEL 0197-62-6510

（和食・料亭・居酒屋）
北上市青柳町 2-5-28
33 ブリッジ５F
TEL 0197-63-7680

（麺類）
北上市稲瀬町上台 697-1
TEL 0197-65-0502

夜営業のみ）

（順不同）

