盛岡駅から歩いてちょうどいいエリアです！

もりおか 駅周辺
美味しい
まちランチ
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カフェテラス 841
お勧めランチ／日替わりランチ（みそ汁・コーヒー付）
盛岡市盛岡駅前北通7-17 橋市ビル2F
TEL 019-654-4841
北上川を
営業時間／10：00〜17：00
眺めながら
定休日／土曜・日曜・祝日
くつろげます
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日本料理 対い鶴
お勧めランチ／対い鶴 おもてなし膳（月替り）
盛岡市盛岡駅前北通2-27 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング1F
TEL 019-625-6260
営業時間／ランチ11：30〜14：00（LO） ディナー17：00〜20：30（LO）
定休日／なし

オナカスイタ！
お昼どこで食べる！
なに食べる！
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土・日・祝祭日はスペシャルバイキング

ダイニング＆バー ジョバンニ
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釣魚料理の食べられる店です

炭焼料理 あべじゃ
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お勧めランチ／おすすめランチコース
盛岡市盛岡駅前北通2-27 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング2F
TEL 019-625-6262
営業時間／ランチ12：00〜14：30（LO） ディナー17：00〜20：30（LO）
定休日／なし
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すし源

魚問屋 魚きんた

岩手の居酒屋 うま舎
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盛岡駅周辺のランチマップ
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居酒屋
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盛岡駅前
開運神社

じょ居

※毎週水曜・金曜開催

〈ジャーランビル〉
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〈平山ビル〉
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青年の像︵道路下︶

〈三上ビル〉 〈菅原ビル〉
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ワールドインGENプラザ
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オリックス
レンタカー

〈高橋ビル〉
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みやの食堂
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〈きんた駅前ビル〉
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文学碑
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地ビール・地酒あります

HOT JaJa

居酒屋 なはん

滝の広場

●詳しくは各店にお問合せください。
●このマップの情報は2013年7月現在の情報です。

発行／盛岡まちづくり株式会社

ぴょんぴょん舎 盛岡駅前店

セカンドダイニング ジャーラン

盛岡市中ノ橋通1-5-23東山堂本店ビル4Ｆ
TEL 019-605-8886

陳麻家 盛岡駅前通店
お勧めランチ／坦々麺セット・陳麻飯セット
盛岡市盛岡駅前通10-6
TEL 019-604-3833
営業時間／月〜土11：00〜24：00 日・祝11：00〜21：00
定休日／なし
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東家 駅前店

お勧めランチ／自家製オリジナルカレー（ランチバイキング）
盛岡市盛岡駅前通9-3 ジャーランビル4F
TEL 019-606-1066
営業時間／昼11：00〜15：00（LO14：00） 夜17：30〜24：00（LO23：00）
定休日／年末年始

デイリーヤマザキ

（道路下）

マトヤ中華 盛岡駅前店

カプチーノ 詩季
お勧めランチ／ホットサンド４種からひとつ
盛岡市盛岡駅前通10-6
TEL 019-625-3608
営業時間／月〜土 9：00〜22：00 日・祝9：00〜20：00
定休日／第2、第4月曜日

夜17：00以降は夜のメニューあり

ももどり駅前食堂
お勧めランチ／唐揚げ定食
盛岡市盛岡駅前通10-4
TEL 019-654-6622
営業時間／11：00〜1：30
定休日／なし（年末・年始変更あり）

29

火・金はワンコインランチもやってます

リストーロ金宝堂
お勧めランチ／ビーフメンチカツ（コーヒー付）
盛岡市盛岡駅前通10-3
TEL 019-624-1800
営業時間／昼11：00〜14：30 夜17：30〜22：30
定休日／不定休
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日本料理 開運亭
お勧めランチ／月替わりランチ
盛岡市盛岡駅前通7-15 ホテルルイズBF
TEL 019-625-2611
営業時間／昼11：30〜14：30（LO14：00） 夜17：00〜21：30（LO21：00）日・祝は変更あり
定休日／なし

お勧めランチ／ハーフ＆ハーフスペシャルランチ
盛岡市盛岡駅前通9-3 ジャーランビル
TEL 019-606-1067
営業時間／11：00〜24：00（ＬＯ23：00）
定休日／大晦日
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27

盛岡駅前
北の民謡市場
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お勧めランチ／焼きギョーザ・じゃじゃ麺セット
盛岡市盛岡駅前通9-5 佐川ビル1Ｆ
TEL 019-606-1068
営業時間／10：00〜23：30
定休日／大晦日
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タイムズ
カーレンタル

松屋フーズ 盛岡駅前通店

居酒屋 ゑん
お勧めランチ／日替わりランチ、盛岡冷麺
盛岡市盛岡駅前9-2 ステーションサイドビル甚ＢＦ
TEL 019-653-5399
営業時間／昼11：30〜14：00 夜17：30〜25：00
定休日／日曜日

お勧めランチ／特製かつ丼
盛岡市盛岡駅前通8-11 盛岡駅前ビル2F
TEL 019-622-2233
営業時間／11：00〜20：00
定休日／なし

啄木であい道

〈SKK第2ビル〉
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お勧めランチ／中華そば（昭和13年）
盛岡市盛岡駅前通8-11 盛岡駅前ビル1F
TEL 019-656-8788
営業時間／11：00〜3：00
定休日／なし
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大阪王将 盛岡駅前店

盛岡駅前炭串屋 とりぼん
お勧めランチ／1400通りから選べます
盛岡市盛岡駅前通8-14 盛岡シティーホテル1F
TEL 019-604-8718
営業時間／昼11：00〜15：00（LO14：30） 夜17：00〜24：00（LO23：30）
定休日／日曜日のランチ

お勧めランチ／牛めし（みそ汁付き）
盛岡市盛岡駅前通9-9
TEL 019-606-2033
営業時間／24H
定休日／なし

お勧めランチ／じゃじゃ味噌丼
盛岡市盛岡駅前通15-6
TEL 019-653-9733
営業時間／昼11：30〜13：30 夜17：00〜23：00（LO22：00）
定休日／なし

お勧めランチ／ミソラーメン
盛岡市盛岡駅前通15-22
TEL 019-626-2626
営業時間／11：00〜22：00
定休日／日曜日
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お勧めランチ／王将セット
盛岡市盛岡駅前通14-6 PIVOT盛岡1F
TEL 019-604-7701
営業時間／11：00〜23：00
定休日／なし

お勧めランチ／週替わりランチ（魚・肉）
盛岡市盛岡駅前通15-13 きんた駅前ビル1F
TEL 019-654-0337
営業時間／昼11：30〜13：30 夜17：00〜23：00（LO22：00）
定休日／ランチ営業は平日のみ
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北海ラーメン

会席居酒屋 扇や

お１人様でも気軽に来店できます

焼肉・冷麺 盛楼閣
お勧めランチ／冷麺・定食
盛岡市盛岡駅前通15-5 ワールドインＧＥＮプラザ2Ｆ
TEL 019-654-8752
営業時間／11：00〜2：00
定休日／なし

お勧めランチ／日替わり、特盛ずし
盛岡市盛岡駅前通15-42 高橋ビル1Ｆ
TEL 019-623-0189
営業時間／昼11：30〜14：00 夜16：30〜23：00
定休日／不定休
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きさらぎ
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お勧めランチ／日替わりランチ（和食・洋食、コーヒーサービス）
盛岡市盛岡駅前通15-17 扇屋旅館1Ｆ
TEL 019-651-3964
営業時間／昼11：00〜14：00 夜17：30〜21：00
定休日／土曜のランチ・日・祝日

お勧めランチ／手打ちもりそば、かけそば
盛岡市盛岡駅前通15-23
TEL 019-624-0273
営業時間／平日11：30頃〜22：30 土日祝11：30頃〜20：00
定休日／不定休
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フランス料理 モン・フレーブ

12

お勧めランチ／ワンコインランチ
盛岡市盛岡駅前北通4-16 平山ビル1F
TEL 019-651-7751
営業時間／昼11：30〜13.30 夜17：00〜22：00
定休日／日曜日・月曜のランチ

お勧めランチ／ランチバイキング
盛岡市盛岡駅前北通2-27 ホテルメトロポリタン盛岡ニューウイング2F
TEL 019-625-6261
営業時間／ランチ11：00〜14：00（LO） ディナー17：00〜21:00（LO）
定休日／なし
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夜はスープがなくなり次第終了

中華食堂 ねぎぼ〜ず

チャイニーズダイニング JUEN
お勧めランチ／四川坦々麺（サラダバー付）
盛岡市盛岡駅前通1-44 ホテルメトロポリタン盛岡4F
TEL 019-629-2612
営業時間／ランチ11：30〜14：00（LO） ディナー17：00〜21：30（LO）
定休日／なし

お勧めランチ／野菜たっぷりスタミナ肉そば
盛岡市盛岡駅前北通5-9 菅原ビル1F
TEL 019-681-2480
営業時間／昼11：30〜14：00 夜18：00〜21：00
定休日／日曜日・祝日夜

お勧めランチ／各種ラーメン+ライスにカレーサービス
盛岡市盛岡駅前北通3-31 SKK第2ビル1F
TEL 019-622-0454
営業時間／11：00〜2：00
定休日／お盆、正月
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お勧めランチ／カツカレー
盛岡市盛岡駅前北通5−9 三上ビル1Ｆ
TEL 019-651-0333
営業時間／昼11：30〜なくなり次第 夜17：00〜23：00
定休日／日曜日・祝祭日
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ラーメンショップ ぽん太

ランチは４０食限定

サラリーマン居酒屋 桜坂
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ランチのみの営業

ラ フォンテーヌ
お勧めランチ／ランチバイキング
盛岡市盛岡駅前通7-15 ホテルルイズ14F
TEL 019-625-2611
営業時間／平日11：30〜14：30（LO14：00） 日・祝日11：30〜15：00（LO14：30）
定休日／土曜日

