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SPECIALメニュー

創刊記念限定メニュー

とっとこ創刊を記念して人気のあのお店とコラボ!!
4月限定で特別メニューを特別価格にてご提供します。
この機会にぜひ!!

むか

P.B.カフェ

日本料理 対い鶴
春の味わいが満載！
桜を感じさせるお花見膳

最高品質のお肉を
濃厚でとろけるジェラートとともに

1日限定10食

大慈寺小

円光寺

盛岡市南大通2-9-2
営／10：00〜19：00
（L.O.18:00、
土・日曜は18:30）
第1・3水曜定休

2019-613-8220

トには
のデザー
★マーク 付けられます
が
ドリンク
ー/・紅茶
・コーヒ
＋200円 カフェラレテ
・
円
0
0
3
＋

https://www.printemps-blanc.jp/

盛岡商工
会議所

明治橋

東北本線

草花が芽を出し、春の喜びに包まれる
4月。旬の山菜や初鰹などが美しく盛り
付けられたお花見膳で、
ご家族やご友
人とご一緒に一足早いお花見気分も
味わえるランチはいかがですか。
※4/30までランチタイムにご提供します。
［特 典］ ご予約時に
で
「TOTTOKO〜とっとこ〜を見た」
ソフトドリンク1杯サービス
盛岡市盛岡駅前北通2-27
（ホテルメ
トロポリタン盛岡 NEW WING 1F）
営／昼 11:30〜L.O.14:00
夜 17:00〜21:00
（L.O.20:30）
年中無休
※諸般の事情により営業内容が変更と
なる場合がございます。

2019-625-6260

TOTTOKO〜とっとこ〜創刊記念特典つき
お花見膳 3,500円（消費税・サービス料込）

旭橋
盛岡駅

創刊記念プラン
PBハンバーグプレート
＋松ぼっくりソフト付き
1,710円→特別価格1,200円（税込）

久昌寺

南大通

TOTTOKO〜とっとこ〜

オリジナル前沢牛入りハンバーグ
（ガーリックソース）
と黒豆入り玄米、
さらにスープ＆ミニデザート付き。
そしてさらに！TOTTOKO限定で、
大
人気の松ぼっくりのジェラートと牧舎
のヨーグルトを使用した松ぼっくりソ
フトが付きます。4/7〜19までご提
供します。

桜城小 七十七銀
開運橋

クロステラス

大通

開運橋通

【一の段】
山菜浸し、蓬豆富、蛸桜煮、鶏八幡巻き、焼き魚
蕗白煮、烏賊黄身焼き、螺旨煮、酢取り桜蓮根、三色花見串、
たらの芽天婦羅、海老真丈博多クラッカー揚げ、前沢オガタ牛
コロッケ、天豆クラッカー揚げ、海老天巻き寿司、ひじき稲荷寿司
【二の段】
初鰹サラダ仕立て、ハラス酒盗焼き【煮物】
鯛桜蒸し、
美味あん、姫竹、青味 【食事】
さくら蕎麦、滑子、浅葱
【甘味】
桜小餅、
コーヒー又は紅茶
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comfort dining DADA
コンフォート・ダイニング ダダ

おしゃれで美味しい！
欲張りな女性心を満たすワンプレート
スタイリッシュな空間で、旬食材をふんだんに
使用した繊細な上品フレンチを楽しめる同店
からは、彩り豊かでボリュームたっぷりのワンプ
レートランチをご提供。山海の恵みを贅沢に味
わってみては。4/7〜4/29までご提供します。
特典
「TOTTOKO 〜とっとこ〜を見た」で
オリジナルマカロン１個プレゼント
！
盛岡市立病院

旬野菜のパルミジャーノのサラダ、海老のポワレ、
イタ
リア産サラミ、白金豚のパテ・ド・カンパーニュ、薮川そ
ば粉使用キッシュ・自家製ピクルス、パン、
スープ

盛岡市向中野7-18-1
営／昼 11:30〜14:30
（L.O.14:00）
夜 18:00〜22:00
（L.O.21:00）
月曜定休
（祝日は営業）

★DADA

4/7〜4/29

★清次郎

4/7〜4/30

★中国料理 豪華

4/7〜4/30

★P.B.カフェ

4/7〜4/19

★日本料理 対い鶴

TOTTOKO〜とっとこ〜創刊記念プラン
サラダグルマン 1,800円（税別）

各店のご提供期間

46

↑盛南大橋
盛岡商業高
R4→

イオンモール盛岡南

〜4/30

盛岡スコーレ高
ゴルフ5盛岡南店

※詳細は各店のHP等でご確認ください。

2019-601-6670

中国料理 豪 華

回転鮨清次郎・すし清次郎
今月のイチオシネタを
た〜っぷり詰め込んだスペシャルテイク鮨

4月のひと皿
スペシャルテイク鮨

TOTTOKO〜とっとこ〜創刊記念プラン

見た目・味・香り にこだわり
中国料理の王道を
豪華に詰め込んだ特製ランチ

清次郎の職人がその月の一番をお届けする
「今月のひと皿」。春に旨い白海老軍艦やプ
リッと茹で上げた蛍烏賊軍艦など4月の「今月
のひと皿」
をどーんと贅沢につめたスペシャル
テイク鮨「TOTTOKOを見た！」又は持参で下
記3店舗で4/7〜30まで特別価格です。

大人気メニュー
「福建風あんかけ炒飯
」に加え、中国料理の王道「海老のチ
リソース煮」や、肉厚の点心などをセッ
トにした彩り豊かなランチ。味とボリュー
ムにもこだわった春の訪れを感じさせる
食材を五感でお楽しみいただけます。
落ち着いた店内でこだわりのランチタ
イムを。4/7〜4/30までご提供します。

「TOTTOKOを見た！」または本紙持参で

4月のひと皿
スペシャルテイク鮨 特別価格 1,800円（税別）

本鮪中とろ、自家製蒸し海老、つぶ貝、鮮桜ます、活ほや、春かつお、鮮真そ
い、白海老軍艦、蛍烏賊軍艦、春の清次郎巻（菜の花と筍入り）本鮪鉄火巻

回転鮨 清次郎 盛岡津志田本店
盛岡市津志田町2-1-60

2019-639-2815

テイクのお子様鮨

回転鮨 清次郎 フェザン店

すし清次郎 イオンモール盛岡南店

2019-654-8015

2019-656-6555

※営業時間は清次郎のHPをご確認ください。 清次郎

検索

盛岡市大通3-3-18
（アートホテル盛岡2F）
（旧ホテル東日本盛岡）
営／昼 12:00〜14:30（L.O.14:00）
夜 17:30〜22:00（L.O.21:00）
年中無休

2019-626-9087

盛岡駅

テイクのお子様鮨 850円（税別）→特別価格 650円（税別）

桜城小
開運橋

中央通
七十七銀

クロステラス

大通

開運橋通

TOTTOKO〜とっとこ〜創刊記念プラン
豪華なとっとこランチ 1,600円（税別）
福建風あんかけ炒飯、
メイン３点盛り
（鯛のカルパッ
チョ クラゲ添え、焼売と蒻翠餃子、海老のチリソース
煮）、本日のスープ、杏仁豆腐 桜ゼリーのせ

不来方橋

お子様から大人まで大満足

回転鮨 清次郎 盛岡津志田本店 フェザン店 水沢店
すし清次郎 イオンモール盛岡店 で開催

シェフの特撰弁当
2,000円（税別）
― 職場でのお集まりなどにご利用ください ―
盛岡市内・近郊に配達も承ります。
お気軽にお問い合わせください。

カフェダイニング


気軽に本格中国料理が味わえます

日本料理



中国料理
季節の味をふんだんに



アートホテル盛岡 シェフの特撰弁当

検索
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今日からはじめよう
インテリアコーディネート術

引っ越しや結婚などで新居のインテリアを考える時、
せっかくなら雰囲気のいい部屋にしたいですよね！

今回は理想の部屋を実現するための誰でも簡単に始めら

れるインテリアコーディネート術のコツを解説します！

【今号のテーマ】事前に部屋のイメージをふくらませよう

しゃれポイントを探して

色など︑自分の好きなお

な！﹂と思うアイテムや

めるだけでなく︑﹁いい

ましょう︒ただ写真を眺

具が欲しいか想像してみ

グ ︑ Instagram
などを見
て︑どういう雰囲気の家

テリアショップのカタロ

せましょう︒雑誌やイン

か︑イメージをふくらま

しゃれな部屋にしたいの

行く前に︑どんな風にお

雑貨屋さんなどのお店に

まず︑家具屋さんや︑

ディネートの基本中の基

ことがインテリアコー

具など︑細かく採寸する

取り図を広げ︑部屋や家

るべきなのが︑採寸︒間

そして︑購入前に必ずや

ていくことがポイント︒

あまり深く考えずに進め

テムやインテリアのスタ

感じで自分の好きなアイ

居心地良さそう﹂という

合わせ︑カフェっぽくて

ファーとテーブルの組み

いいな﹂とか﹁このソ

のベッド優しい雰囲気が

ま再現するのはなかなか

写真をそっくりそのま

ですが︑意外と忘れがち

測っておくのはもちろん

本です︒横・縦・奥行を

イルをピックアップして

みるとなお良しです◎

難しいので︑例えば﹁こ

なのが﹁高さ﹂です︒部
屋作りで高さはとても大
事です︒
また︑家具を買い替え
たり買い足す場合︑手持
ちの家具を採寸するのは
重要です︒ちなみに写真
インテリ

は絶対に撮っておくこと
が重要です！

アショップに行く際︑写
真があれば︑検討してい
る家具と見比べて判断で
きます︒同じ家具でも︑
引きの写真と寄りの写
真︑両方あるといいです
ね︒色や素材感など︑確
認できるように撮ってお
きましょう！

次回のテーマは

︻こだわりの家具を選ぼう︼です︒

OPEN HOUSE
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はＬＩＮＥをチェックしてく
ださい︒

↑杜の大橋

↑太田橋

ス
パ
イ
バ
西

Designing
Your Mind
& Future !

あらゆるメディアに広告の未来を

株式会社アイ・アンド・アイ企画

〒020-0022 盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館内
TEL 019-651-7971 FAX 019-651-7972

ご存知でしたか？ 歯の健康知識

守っていきましょう︒

歯並び︑
むし歯ゼロは食育から
正しい知識が︑
丈夫で健康な歯に導く

盛岡市本宮にある﹁ゆいとぴあ歯科医院 ﹂
は︑歯の痛みが出る
前に定 期 的にむし歯や歯 周 病の予 防・メンテナンスを行うこ
とが大 切と考えます︒診 療 科 目は歯 科・小 児 歯 科ですが︑特
にむし歯の予 防をひろめることに力を入れている歯 科 医 師・

ます︒

して遅くはありません︒

﹁むし歯ゼロゼロ講 座 ﹂
気 軽に参 加を
﹁ む し 歯ゼロゼロ講 座 ﹂
は ︑む し 歯 予 防 と口 腔 ケ
ア︑食 育について知 識 が 豊
富な講師による講座です︒
講師も女性なので︑
女性
同士だと相談しやすくアッ
トホームな雰 囲 気です︒開
催日は︑第１・２火 曜 ︑月に
１回 土 曜 講 座 もあり ま
むし歯や歯並びは遺伝で

す︒
はあり ません︒正しい知 識

ロゼロ講 座 ﹂のスケジュール

岩手県内ではここだけの
授 乳 期 ︑離 乳 食の話 ︑
ス
プーンの使い方 ︑舌の動 き ︑ 講 座 ︒ぜひ︑気 軽に参 加し
てみませんか？ ﹁むし歯ゼ
噛み方︑
といった月齢に合わ

子 育て中のお 母さんは︑ せた 食 育の重 要 性について
相談も受け付
赤ちゃんの歯が生 え始めた レクチャーし︑
けています︒食育は︑
成長過
頃から﹁ ちゃんと歯みが き

千 葉 先 生に聞く
むし歯と﹁ 食 育 ﹂の関係

藤本淳先生と︑千葉彩乃先生に話を聞きました︒

藤本 先 生に聞く
予防 歯 科とは？
歯 医 者に行 くのは︑むし
歯ができてからだと思って

程の子どもの歯並びに影響

むし歯になるかしら﹂と︑
お しま す︒正しい知 識 を得る
子さまの歯に不安を抱えて ことで︑お 子 さ まの歯 並 び

﹁ 甘いものは
ゆいとぴ あ 歯 科 医 院で できているか﹂

藤本 淳先生
講座のテキスト。
目からウロコの充実した内容が詰まっています。
講師の手作りで、
わかりやすい。

いませんか︒
は︑むし 歯 を 作 らないため

私は日 本 歯 周 病 学 会 認
定の歯周病の専門医として
大 学 病 院でた く さんの歯
周病患者を診て来ました︒
その時の見 地 から︑早めの
段階でむし歯・歯周病予防

青柳千智先生
（右）

口腔 を維 持 することは︑歯 託 児もあるので０歳 児のお
周病予防にも繋がります︒ 母さんから気軽に参加でき

むし歯リスクをなくすこ
いま す ︒ そこで︑私 ど も や︑
えています︒
むし歯がなければ︑大 事 は︑子 育て中のお 母 さんを とができるのです ︒むし 歯
生え始めの０歳児か
な 歯 を 削る 必 要 はあ り ま 対象にした﹁むし歯ゼロゼロ の無い︑
せん︒また︑
むし歯菌がない 講 座 ﹂を 開 講 していま す ︒ らスタートすることが望 ま
しいですが︑
５歳からでも決

に歯医者に来て欲しいと考

この先生に聞きました！

で︑
お子さまの大事な歯を

ゆいとぴあ歯科医院

をして歯周病にならないよ
うに心がけることが︑大 切
と考えます︒

講師：歯科医師の千葉彩乃先生
（左）
と

歯科医師・歯学博士
日本歯周病学会認定
歯周病専門医

受付時間／月〜金曜
8:30〜11:30、
13:30〜17:30
休診／土・日、
祝日

県立美術館

取材協力

市民病院
タカヤアリーナ

TEL 0800-800-8200

健康な歯があれば︑
高齢
になっても食 事を楽しめま
す ︒食べることは元 気の源
ですから︑健 康な生 活のた
めにも︑
むし歯・歯周病の予
防をすすめています︒

「むし歯ゼロゼロ講座」

ゆいとぴあ歯科医院

盛岡市本宮6-11-10

dental care
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春のお肌
〝困った〟
はこう解決！

ネイルの
お手入れも
忘れずに

季節の変わり目の
小じわが気になる

乾燥肌が気になる
乾燥肌に、
ピーリング系の

花粉で肌が荒れる
なるべく肌を覆う、顔や首など外気に
触れる場所に皮膚を保護するクリームなどを
塗る、
マスクや眼鏡などで直接ブロックするな
どが有効です。
また、痒くてもかけばかくほど
角層を傷つけてしまい、バリア機能が低下し

室内の湿度に気を配り、保

洗顔料を使ったり、
コットンで拭き

湿力の高いスキンケアアイテムを取

取るのは厳禁。皮脂膜や細胞間

り入れるなど、
日頃から肌を乾燥させ

脂質まで落ちてしまいます。高保

ないことが大切。また、紫外線を極

湿・低刺激な保湿ケアを徹底しま

力浴びないようにする工夫や、食生

しょう。携帯できるミスト状の化粧

活ではコラーゲン・ビタミンC・ビタミ

水を持ち歩くのもおすすめ。

ンE・セラミドなどの栄養素が効果的

て悪循環に陥ってしまうのでかくのはNG。

春のスキンケアは毎日のお手入れが大切！

1

2

とされています。

3

4

帰宅後すぐに
化粧を落とす

すすぎは
ぬるま湯で丁寧に

タオルの摩擦に
気をつける

外出時は花粉やホ
コリが素肌に触れ
ないよう、化粧をす
るのがおすすめ。
帰宅後はできるだ
け早く化粧を落とし
て、花粉やホコリを
洗い流して。

熱いお湯で洗うと
必要以上に皮脂
や水分を奪ってし
まうため、肌が 乾
燥してしまいます。
ぬるま湯で優しく
洗うのがコツ。

ゴシゴシ擦って拭く
と、摩擦で皮膚が
傷つき、乾燥の原
因に。 柔らかいタ
オルで軽く押さえる
ように水気をとりま
しょう。

From
！
TOTTOKO 掲載してほしいイベント情報、編集部へお寄せください！
イベント掲載ご希望の方は「イベント掲載希望」と明記の上、
掲載希望日の3週間前必着で、開催内容（チラシ可）を郵送または
Eメールにてお送りください。
・掲載の確約、および可否についてのお問い合わせは対応しかねます。
・掲載号および掲載文は編集部にお任せいただきます。
・掲載は無料ですが非営利目的のものを優先して掲載いたします。
・掲載キャンセルの場合は必ず連絡をお願いいたします。

［郵送先］
〒020-0022 盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館4F
㈱倖星舎内 TOTTOKO編集部
［Eメール］info@tottoko.biz

コットンの
パックも
いいですよ

保湿力の高い
化粧水やパックで
うるおい補給
肌のコンディション
や乾燥が気になる
時は、化粧水の重
ねづけやパックな
どで保湿ケアを強
化。化粧水の肌な
じみをサポートする
導 入 美 容 液もお
すすめです。

From
TOTTOKO

5
日焼け止めを
忘れずに
春から急増する紫
外線。
うっかりして
いると、いつの間
にか影響を受けて
しまいます。日焼け
止めでしっかり紫
外線対策を。

営業スタッフ・アシスタント募集

弊紙TOTTOKOで活躍してくれる営業スタッフ・アシスタントを募集します。
地元の魅力を伝えるための情報紙であなたの力を活かしてください。
［仕事内容］フリーペーパー発行に関わる企画・営業・その他付随する業務
［待
遇］当社規定による。各種保険・手当あり。
［応募条件］要普通免許
［勤務時間］9:30〜17:30
［休
日］日曜・祝日、隔週土曜・夏季休暇・年末年始休暇
［応募方法］電話連絡の上、履歴書を郵送ください。
書類選考後、面接日を連絡いたします。

こんな人を求めています
営業力はもちろんですが、企画立案、
紙面構成を考えたり、ディレクションや
ライティング、お店の取材等をしたい
方、興味ある方を求めています。

主な制作物
■
■

雇用形態等
の詳細
↓↓↓↓↓

お問い合わせ
■TOTTOKO編集部
TEL.019-613-5501
Ｅメール info@tottoko.biz

■ 履歴書郵送先 〒020-0022
盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館4F ㈱倖星舎 採用担当係
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幸せの1枚をキャンバス地の絵画調パネルに

漆戸茂樹没後150年

川村スタジオ
「フォト写真展2020」
予約受付開始

―盛岡藩沿岸を測量した男―

お子さまの成長写真や、
ご家族の思い出
写真を撮影し、
キャンバスパネルで残すこと
のできる川村スタジオの「フォト写真展」が８
月に開催されます。
ただいま、
この写真展に
参加していただくお子さま・ご家族を大募集。
記念写真からコマーシャルフォトを多く手
掛ける川村スタジオのプロカメラマンが、
自然
光のたっぷり入る明るいスタジオで思い出の
ワンシーンを楽しく素敵に撮影致します。参
加条件など、
詳しくはお問い合わせ下さい。

SHIGEKI

本展は今まで取り上げられることが少なかった
「藩士」に光をあて、一人の盛岡藩士の生涯を通じ
て「盛岡」の歴史の新たな一面を発見しようと試みる
ものです。
天保国絵図や盛岡藩の海岸線を描いた絵図な
ど漆戸茂樹が携わった仕事に関する資料や多くの
著作などから盛岡藩士の生き方や彼が生きた江戸
時代末期の盛岡藩の様子を感じてみては。

SHIGEKI̶盛岡藩沿岸を測量した男̶

会
期／4月15日
（水）〜6月30日
（火）9時〜19時（最終受付18時30分）
会
場／もりおか歴史文化館 2階企画展示室
観 覧 料／一般300円、高校生200円、小中学生100円
展示内容／第1章 SHIGEKIの作り方、第2章 SHIGEKIの仕事、
第3章 人生山あり谷あり、第4章 SHIGEKIという生き方、仕事の流儀

PRESENT
田清グループ共通
1 お食事
・お買物券

5 ５きげんランチバッグ
3

名

Tel.019（681）2100
開館時間／9:00〜19:00
休館日／4/21㈫、5/19㈫、6/16㈫
https://www.morireki.jp/

通常価格22,880円⇒6,930円（撮影料＋四つ切りキャンバス代＋消費税込）

川村スタジオ

■撮影期間／5月1日㈮〜6月30日㈫
■モデル対象／お子さま
（0歳〜12歳）
とそのご家族、
マタニティーの方。先着50組限定
■参加条件／8月1日㈯2日㈰に川村スタジオ内での写真展に写真展示、
また同店のHP、SNSにて写真を使用可能な方。

盛岡市本宮2-3-29

Tel.019（681）7511
営業／9:30〜18:30
定休／火曜
http://kawamura-st.jp

プレゼントの応募方法／はがきで下記を明記の上、TOTTOKO〜とっとこ〜編集部へ応募下さい。
①ご希望のプレゼント名 ②あなたの住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号

こくう
3 旬の拵へ
本日の昼ごはん券

4 タンブラー

見本

5

見本

もりおか歴史文化館

オン商品券
2 イ1,000円分

1,000円分

■ご予約・お問い合わせ

フォト写真展2020

■お問い合わせ

5

名

6 めざましくんクッション
3

名

10

名

名

7 ゴエティーマグカップ
3

名

3

名

あ て 先／〒０２０-００２２
盛岡市大通１-１-１６ 岩手教育会館４階
株式会社倖星舎内
TOTTOKO〜とっとこ〜編集部 プレゼント係
締
切／２０２０年４月２４日
（金）
必着
当選発表／当選者の方へは直接プレゼントの発送をもって
当選通知と代えさせていただきます。
※応募の際にご記入いただいた個人情報は、
プレゼントの発送以外では利用いたしません。

https://www.ibc.co.jp/
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春到来！ アクティブな女性におすすめするユニクロの春コーデ

トレンドをキャッチ！

キャンドゥ とっとこらむ

今月のオススメ

Coordinate #01

春の到来とともに、
スポーツを始めたい女性
には、
動きやすくて体にフィットするものが◎。
でも、
機能性を重視するばかりに、
おしゃれを
怠ってしまいがちでは？
おしゃれにもこだわれば、
運動へのモチベー
ションがUPするかもしれません。
そこで今回
は、
いつものランニングシーンがもっと楽しくな
るおしゃれなコーディネートをご紹介します。
■お買い求めはお近くのユニクロへ

ポケッタブルUVカットパーカ

イオンモール盛岡南店

コンパクトで持ち歩きやすい。バッグに入れておけば強い紫外線や急な雨の時に便利 019-656-5630
ドライEXクルーネックT（半袖） 盛岡都南店
スポーツから日常まであらゆるシーンを涼しく快適にする超速乾素材ドライEX 019-632-6233
ウルトラストレッチアクティブショートパンツ
驚くほど伸びて動きやすく、サラッと快適なはき心地。軽やかに動けるショート丈 盛岡インター店
エアリズムUVカットソフトレギンス 019-605-2570
※店舗によってお取り扱い商品が異なります。
爽やかなはき心地で紫外線対策もできる高機能レギンス。洗濯後も乾きやすくて便利 詳しくはご来店の店舗へお問い合わせください。

今月のテーマ

【おしゃれインテリアグッズ】
収納ボックスは紙製なのでとても軽く、デザイン
もおしゃれなので小物収納にピッタリです。ま
た、収納だけでなくインテリアとして飾ることも
でき、活用方法はさまざま。蓋のあるものや蓋の

【商品リスト】
ペーパーボックス フルサイズ
フタ付紙ボックス1/4
ボックスティッシュカバー
クッションカバー

ないものがあり、蓋なしはカラーボックスなどに
引き出しとして活用することも可能です。同じデ
ザインのクッションカバーやボックスティッシュ
カバーなど、いろんな場所に置いておく生活必
需品も色目をあわせることでおしゃれ空間に早
変わりします！
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心ほぐれる、
どこか懐かしい時空間で季節の恵みを

こくうご膳

目にも美味しい盛り付け・器づかいの、
「本日の昼ごはん」
と、
１日５食限定の「こくうご膳」は、
店主が全て一人で丁寧に拵える日替わりのランチです。誰もが食したことのあるようなどこか
懐かしい家庭料理のような親
しみやすい料理に、職人の技
術とセンスが加わることで、唯
一 無 二の繊 細でやさしい味
に。同店を訪れるお客様の約9
割が「目と舌の肥えた女性」
と
「たくさんのお客様に支えられて、
オープンからこの５月で15年目に入ります」
と笑顔の
店主林さん。創業時から変わらず持ち続けているのは、
「身体に良いものをおいしく食
べてもらいたい」
というシンプルな思い。

いうのもうなずけます。

身体のすみずみまで染みわたる
自然派和食

本日の
昼ごはん

こくうのごはんは、提携農家の減農薬「銀河のしずく」

に、雑穀エキスパートの資格を持つ店主が、
ちょうどいいあ
んばいに雑穀をブレンドした「雑穀入りごはん」。噛むほど
に味わい深く、素材の良さを存分に引き出されたおかずの
品々と引き立て合います。食事をしながら
「食べることへの
感謝」がふつふつと湧くひとしなです。

週替わり
御膳

夜の部は、
「食事だけ」
という方も大丈夫。
「本日の夕ごはん」
で至福の夕餉に。
オリジナルの
ノンアルコールの飲み物も充実しています。
こしら

旬の拵へ こくう

盛岡市みたけ３‑３３‑３１ Tel.０１９
（６４５）
５７１１
営業時間
昼：
１１
：
４５〜１４
：
００
（L.O.13:30）
夜：
１８
：
００〜２２
：
００
（L.O.21:30）
定休日 日・月曜 http://kokumorioka.blog51.fc2.com

少し背伸びをした和モダンの空間で頂く絶品のランチ
「週替わり御膳」は季節感に溢れる色鮮やかな装い。既成のものは使わないという料理長のこだわりで小鉢もメインもデザ
ートも、
すべてが手作りの料理は野菜たっぷりで女性にも大人気。彩も季節に合わせて常に鮮やかで食べるのがもったいない
と思ってしまうほどです。手作りのデザートは、
和のものから洋風のも
のまでアレンジされており、蕪のムースなどまだ見ぬ味に出会えるか
もしれません。

牛すき御膳

桜茶寮の料理は、
長年ホテルで修行してきた下田料理長がすべてに丹精を込め
ての手づくり。お客さんの目の前で華やかに包丁をさばき、
美しく盛り付けることも。

上質なお肉を使った
贅沢新メニューが登場
新メニューの「牛すき御膳」
も見逃せない逸品です。
こだ
わりの国産牛はとろけるような舌ざわり。割り下の味がしみ
込んだお野菜もご飯がすすむこと間違いなしです。
他にも海鮮丼やステーキ丼、
天丼など様々なランチを楽しめます。
週替わり御膳や、
おすすめ情報などはInstagramとFacebookでチェックできます。料亭というと敷居が高そう…とい
うイメージが先行してしまいますが、週に一回のご褒美ランチにもってこい。他にもハレの日会食や、顔合わせにも抜群
なお店です。

日本料理 桜茶寮

盛岡市菜園１−１２−３
パークサイドビル１階
Tel.０１９
（６０１）
３１２３
営業時間
昼１１
：
００〜１４
：
３０
（L.O.１４
：
００）
夜１７
：
３０〜２２
：
００
（L.O.２１
：
３０）
定休日 日曜・祝日
扉を開けると、静かに時が流れ
る落ち着いた空間が。
ランチタ
イムという贅沢時間は誰にも
邪魔されることなく時が流れて
いきます
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まるで玉手箱のような和食小笠原こだわりの「八寸」

レディース
ランチ

会席・懐石料理コースの中頃で出される「八寸（はっすん）」は、
その名のとおり八寸（約
24cm）
四方の木盆に、
海のごちそうや山の旬の幸を数種類盛ったぜいたくなお皿です。
「美味し
いものをちょっとずつ」が楽しめ
る八寸。同店の八寸は季節に

姫が丘定食

よって食 材も変わるオールス
ターズ。見た目だけでもテンショ
ンがあがり、
「どれから食べよう
か」
と、迷い箸するのも楽しい
ひとときです。
店主が一期一会で会うお客さまへのおもてなしとして旬の食材を限られた空間で盛り付ける八寸はまさに職人技

絶品天ぷらも旬のお刺身も
！あれもこれも付いた贅沢ランチ
店主が絶対の自信をもってくるお客さん全てにお勧めできる一押しの絶

魚介や旬の野菜など、
四季折々の食材を伝統の技で極上の定食に

品天ぷらが存分に楽しめる
「姫が丘定食」。良質の油を使ったこれらの

二階建ての店内
にはこんな遊 び
心が感じられる装
飾も

店の天ぷらは、
決して胃にもたれない軽い仕上がり。熟練の職人技で、
旬
の野菜や魚介をサクッといただくことができますよ。
他にもおそばや、
名物の「豚の柔らか煮ランチ」、
ワンコインの「あぶり鮪

和食 小笠原

中落ち丼」
など、
気分に合わせて多様なランチをお楽しみいただけます。
サックリとした仕上がりにご主人のこだわりや伝統
の技が感じられる

盛岡市青山３ １８ １１ Tel.０１９
（６０１）
９９１７
営業時間
昼 １１
：
３０〜１４
：
００／夜 １７
：
３０〜２３
：
００
定休日 日曜

テーブル席や通常のカウンター席の他に、掘りごたつ式のお座敷カ
ウンターもあり、
出来立ての料理を絶好のタイミングでいただけます

香ばしい焼き穴子の風味が食欲をそそる丼

ウナギに比べてあっさりとした食味ですが、
美味しさは負けない穴子。和食屋ふくしまの白焼穴子

は酒蒸しにして、
ふっくらとさせた後に、
しっかりと焼き目を付けます。
チリチリと脂が浮いて焦げてきた

毎週来てくれるお客さんのために、飽きの来ない
週替わりメニューを考えるのも楽しみと語るご主人の福島さん

ら仕上がりです。香ばしさと、
ふっくらとした食感、
あっさりとした甘みが楽しめます。
使用する特製のタレは創業以来継ぎ足しで使っているという秘伝のタレ。穴子の骨と頭をこんがり
と焼いて作っているタレは白焼きにベストマッチ。

穴子白焼丼

穴子丼とはまた違った秘伝のタレを心行くまで堪能したい
和食屋ふくしまイチオシの穴子に、
ぷりぷりの海老、
脂
の乗った白身魚の魚介が3種類と4種類の季節の野菜

海老と穴子と
白身魚の天丼

をこちらも創業以来継ぎ足しされてきた秘伝タレにくぐら
せた天丼は丼から具がはみ出るほどの迫力！脂っこくな
いので、
ペロリといただけます。他にも主人の遊び心が
満載の週替わりランチメニューや仕入れによって内容
ホロホロとした食感の穴子には自家製の穴子の風味漂うタレがしみ込み、
どこか懐かしさを感じさせてくれるひと品

が変わる
「ばらちらし」
など様々な和食と出会えます。

和食屋ふくしま
創業は６年ですが、料理は繊細で長年修行してきた経験を活かさ
れていて、
お客さんの顔が見えるこじんまりとした空間で自身の料
理を楽しんでもらうために独立

盛岡市八幡町５‑１２ Tel.０１９
（６２４）
２９１７
営業時間
昼１１
：
３０〜１３
：
３０／夜１７
：
３０〜２２
：
００
定休日 月曜・第３日曜
※4/10㈮ランチ休、4/29㈬祝日ランチ有

丼から溢れる豪快な天ぷらの品々。
揚げたてでも脂っぽさは全く感じられません。
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い︒何度も打ち合わせを重ね︑
理想のカタチになりました︒

ファミリーにとって暮らしやす

小学校や盛岡南公園にも近く︑

岡郊外でも人気の永井エリア︒

今回公開される住まいは︑盛

仕上げました︒特徴的なのは︑

し︑ご主人好みのモノトーンに

は一面だけにダークな色を採用

て︑とても明るい室内です︒壁

込み︑壁の白い色が光を拡散し

南向きの窓から暖かい光が差し

の書棚が︒子どもの人形や文庫

ナルです︒階段を上ると︑造作

つらえはD・LIFEのオリジ

げ︒ラグジュアリー感溢れるし

使用し︑洗面台は大理石仕上

ダークな色調︒床にはタイルを

洗面所は︑少し落ち着いた

の来客にもフレキシブルに対応

す︒間仕切りもあるので︑突然

段は開放して空間を広く使えま

グ脇には畳スペースを採用︒普

の時間も共有できます︒リビン

体を見渡すことができ︑家族と

キッチンからは︑リビング全

家族の将来に
寄り添う設計

い永井地区に家を建てたのは︑
玄関からリビングへの動線とは

できます︒

ご主人の意見も
随所に取り入れて

Aさんご夫婦︒３歳の長女と３

本・DVDなどを置くことがで

屋が二つ︒これから産まれてく

デザイン性と
本物志向の家づくり

人暮らしのファミリーです︒
別に︑玄関からダイレクトに

きます︒さらに︑ここにはご主

白い壁が印象的なLDKは︑

家を建てるにあたって︑住宅
キッチンにアクセスできるドア

と笑いながら話すご主人︒空間

家族のこれからの住まいの参考

されたコンパクトハウス︒４人

げて︑それぞれの居場所も確保

リビングで家族みんながくつろ

二階には︑寝室の他に子ども部

展示場や見学会に参加し始めた

る子どもの将来を見据えた上で

のが2年前︒永井エリアの土地

人の書斎も︒﹁限られたスペー

探しからのスタートでした︒シ
で︑D・LIFEに相談して実

を活かした提案に︑D・

ユニクロ

ホーマック

オートバックス

にしてみてはいかがでしょう︒

LIFEのセンスが光ります︒

て︒完全に僕のわがままです﹂

スですが︑パソコン作業をする

ンプルモダンなデザインが魅力
現しました﹂と︑奥様︒買い物

があること︒﹁ゴミを出すと

岩手飯岡駅のほど近く、
アクセスが便利な永井地区に、D・LIFEの新しい家が完
成しました。家事動線を考え、収納にも工夫を凝らしたコンパクトハウスです。

き︑リビングを通りたくないの

空間を最大限に活かす
たくさんの居場所がある
コンパクトハウス

の設計です︒

4月11日㈯・12日㈰
完成見学会

机や本や書類を置く棚が欲しく

夫婦の決め手となったのは︑デ

のD・LIFEの家︒Aさんご
入れできるので便利です︒

した重い荷物も︑ここから出し

ザインはもちろん︑本物志向の
家づくりをするビルダーだとい
う点でした︒

・3坪と︑コンパク

東北新幹線
東北本線

矢巾方面↓

●

考え抜かれた
収納計画と動線
建て坪

●

トながら︑収納計画や家事動線
を 工 夫 し た 設 計 の A さ ん の 住ま

●
●

● Aコープ

南部屋敷

●

小坂内科消化器科
クリニック

盛岡南公園
球技場

盛岡市街↑

岩手飯岡駅

●

完成見学会 ●見学時間／9:00〜16:30

●会場／盛岡市永井18地割195-2の南側

オンブレイユ
(アパート)

◎お問い合わせ ㈱D・LIFE 盛岡市向中野7-18-1
TEL 019
（681）
3863 http://d-life-iwate.co.jp

アダチタイヤ

見学会場

薬王堂

①和室 リビングにつづく和室は間仕切りすれば、独立した一室に。
②リビング 白い壁の一箇所だけダークな色を採用。
コントラストが部屋に変化をつける。
③キッチン 家事動線を意識した計画的な設計。
④洗面台 白と黒を基調にした大理石の洗面台は高級感あふれる空間。
⑤二階のR壁 寝室への廊下の一部はRに。回遊性がグッとよくなりました。
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