
「ゆかたのまち盛岡」2022　協賛店一覧(８月１日現在）

地区 店名 郵便番号 住所 電話（019） 営業時間 定休日 サービス期間 サービス内容

青山 びすとろ銀河 020-0133 盛岡市青山2-2-8 601-4155 平日11：30～15：00(LO 14:30)

日曜、月曜、祝

日他臨時休業あ

り。

7/16～8/31 お食事の方、セットドリンク１杯サービス

青山 てらどのかまど 020-0133
盛岡市青山3-26-21

千葉ビル2F
643-9137 17：30～24：00 月曜 7/16～8/31

500円（税込）以内のお料理１品サービス

（１グループ1品に限る）

内丸 餃子の店　白乾児（パイカル） 020-0023 盛岡市内丸4-8 622-7242
12：00～13：30
17：00～20：30

土曜、日曜 7/16～8/31 餃子通常一皿6個入りを7個に増

内丸 白龍　本店 020-0023 盛岡市内丸5-15 624-2247
9：00～21：00
（日曜　11：30～19：00）

無し

8/14～8/16休業
7/16～8/13 ちいたんたんサービス

内丸 MANAUP　MORIOKA 020-0023 盛岡市内丸6-12　１F 050-8881-0575 10：00～16：00
土曜、日曜、祝

日他
7/16～8/31 冷たい麦茶サービス

大通 バッファロー 020-0022
盛岡市大通1-6-13

時遊空間ＴＥＮビル1Ｆ
651-1217 18：00～翌2：00

日曜（月祝の場

合は日曜営業・

月祝休）

7/16～8/31 ワンドリンクサービス

大通 アルセーヌルパン 020-0022
盛岡市大通1-7-13

シグナスビル4Ｆ
623-0314 19：00～翌1：00

日曜（連休時は

営業・最終日に

休業）

7/16～8/31
季節のフレッシュフルーツカクテル・ワンド

リンクサービス

大通 ブルーブレイザー 020-0022
盛岡市大通1-9-1

ちすがビル6Ｆ
623-1066 19：00～翌2：00 不定休 7/16～8/31 ワンドリンクサービス

大通 SUNDANCE 020-0022

盛岡市大通2-4-22

ニッカツゴールデンビル

1Ｆ・2Ｆ

652-6526 17：30～翌1：00 不定休 7/16～8/31 ソフトクリームサービス

大通 大衆酒場　ヤマヤ 020-0022 盛岡市大通2-7-26 622-8808 17：00～翌1：30（日祝日23：00） なし 7/16～8/31 ワンドリンクサービス

菜園
菜園マイクロブルワリー
with Kitchen

020-0024
盛岡市菜園1-5-10

グリムハウス1F
606-0171

平日17：00～24：00(23:00フードラスト）
土日祝日15：00～24：00(23:00フードラスト）

なし 7/16～8/31 グラスビール１杯サービス

菜園 ばっちょう 020-0024 盛岡市菜園2-4-23　3Ｆ 625-2620 16：00～24：00 日曜 7/16～8/31 ワンドリンクサービス

中央通 遊食屋ＦＵＪＩNext 020-0021
盛岡市中央通1-11-7

笹川ビル２F
652-4833 17：30～翌1：00 日曜 7/16～8/31 ハイボール（角）1杯サービス

飲食店/お食事･お酒・カフェ・軽食
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地区 店名 郵便番号 住所 電話（019） 営業時間 定休日 サービス期間 サービス内容

中央通 KITCHEN PUB DO! 020-0021
盛岡市中央通2-1-7

岩手開連ビル1Ｆ
653-3121

月～金15：00～23：00
土17：00～23：00

日曜、祝日、不定休 7/16～8/31
ウイスキー、焼酎、ソフトドリンクいずれか

1品サービス

中ノ橋通 ビアバーベアレン中ノ橋 020-0871 盛岡市中ノ橋通1-1-21 651-6555 17：00～24：00

日曜、祝日

（連休の場合は

最終日のみ）

7/16～8/20
グラスビール１杯サービス（千円以上御利用

の方に限る）

南大通 黄金の魚 020-0874 盛岡市南大通1-1-20 623-0888 17：00～翌2：00 なし 7/16～8/31 ロシアンルーレット寿司サービス

盛岡駅前 ビアベースベアレン盛岡駅前 020-0034
盛岡市盛岡駅前通8-11

盛岡駅前ビル地下１階
601-7110

平日17：00～24：00
土15：00～24：00
日祝日15：00～23：00

なし 7/16～8/31
グラスビール１杯サービス（千円以上御飲食

の方に限る）

盛岡駅前 岩手の居酒屋ゑん 020-0034
盛岡市盛岡駅前通9-2

第一甚ビルBF-1
653-5399 17：00～24：00 日曜 7/16～8/31 飲み放題30分延長

青山 ひまわり　青山 020-0133 盛岡市青山3-19-11 647-7458 10：00～18：00 日曜（不定休） 7/16～8/31 扇子を1本サービス

大通 (有)菅原靴店　大通店 020-0022 盛岡市大通2-2-12　1F 622-4326 11：00～19：00 水曜 7/16～8/31 ポイント２倍

大通 (有)菅原靴店　ｐiace店 020-0022 盛岡市大通2-2-12　2F 652-6722 11：00～19：00 水曜 7/16～8/31 ポイント２倍

大通 (有)菅原靴店　ｐer noi店 020-0022 盛岡市大通2-2-12　3F 651-9856 11：00～19：00 水曜 7/16～8/31 ポイント２倍

肴町 ㈱平金商店　パステル館 020-0878 盛岡市肴町8-18 652-2881 10：00～18：30
7/31・8/1

8/27・8/28
7/16～8/31

550円以上のお買い上げのお客様へ、手染友

禅紙柄ボールペンを１本サービス（当日内の

レシート金額合計可能）

東松園 学生衣料センター 020-0106 盛岡市東松園3-28-11 661-3303 9：00～19：00 なし 7/16～8/31
ブルースターゆかた10％OFF

着崩れＳＯＳサービス無料

加賀野 まるせい呉服店 020-0807 盛岡市加賀野1-2-62 622-3840 9：30～18:30 土・日・祝午前中 7/16～8/31
購入の方は対象商品10％OFF

ゆかた着付1,000円、要予約

肴町 きものと帯 ふじ美苑 020-0878
盛岡市肴町9-5

トーカンマンション１階
654-1456 10：00～18:00 なし 7/16～8/31 ゆかた着付1,000円

物販/ファッション・雑貨・食品・その他

物販/ゆかた・和装小物
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肴町 ㈱亀半呉服店 020-0878 盛岡市肴町9-18 623-1451 10：30～18：00 不定休 8/1～8/4
ゆかた着付2,000円、要予約。営業時間内に

限ります。

本町通 こうや呉服店 020-0015 盛岡市本町通2-14-21 622-2535 10：00～18：00 日曜 7/16～8/11
ゆかた着付1,000円、要予約

ただし営業時間内に限ります

南大通 和のくらし　小袖 020-0874 盛岡市南大通1-6-9 658-8511 11：00～19：00 水曜 7/16～8/11
ゆかた着付1,000円、要予約

※ただし営業時間内に限ります

菜園 ポーラザビューティー　盛岡菜園店 020-0024
盛岡市菜園２－２－３豊岡菜園

ビル２F
624-7654 10：00～18：30

火曜・第３月曜

8/13～8/17
7/16～8/31

2022上半期ベストコスメ受賞化粧品サンプル

詰合せ・肌プランニング・フェイシャルエス

テ無料チケット（すべて男性可・重複可）

新田町 パール美容院　新田町本店 020-0042 盛岡市新田町7-29 653-5666 8：30～18：00 月曜、第3火曜 7/16～8/31
ゆかた着付のみ1,100円。ゆかた着付＋ヘア

セット　3,300円（税込）

月が丘 しみず美容室 020-0121 盛岡市月が丘1-6-20 647-1993 8：30～18：00 月曜 7/16～8/31

着付10％OFF（大人3,500円→3,150円、子ど

も1,000円→900円）

着崩れSOSサービス無料

菜園 盛岡ルミエール１・２ 020-0024 盛岡市菜園2-2-2 625-7117 10:00～20：00 無し 7/16～8/31 ご本人1名入場料1,100円に割引

中央通 盛岡ピカデリー 020-0021
盛岡市中央通1-8-13

中央ビル地下
653-2420 10:00～20：00 無し 7/16～8/31 ご本人1名入場料1,100円に割引

清水町 いわて生協　南昌荘 020-0875 盛岡市清水町13-46 604-6633 10：00～17：00 月曜、火曜 7/16～8/31 喫茶メニュー50円引

中ノ橋通
もりおか啄木・賢治青春館　喫茶「あ
こがれ」

020-0871 盛岡市中ノ橋通1-1-25 604-8900
10：00～17：00
(L.O16：30)

第2火曜日

（8/9）
7/16～8/31 珈琲、紅茶　50円引

繋字尾入野 盛岡手づくり村 020-0055 盛岡市繋字尾入野64-102 689-2201 8：40～17：00 なし 7/16～8/31 オリジナルアイス「なんじぇら？」50円引き

美容･健康

施設/映画館・文化施設・その他
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内丸 有限会社　中央不動産 020-0023 盛岡市内丸6-5 652-2839
平日9：00～17：30
土曜9：00～15：00

日曜、祝日 7/16～8/31 ワンドリンクサービス

菜園
（一財）
民族衣裳文化普及協会

020-0024
盛岡市菜園1-4-10

第2産業会館5F
651-3066 9：30～20：00 不定休 7/16～8/31

浴衣着付500円、浴衣・帯レンタル2,000円、

着方レッスン500円着、崩れSOSサービス無

料

中央通 いんべクリーニング　なぎさ店 020-0021 盛岡市中央通3-13-1 623-2333
平日8：00～19：30
日祝9：00～18：00

木曜日 7/15～9/4 浴衣クリーニング　20％OFF

その他
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盛岡駅前通 フルーム 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館1F
604-3030 10:00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 サングラス全品1,000円（税抜）引き

盛岡駅前通 KANEIRI STANDARD　STORE 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館1F
613-3556 10:00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

7/22～8/31
2,000円（税込）以上お買上げのお客様に

「かまわぬ　手ぬぐいのはぎれ」プレゼント

盛岡駅前通 きものやまと 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館M２F
654-7854 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

7/22～8/31 着崩れＳＯＳサービス500円

盛岡駅前通 アジェデ　アクセサリーズ 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館M2F
681-2777 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

7/22～8/31 対象商品10％OFF

盛岡駅前通 20REC. 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館2F
601-5522 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 対象商品10％OFF

盛岡駅前通 グッドネス 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館2F
601-5154 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31
ピアス・イヤリング10％OFF（一部除外品あ

り）

盛岡駅前通 ground table 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館2F
625-2727 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31

対象商品を税込3,000円以上お買い上げのお

客様にリゲッタ公式グッズ（エコバッグ・ス

テッカーなど）をプレゼント！

盛岡駅前通 明明家 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館B1
654-7180 10：00～20：00

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31
お食事をした方ソフトドリンク１杯サービス

（フロート除く）

盛岡駅前通 リカーコートプロースト 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザン本館B1
622-7812 10：00～20：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 輸入ワイン５％OFF

盛岡駅前通 造り菓子　竹芳 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンおでんせ館１F
654-7170 9：00～20：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 金平糖１ケサービス

デパート・ショッピング施設内店舗

フェザン
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盛岡駅前通 白龍 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンおでんせ館1Ｆ
623-5167 11：00～21：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 チータンタンサービス

盛岡駅前通 南部ビストロ　うんめのす 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンおでんせ館1Ｆ
601-5929 11：00～21：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 小鉢一品サービス

盛岡駅前通 銀河堂1890　Sweets and Bakery 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンおでんせ館1Ｆ
681-1890 9:00～21：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31
アイスコーヒーorアイスティーサービス

（イートインのお客様対象）

盛岡駅前通 三松 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンおでんせ館B1
624-7601 10：00～20：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31 クリーニング20％OFFクーポン進呈

盛岡駅前通 銀河辣麺堂 020-0034
盛岡市盛岡駅前通1-44

フェザンめんこい横丁
601-5775 11：00～21：30

館休館日に準ずる

※キャンペーン

期間中の定休日

はなし

7/22～8/31
麺類・ご飯物10％OFF（他クーポン・割引と

併用不可）
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菜園 いんべクリーニング川徳店 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　B1Ｆ
651-1111（代表） 10:00～19:00 8/23 7/16～8/31 ゆかたクリーニング20％OFF

菜園 カフェモロゾフ 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　4Ｆ
651-1111（代表） 10:00～18：30 8/23 7/16～8/31

店内で御注文の方に、バニラアイスクリーム

１個プレゼント

菜園 川徳5階　呉服売場 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　5Ｆ
651-1111（代表） 10：00～18：30 8/23 7/16～8/31

ゆかた・夏物きもの・帯　クリーニング割引

券進呈

菜園 虎包（フーパオ） 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　7F
651-1111（代表） 11：00～20：00（LO　19：30） 8/23 7/16～8/31 対象商品10％OFF

菜園 コレクカフェ＆キッチン 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　7Ｆ
651-1111（代表） 10：00～19：00（LO　18：30） 8/23 7/16～8/31 対象商品10%OFF

菜園 カプチーナ 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　7F
651-1111（代表） 11：00～20：00（LO　19：30） 8/23 7/16～8/31 ドリンクバーサービス

菜園 旬彩　山留（しゅんさいやまとめ） 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　7F
651-1111（代表） 11：00～20：00（LO　19：30） 8/23 7/16～8/31 ドリンクバーサービス

菜園 北の蕎麦屋　川徳店 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　7F
651-1111（代表） 11：00～19：00（LO　18：30） 8/23 7/16～8/31 ミニ甘味サービス

菜園 理容　ヨシダ 020-8655
盛岡市菜園1-10-1

川徳　8F
651-1111（代表） 10：00～18：30 8/23 7/16～8/31 えりあしシェービング10％OFF

パルクアベニューカワトク



「ゆかたのまち盛岡」2022　協賛店一覧(８月１日現在）

地区 店名 郵便番号 住所 電話（019） 営業時間 定休日 サービス期間 サービス内容

大通 ground table 020-0022
盛岡市大通3-4-1

クロステラス盛岡　1F
613-4655 10:00～20：00 なし 7/16～8/31

対象商品を税込3,000円以上お買い上げのお

客様に、リゲッタ公式グッズ（エコバッグ・

ステッカーなど）をプレゼント！

大通 トレンタ盛岡クロステラス店 020-0022
盛岡市大通3-4-1

クロステラス盛岡　1F
613-4930 10:00～21：00 なし 7/16～8/31 ワンドリンクサービス

大通 花兵衛 020-0022
盛岡市大通3-4-1

クロステラス盛岡　1F
656-0669 10:00～20：00 なし 7/16～8/31 対象商品10％OFF

大通 源喜屋　盛岡店 020-0022
盛岡市大通3-4-1

クロステラス盛岡　2F
681-2711

11：00～LO　13:45
17：00～LO　22：30

不定休 7/16～8/31 飲み放題30分延長

クロステラス盛岡


