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ゆめパスカードご希望の方は、下記ASAまで
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お電話ください。お届けにあがります。
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“ゆめパ

あさひゆめほっと読者限定カード

“ゆめほっと passport”

内

★エリア

ゆめパスが使えるファミリースポンサー（裏面に続く）
保存版の本号（両面）に掲載のスポットで、ゆめパスカードを提示
することにより、★のあとに書かれた特典 が受けられます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
提示のタイミングは特典内容等により変わりますので、訪店（所）時に
お確かめの上ご利用ください。※原則として他の特典との併用不可

150 ヵ所 設）詳細は
各店（施

com
umehot. を！
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索
検
で
っと」
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カードの有効期限は 2018 年3 月１日〜 2018 年 9 月15日です。
※更新ごとにカードの色が変わりますのでご注意ください。

■八阪町 3-19-10 ■木曜休
★平日のみグループ合計金額の 10％ OFF（土日祝除く）

【OSTERIA ARIA（ アリア）】☎ 072-447-4730

■阿間河滝町 1643 ■第１・３火曜と水曜休
★ディナーコース注文でオリジナルカクテル 1 グラスプレゼント
※ゆめパス１枚で 1 名様
※夜は予約のみ

【酒 井坂酒造場】☎ 072-479-0074
■稲葉町 117 ■水曜休
★ 1,000 円以上お買上げで５％ OFF

new【天ぷら いなほ】☎ 072-479-5552
■岸城町 12-26-102 ■水曜休
★夜のみワンドリンクサービス（ビール、チューハイ、ソフトドリンク）
※ゆめパス１枚でグループ全員

【創味鮨肴 う我寿 ( うおとし）】☎ 072-439-7169

■沼町 10-11 ■水曜休
★店指定のアルコール、ソフト D ※ランチメニュー除く
※ゆめパス１枚でグループ全員

【うどん蔵 ふじたや】☎ 072-432-7712
■筋海町 8-9 ■不定休
★ハーフサイズちくわ天サービス
※ゆめパス 1 枚で 1 つ

【大宮ブランカフェ】☎ 072-437-2300

■藤井町 2-15-17 ■無休
★夜のみ、お食事後のミニパンケーキセット、スイーツセットを
ご注文の場合、ミルクアイスのトッピングサービス
※ゆめパス１枚でグループ全員

【PIZZERIA Oggi( オッジ）】☎ 072-425-4234
■野田町 3-3-28 ■月曜休
★昼のみワンドリンク（ソフトドリンク）
※ゆめパス１枚で４名様まで

【ちょっと不思議な創作料理 おぼえてね】
☎ 072-445-5505

■小松里町 2086 ■日曜・祝日休
★夜のみグループ合計金額の 5％ OFF（臨時営業日除く）
※店内での飲食分のみ適用

【ジェラートカフェ 音時間（オンタイム）】☎ 072-436-8671
■北町 11-2 ■年末年始・盆休
★ジェラートシングル 350 円を 50 円引
※ゆめパス１枚でグループ全員

【カジュアル割烹 花梨】☎ 072-441-8284

■小松里町 2065 ■日曜休※祝日は予約で夜のみ営業
★夜のみ５％ OFF（花梨御膳除く）※最高割引 3,000 円

【割烹 季乃陣】☎ 072-439-5151

■岸城町 5-7 ■水曜休 ※完全予約制
★ビール中瓶１本 ※ゆめパス１枚で１名様

【きんちゃく家】☎072-436-3866

■地蔵浜 7-1 ■水曜休
★お食事の方にいかなごの佃煮ミニパックプレゼント
※ゆめパス 1 枚で 1 パック

【味處 串亭 童】☎ 072-438-9494

■上野町西 25-26 ■日曜休
★夜のみワンドリンクサービス（アルコール可）
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【四季菜＆ Cafe くまうさ】☎ 072-431-8860

■別所町 2-4-27 ■火曜休
★オリジナルグッズ ※ゆめパス１枚で 4 名様まで

new【クレープ coahu（コアフ）】☎ 072-438-8480
■沼町 1-24 ■水曜休
★お一人様 1080 円以上の店内ご飲食で
アルションの紅茶ティーバック詰め合せプレゼント
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【洋食屋 桜亭】☎ 0120-58-4147

■小松里町 2188 ■木曜休
★夜のみ国産牛自家製ローストビーフを１グループに１品
サービス※都合によりソフトドリンク（グループ全員）に変更

※ゆめパス 1 枚で 1 名様 ※年末年始・お盆期間は除く

【奥水間温泉】☎ 072-478-8511

■木積 3159 ■火曜休（繁忙期除く）
★日帰りプラン（税抜 2,900 円）10％ OFF ※前日までに要予約

【パン おさとパン工房】☎ 090-3260-1016
■木積 332 ■火・金曜のみの営業
★お買上げ 1,100 円毎に 110 円の商品を１個
※パン教室要相談

【洋食 Kitchen FOREST】☎ 072-439-2311
■堀 1-15-2 ■水曜休

※現在発行中の黄色のカードは 3/16 以降は使用不可となりますので、
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引額 3,000 円
早めの更新をお願いします。※この面に掲載の内容（会員特典、定休日等）は、
☎ 072-432-2911
2018 年 1 月中旬〜 2 月初めのもので予告なく変更されることもあります。 【ステーキダイニング サンシャイン】

■畠中 2-22-3 ■火曜休
★夜のみワンドリンク（グラスワイン・ビール、ソフト D）
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

〜岸 和 田〜
【酒の肴 あがりや膳】☎ 072-423-8139

〜貝 塚〜

【ほの字の里 レストラン彩（いろどり）】☎ 072-478-8777
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【海彩鮮寿 燦（さん）】☎ 072-449-0347

【カフェダイニング hua huo（ファーフォ）】☎072-428-1514

【香港スタイル 飲茶レストラン GFC】☎ 072-438-0228

【鳥やき 旬鶏】☎ 072-436-2020

【フランス料理 フランス亭】☎ 0120-30-2612

【手打ち蕎麦 仙太郎】☎ 072-477-6559

■小松里町 2175 ■水曜・第１火曜休
★ワンドリンク（ミニグラスの生ビール、チューハイ、
ソフトドリンク） ※ゆめパス 1 枚でグループ全員
■宮本町 11-5 ■日曜休
★ワンドリンク（ビール・チューハイ・ソフトドリンク）
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【創作料理 胡麻 Sesame】☎ 072-433-1815

■土生町 4058 ■月曜休
★グループ合計金額の５％ OFF ※最高割引 5,000 円
※日・月・火・水・木のみ（金・土・祝前は使用不可）

【パティスリー ソレイユ】☎ 072-440-2700
■小松里町 2305 ■無休
★ 1,000 円以上利用で合計金額の５％ OFF

■土生町 1365-3 ■火曜休
★ディナーのみグループ合計金額の 5％ OFF
※最高割引 3,000 円

■土生町 2-30-12 ■木曜休
★ディナーのみグループ合計金額の５％ OFF

【パン工房 Potager ぽたじぇ】☎ 072-428-5739
■真上町19-5 ■水曜・木曜休
★ 1,000 円以上お買上げでクッキープレゼント

【珈琲と手づくりおやつの店 Ma'am Tama（まーむ たま）】
☎ 072-429-9605
■南上町 1-19-25 ■月曜休（不定休有）
★お一人様 1500 円以上のご利用でお店からプレゼント
※ゆめパス１枚でグループ全員

【なべ屋 たいたん】☎ 072-430-0151

【焼肉＆ビール園 ますや】☎ 072-439-2329

【お好み焼・たこ焼・鉄板焼 蛸よし】☎ 072-427-8801

【みらいや】☎ 072-433-0600

■土生町 2-30-17 ■不定休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引 5,000 円
■流木町 70 ■月曜休（祝日は営業）
★グループ合計金額の 10％ OFF

【ステーキはうす たじまや】☎ 072-438-8108
■別所町 1-10-11 ■無休
★ディナーのみグラスワイン
※ゆめパス 1 枚で５名様まで

【寿司・会席・活魚・鍋物・仕出し 千亀利寿司】☎072-422-7371

■堺町 7-10 ■月曜休（祝日は営業）
★グループ合計金額の５％ OFF ※ランチメニュー除く
※ 9/2・9/14 〜 9/16 除く ※最高割引 5,000 円

【中国酒菜 暢暢（ちゃんちゃん）】☎072-436-2620
■土生町 2-25-8 ■火曜休
★ランチメニューのみ５％ OFF

【彩鳥屋（いろどりや） てっちゃん】☎072-432-0099

■上松町 3090 ■不定休
★デザートサービス ※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【てっぱん Sesame】☎ 072-441-6667

■下松町 1462 ■水曜休（祝日の場合は翌日）
★グループ合計金額の５％ OFF ※最高割引 5,000 円
※金・土と祝日の前日は使用不可

【抹茶そば 留河麺工房・茶園】☎ 072-445-0175

■大町 1048 ■日曜休
★ 1,000 円以上お買上げでお茶１煎分（300 〜 400 円）

【くつろぎ系ダイニング とりあえず吾平】☎ 072-436-7740
■西之内町 4-24 ■無休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引 3,000 円

■土生町 4167 ■無休
★グループ合計金額の５％ OFF

■下松町 1-17-10 ■不定休
★ファーストドリンク（アルコール可）
※ゆめパス１枚で 4 名様まで

【モンテール洋菓子店】☎ 072-440-1508

■春木旭町 17-9 ■不定休
★ 1,000 円以上お買上げで焼き菓子（セール、X マス除く）

【カレーとコーヒーの店 唯我独尊】☎ 072-432-4784
■宮本町 41-1 ■月曜休
★食後のコーヒーサービス ※ゆめパス１枚で２名様まで

【Kishiwada bar youimarl（ユイマール）】☎ 072-477-5893
■北町 13-22 ■日曜と月曜昼休 ※臨時休あり
★夜のみ前菜３品盛り
※ゆめパス１枚でグループ全員 ※コースの場合不可

【いよやかの郷 創作和食 ゆすら庵】☎ 072-479-2641

■大沢町 1156 ■無休（点検休あり）
★グループ合計金額の 10％ OFF（日・祝利用不可）
※ゆめパス１枚につき１会計のみ ※コース・会席は除外

【deli&cafe Rustica（ラスティカ）】☎ 072-479-1788
■積川町 9‒1 ■不定休
★デリカテッセン（1 種類 350 円）
テイクアウトのみ 5％ OFF
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【ビストロ ラパン】☎ 072-438-0345
■土生町 2-26-12 ■月曜休
★夜のみデザート盛合せサービス
※ゆめパス１枚につきグループ全員

■宮本町 28-1 ■月曜休
★グループ合計金額の５％ OFF

■下松町 1-3-4 ■ 1/1 のみ休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引 3,000 円
※飲み放題・宴会コースは利用不可

■田治米町 105-9 ■日・月曜休
★ 1000 円以上お買上げで 10％ OFF

【季節料理 ひとゆし】☎ 072-477-7379
■野田町 3-4-9 ■月曜、日曜・祝日昼休
★おまかせコース（要予約）を 10％ OFF
※ゆめパス 1 枚でグループ全員

【くつろぎ系ダイニング とりあえず吾平】☎ 072-427-3350
■麻生中 835-1 ■無休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引 3,000 円
※飲み放題・女子会・特別プランは除く

【Charcoal Kitchen はなれ】☎ 072-428-7018

■半田 505 ■火曜休
★グループ合計金額の10％OFF ※土曜・休日の前日除く

【鳥焼き専門店 ぼんじり 貝塚本店】☎ 072-439-8900
■小瀬 1-25-45 ■無休
★盛り合わせ７種（1296 円）をサービス
※グループに１つ

【喫茶と焼き菓子 マシュウおじさん】☎072-432-4055
■地蔵堂 376-3 ■火曜・日曜休
★焼き菓子とパン 10％ OFF ※喫茶・雑貨は除く

【水なす漬 南漬物】☎ 0120-33-2215

■小瀬１-24-10 ■日曜・祝日休（4 〜 8 月無休）
★ 3,000 円以上お買い上げで合計金額の５％ OFF
※送料は除く

【水なす工房 やくし】☎ 072-439-2002

■王子 602 ■日曜休（5〜8月無休）
★ 2000 円以上お買上げで商品合計金額の 5%OFF
※送料は除く ※店頭の現金支払いに限る

【RENOVATION AND FURNITURE やまとカフェ】
■三ツ松 745-1 ■不定休 ☎ 072-449-1165
★お食事をご注文で食後にミニアイス 1 つサービス
※ゆめパス 1 枚で１名様

【旬菜工房 遊味（ゆうみ）】☎ 072-446-6961

■木積 154-4 ■日曜・月曜休 ※ 17 時〜は要予約
★ランチをお召し上がりでデザートもう一品プレゼント
※ゆめパス１枚で２名様まで

【割烹屋 ゆず】☎ 072-439-1335

■脇浜４-4-6 ■月曜休
★夜のみグループ合計金額の５％ OFF ※最高割引 5,000 円

【ステーキ＆手づくりハム 夢一喜】☎ 072-439-5838
■加神 1-7-8 ■無休
★飲食のみグループ合計金額の５％ OFF
※サービスランチを除く

【寿司・活魚 和幸寿司】☎ 072-427-9182

一部を除き、ゆめパス利用時の支払いは現金となります。詳細は www.yumehot.com
※「ゆめほっと」で検索、または直接、ご利用の店舗（施設）にお問合せください。

【地鶏くいもん処 とりひめ】☎ 072-429-3986

【 石窯パン PaPa のぱん】☎ 072-441-1639

■海塚 3-7-9 ■水・木休
★自家製そば茶アイスサービス
※ゆめパス 1 枚で 2 名様まで

■麻生中 818-24 ■水曜・第３火曜休（祝日営業）
★夜のみグループ合計金額の５％ OFF ※最高割引額 5,000 円

【宮崎地鶏 炭火もも焼き とり彦】☎ 072-436-4366

【ITALIANO BACCO（バッコ）】☎ 072-445-0040
■小松里町 2050-101 ■火曜・日曜昼休
★夜のみ 1 人 2000 円以上の飲食でファーストドリンク（アルコール、
ソフトドリンク）100 円 ※ゆめパス１枚で 4 名様まで

■澤 156 ■無休
★ワンドリンク（ソフトドリンク）サービス
※ゆめパス 1 枚でグループ全員
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きゃんでぃ BOX プレゼンツ ■ ２月 24日（土）14：00〜17：00

■会場…岸和田グランドホール セントジョーンズチャーチ
■料金…大人 3,500 円、中学生以下 1,500 円
※スイーツセット付 ※前売各 500 円安（本日 2/20 まで )

■問合せ…☎ 0120-16-3390 岸和田グランドホール
mail…candybox_snow_white@yahoo.co.jp きゃんでぃ BOX

ラパーク岸和田で誕生した『ウッキー＆アイアイ』が誕生 20 周年を迎えました。今回は
誕生の地、岸和田で、普段なかなか入ることのない教会、セントジョーンズチャーチでの
お誕生会です。グランドホールのスイーツセットをいただきながら、ぜひお楽しみください。
★手話を使った着ぐるみショー「ウッキー＆アイアイのシンデレラ物語」
★飛び出す映像紙芝居「太陽の国」「月の国」
「ゆめほっとを見た」と言って申し込
【ティータイムゲスト】
めば、2/23（金）まで前売料金（大人
★日本の最初のテレビ放送に携わった 柴辻英一 氏
3000 円、中学生以下 1000 円）に！
★新進気鋭のクラシックギタリスト 佐久間優 氏

ウッキー＆アイアイ

