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〜泉 佐 野〜
【ホテル日航関西空港】☎ 072-455-1111
（代） new【パティスリー アン・スリール】☎ 072-493-3485
■泉州空港北１番地（関西国際空港内）■無休
■市場西 1-1-11 ■無休
★店内カフェスペースにてご注文のケーキセットの
★グループ合計金額の 10％ OFF
ドリンク無料 ※ゆめパス１枚で４名様
※ゆめパス利用で要予約 ※対象外の商品もあり
2【
F オールデイダイニング ザ・ブラッスリー】
☎072-455-1123
2【
F 中華料理 桃季（とうり）】☎ 072-455-1152
2【
F 和彩 花ざと】
☎ 072-455-1127
11F
【鉄板焼 銀杏（いちょう）】☎ 072-455-1124
※「銀杏」は前日までの完全予約制

【スターゲイトホテル関西エアポート】☎072-460-1111（代）
■泉佐野市りんくう往来北１番地
★グループ合計金額の10％OFF ※ゆめパス利用で予約がスムーズ

【DINING & BAR スターゲイト】☎072-460-1154
54F
■無休 ※ディナーブッフェは土日祝のみ
53F
【中国料理 星龍】☎072-460-1162 ■月曜休
※対象外の商品あり
52F
【日本料理 有馬】☎072-460-1164 ■木曜休
【鉄板焼 りんくう】☎072-460-1164 ■木曜休
52F
52F
【しゃぶしゃぶ 但馬屋】☎072-460-1164 ■木曜休
※対象外の商品あり
2【
F ペストリーカフェ パティステージ】
☎ 072-460-1130 ■無休
※対象外の商品あり

〜高石・泉大津・和泉・忠岡〜

【寿司 いそ銀】☎ 072-461-4741

■下瓦屋 3-2-11 ■月曜休（祝日は翌日）
★夜のみワンドリンク（アルコール可）※ゆめパス１枚で１名様

【Ouchi Café HANAMARU（おうちカフェ はなまる）】☎072-464-4943
■俵屋 348-3 ■水曜・日曜休
★デザートにトッピングプレゼント ※ゆめパス 1 枚で 4 名様まで

【泉州おむすび オトメゴコロ】☎ 072-462-0014
■市場西 3-4-31 ■火・水・木曜のみ営業※売切終了
★来店のうえ 500 円以上お買上げで 50 円引き

【カフェ 空音（クオン）】☎ 072-465-3399

■田尻町りんくうポート北 3-25 ■火曜休（祝日は翌日）
★ブラッドオレンジジュースサービス※ゆめパス１枚で 1 名様

【串揚げ・和食創作コース料理 串宝】☎ 090-8230-1354
■羽倉崎 2-2-3 ■水曜休
★ソフトドリンク ※ゆめパス１枚で４名様

【cafe green's（ぐりーんず）】☎ 072-464-7117

■下瓦屋 2-4-79 泉佐野スポーツセンター内
■水曜休※４月から無休の予定
★ランチご注文でソフトドリンクサービス、さらに、
ランチを電話予約するとお土産スイーツプレゼント
※ゆめパス 1 枚で 1 名様
【焼肉 Kotetsu】☎ 072-466-4421
■羽倉崎 1-1-68 ■水曜休（１日、祝日除く）
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引額 10,000 円

【ホテル きららリゾート関空】☎ 0725-20-1111（代） 【米 コンベイ（紺谷米穀）】☎ 0120-39-0724
■泉大津市なぎさ町 5-1 ■無休
19F
【カジュアルフレンチ エスポート】☎0725-20-1110
★グループ合計金額の 10％ OFF
※夜のオーダーバイキング除く

5【
F 日本料理 白水】☎ 0725-20-1108
★グループ合計金額の 10％ OFF ※レディースデーは除く

【お好み焼き 鉄板ダイニング 錨（いかり）】☎ 0725-31-4077
■泉大津市東港町 14-28 ■水曜休
★ブルーシールアイス単品 1 つサービス
※ゆめパス 1 枚で 1 つ

【そば 草香】☎ 0725-24-8576

■泉大津市東豊中町 2-2-14 ■月曜夜と火曜休
★そばアイス ※ゆめパス１枚でグループ全員

【紀州赤鶏 ごんや】☎ 072-275-8110

■高石市綾園 1-6-15 ■年末年始・火曜休
★ワンドリンク（アルコール可） ※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】☎ 0725-40-6611
■和泉市和気町 4-24-8 ■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

new【パフェとクレープのお店 ぶどうの木】☎ 0725-41-6955
■和泉市葛の葉町 3-3-11 ■無休
★パフェかクレープのみ 1 人 1 点まで 100 円引き
※ゆめパス 1 枚で 3 名様まで

【西洋料理 ホルン】☎ 0725-23-0966

■忠岡町忠岡北 2-6-36 ■月曜休
★夜食事でソフトドリンク ※ゆめパス１枚で 4 名様

まちかどインフォメーション
【☎は問合先（申込先）】

★ファミリーハイク岸和田
泉南の静かな尾根道に新芽を探して
▶３月４日（日）９時 JR 和泉砂川駅東改札前
集合、信達葛畑、昭和山、信達楠畑、桜地蔵（8
㎞）▶参加費 400 円▶交通費 640 円▶☎ 0904763-4343 夜のみ清水
★岸和田文化事業教会の催し☎ 072-437-3801
【第 7 回自泉ジュニアコンサート】
▶ 2 月 25 日（日）14 時～▶岸和田市立自泉会
館ホール▶先着 100 名、無料▶ 2/3 のオーディ
ションで選ばれた小学生～高校生の演奏披露
【第 11 回フレッシュプレミアムコンサート
未来へ～ここから～】▶ 3 月 17 日（土）17
時～▶マドカホール▶ 1000 円（当日 200 円増）
★泉佐野市立佐野公民館の催し
☎ 072-463-6181
【佐野公民館コンサート 音の宝石箱】▶ 3 月 4
日（日）14 時～ 15 時 30 分▶同館多目的室▶
70 名▶ 500 円▶出演…木管アンサンブル Hot
coffee ～ Cappuccino ～
【バラエティーシアターふきのとうの「楽しい
楽しい人形劇！！」】▶ 3 月 31 日（土）13 時
30 分～ 14 時 30 分▶同館多目的室▶ 3/6 より
申込先着 50 名▶無料
★やまどりクラブ発表会「泉州の昔話を語る」
▶ 3 月 10 日（ 土 ）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
▶岸和田市立山直市民センター▶無料▶生の声
でほっこり心に届くふるさとの昔話▶☎ 072467-1912 立石
★ニュースを斬る～情報を見きわめる力を身に
つけよう！～
▶ 3 月 6 日（火）13 時～ 15 時▶レイクアルスター・
カワサキ生涯学習センター講座室 4 ▶申込先着
20 名▶無料▶講師…細見三英子さん（ジャー
ナリスト・泉佐野市男女共同参画審議会委員）
▶☎ 072-469-7125 いずみさの女性センター

■南中安松 818-3 ■木曜休
お買い上げ金額の 5％ OFF ※一部商品を除く※白米に限る

【すーさんのインドカレー NAMASTE SURYA（ナマステ スーリヤ）】
【本店】☎ 072-465-1920
■羽倉崎 2-1-18 ■無休
★ソフトドリンク ※ゆめパス１枚で４名様まで
※ラ・パーク岸和田店、東貝塚店、いこらも～る泉佐野店、
泉大津店、岩出店でも利用可

new【ティラミス専門店 Tiramissimo（ティラミッシモ）】

☎ 072-461-2202

■中町 2-2-33 ■水曜休
★ティラミス 3 個お買い上げで 1 個サービス
※ゆめパス 1 枚で 1 名様 ※季節限定商品を除く

【カフェ Flour

bee*（フラワービー）】☎

072-415-3232

■羽倉崎 4-2-11 ■日曜・月曜休 ※月曜は教室
★ポイントカードスタンプ２倍押し

【田尻漁港 べいさいど 中徳】☎ 072-465-1707
■田尻町りんくうポート北 1 番 ■水曜休
★ソフトドリンクサービス
※ゆめパス１枚で１名様

〜阪 南〜

〜熊 取〜

【イタリア料理 イルピアット】☎ 072-472-5826

【餃子と角煮 ぎょーざやさん】☎ 072-453-4444

■自然田 820-2 ■火曜・第３月曜休
★グリッシーニ１袋プレゼント

【餃子 ぎょうざ太郎】☎ 072-472-6321

■自然田 832-1 ■無休
★ 1000 円以上ご利用で餅ぎょうざ（400 円）１人前

【阪南洋風食堂 Cou Cou（クゥクゥ）】☎ 072-471-6012
■自然田 820-2 ■月曜休
★夜のみソフトドリンクサービス
※ゆめパス１枚で 4 名様まで

■下出 720-5（オークワわくわくアベニュー 2F）
■無休（臨時休業日あり）
★ワンドリンク（生ビール、チューハイ、ソフトドリンク）
※ゆめパス１枚で１名様

【和歌山の中華そば 泉善（せんよし）】☎ 072-473-1023
■自然田 834-1 ■木曜休
★持ち帰り５人前以上お買い上げで５％ OFF

【串かつ居酒屋 ちぇりぃあん】☎ 072-472-7667

■光陽台 1-16-12 ■月曜休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※最高割引額 3,000 円

【魚ダイニング 光】☎ 072-472-5038

■自然田 820-2 ■日曜休（祝日は営業）
★夜のみワンソフトドリンク
※ゆめパス１枚でグループ全員

■下瓦屋 4-3-16 ■月曜休（祝日は翌日）
★ディナーのみグループ合計金額の５％ OFF
※火・水の「お膳」は除く

【わたりがにひとすじ 割烹 松屋】☎ 072-462-3740
■市場東 2-312-3 ■月曜・第３月曜火曜連休

（1・8・12 月は除く）

★ 10,000 円のかに会席ランチ注文でワンドリンク
※ゆめパス利用と告げ、要予約※ゆめパス１枚で 5 名様まで

【カジュアルイタリアン ラ・トランピスタ】☎ 072-474-5500
■上町 1-10-12-4 ■月曜休（祝日は翌日）
※夜は予約のみ営業
★ディナーのみソフトドリンク ※ゆめパス１枚で４名様

★第 8 回アートマルシェ
▶ 3 月 18 日（日）▶マドカホール（岸和田市
立文化会館）▶無料、材料費別途▶申込受付中
▶工作、ダンス、バレエなどのワークショップ
▶☎ 072-443-3800 同館（月曜休）
★漂流する少女たちの真実～生きづらさを抱え
る女の子たちに寄り添って～ 2017 年度岸和田
女性会議男女平等参画社会推進事業
▶ 3 月 10 日（ 土 ）13 時 30 分 ～ 15 時 30 分
▶岸和田市立女性センター大会議室▶当日先着
80 名、無料▶講師…橘ジュンさん・多田憲二
郎さん▶☎ 080-4984-5226 岸和田女性会議
★ Izumisano じんけん・わくわくスタジアム
（第 19 回泉佐野市人権研究集会実行委員会）
▶ 3 月 4 日（日）13 時～ 16 時▶エブノ泉の
森大ホール▶申込不要、無料▶車いすダンスパ
フォーマンス、人権教室紹介、ダンス、雑貨・
お菓子・地場野菜などの展示販売（12 時～）
▶☎ 072-463-1212 泉佐野市役所人権推進課
★人情ばなし「棒が一本あったとさ」
▶ 3 月 17 日（土）14 時～▶泉南市樽井公民館
多目的ホール▶小学生以上先着 120 名、要整
理券▶無料▶出演…劇団「とんがらし」▶ 2 月
24 日から整理券配布▶☎ 072-483-4361 同館
★オーガニック野菜を使って親子で料理してみ
ませんか。親子以外の参加も OK です。
▶ 3 月 24 日（ 土 ）9 時 30 分 ～ 12 時 ▶ 岸 和
田市立春木市民センター 2 階実習室▶親子１組
1000 円 ( 子供（5 才以上）保護者同伴 )、子供
300 円、中学生以上 700 円▶ 3/14 締切▶☎
072-437-0561 自然農法岸和田普及会 三宅
★英語講座と幼児・子ども英会話教室
▶オールイングリッシュ・ネイティブの講師▶週 1 回
90 分（幼児 50 分）▶浪切ホール、貝塚市民福
祉センターほか▶定員…7 名（幼児 5 名）▶受講

■大久保中 2-1-1 ■月曜休（祝日は翌日）
★１人 1,000 円以上のご利用で５％ OFF

【ジャパニーズ・ガーデンカフェ＆ダイニング つろぎ】☎ 072-451-3733
【炭火焼 八剣伝】☎ 072-452-7868

■大久保中 1-10-40 ■不定休
★グループ合計金額の５％ OFF ※飲み放題コースを除く

【宅配ピザ ピザリトルパーティー】
☎ 072-452-9955
■野田 2-12-3 ■無休
★ 2,000 円以上ご注文でお好きなドリンクを 1 本
※配達はピザを含む税込1,000 円以上※配達エリア要問合せ

【洋食＆フレンチ プードル】☎ 072-453-7737
■五門西 1-10-1 ■水曜休 ※月１回火曜休

★夜のみワンドリンク（生ビール小、グラスワイン、
ソフトドリンク） ※ゆめパス１枚で４名様まで

〜泉 南〜

【パン マジックブルーム】☎ 072-470-1811
■下出 289 ■日曜休
★パンお買い上げ金額の５％ OFF

【廻鮮鮨 喜十郎（KIJIRO）】☎ 072-480-0510
■馬場 2-284-1 ■水曜休
★グループ合計金額の５％ OFF

【パン cyan －志庵－】☎ 072-483-0850

■樽井 6-1-1 ■月曜休
★カフェでドリンク 50 円引※ゆめパス１枚でグループ全員

【広島焼き むげん】☎ 072-472-5950
■尾崎町 52-1 ■水曜休
★平日昼のみ食後のコーヒー
※ゆめパス１枚で２名様まで

【江戸そば そば善】☎ 072-480-1180

【和食レストラン 山吉】☎ 072-472-0324
■鳥取 441-2 ■火曜休
★１人 2000 円以上ご利用でワンドリンク（アルコール可）
※ゆめパス１枚で２名様まで

■馬場 2-13-31 ■火曜休（祝日は営業）
★ワンドリンク 50 円引※ゆめパス１枚で４名様まで

【Italian restaurant nuno（ヌーノ）】☎ 072-485-2388
■樽井 2-22-13 ■水曜休
★夜のみグループ合計金額の５％ OFF

【ア・ラ・カルト PINO（ピノ）】☎ 072-483-8986

〜岬 町〜

【水産物直売 正 丸（かねしょうまる）】☎ 072-494-1010
■淡輪 6222-3
★お買上げ金額の５％ OFF

■樽井 2-1-45 ■月曜休
★ソフトドリンク ※ゆめパス１枚で 2 名様まで

【創作串揚げ めいめい】☎ 072-425-6900

【Seaside Café SNAFKIN（スナフキン）】☎ 072-493-2344
■淡輪 4887-2 ■月〜木曜休
★「スナフキンブレンドコーヒー」400 円を 350 円
※ゆめパス 1 枚で 4 名様まで

【ひろしげ珈琲】☎ 072-486-4500
■淡輪 1478-1 ■火曜休
★ 1000 円以上お買い上げで 10％増量

【創作料理串揚 紅さんざし】☎ 072-462-6619

【ピザ・スパゲティ＆ビール シェスタ】☎ 072-453-7116

■大久保南 4-1351-1 ■火曜休（祝日は翌日）
★ランチ、ディナーのコース料金５％ OFF

【居酒屋 次郎長】☎ 072-472-6886

┐

■大久保中 2-4-7 ■月曜休
★店内飲食…グループ合計金額の 5％ OFF
持ち帰り…お買上げ金額の 5％ OFF

■樽井 7-15-29 ■月曜休
★夜のみグループ合計金額の５％ OFF

【おうちカフェ LAY HALE（レイ・ハレ）】☎ 090-5672-4558
■新家 1315-28
■月・火曜と月 2 回木曜休
★ランチ注文でコーヒーまたは紅茶１杯サービス
※ゆめパス 1 枚で 2 名様まで

〜く ら し〜
【ユナイテッド・シネマ岸和田】☎ 0570-783-923

■岸和田市港緑町 3-1（岸和田カンカンベイサイドモール）
■不定休（モールに準ずる）
★鑑賞料 1,800 円の 200 円引（スペシャルプライス・
先行特別上映を除く） ※ゆめパス持参者のみ

【みさき公園】☎ 072-492-1005

■泉南郡岬町淡輪 3990 ■不定休
★入園料金を約 20％ OFF
※ゆめパス１枚で５名様まで ※プール入場のみの割引不可

【大阪府立弥生文化博物館】☎ 0725-46-2162

■和泉市池上町 4-8-27 ■月曜休（祝日は翌日）
★入館料団体割引料金に ※ゆめパス１枚で５名様まで

【関西サイクルスポーツセンター】☎ 0721-54-3101
■河内長野市天野町 1304
■火曜休（12・1 月臨時休あり）※春・夏休み無休
★入場料を団体割引料金に※ゆめパス１枚で 5 名様

【アスレチックスポーツ】☎ 072-446-1133
■貝塚市木積 24 ■水曜日（春・夏休みは無休）
★入場料金の 10％ OFF

【ボウリング コスモレーン貝塚】☎ 072-438-7333
■貝塚市近木 4-1 シェルピア Deux5 階 ■水曜休
★貸し靴 無料
※ゆめパス 1 枚で 4 名様まで

【みかん狩り 井川みかん園】☎ 072-447-0891
■貝塚市三ヶ山 396 ■10/15 ～ 12/10 頃 ( 無休 )
★入園料 100 円引き（セット券除く）
※ゆめパス１枚で５名様まで

【睡眠の店 蒲団屋 かねい】
【中庄店】 ☎ 072-460-3333

■泉佐野市中庄 898-1 ■火曜休

【二色浜店】 ☎ 072-433-0807

■貝塚市浦田 107-5 ■火曜休
★かねいのオーダー枕購入でパシーマ製ふきん進呈

【インテリア・ウェア・アクセサリー ジプシーフラワー】
■貝塚市石才 495-1 ■不定休 ☎072-432-4210
★モロッコのプフを 10％ OFF

料…1200 円～ 1500 円※見学は 1 回無料▶☎
072-445-0533NPO 法人岸和田国際交流協会
★和泉市久保惣記念美術館 常設展「四季をめ
ぐるー源氏絵とともにー」
▶重要文化財の源氏絵を中心に、絵の中の四季
を楽しむ展覧会▶開催中～ 3 月 25 日（日）▶
10 時～ 17 時（最終入館 16 時 30 分）▶一般
500 円 ※和泉・久保惣ミュージアムタウン特別イベント
のため 3/21 は入館無料▶☎ 0725-54-0001 同館

【牛滝温泉 いよやかの郷】☎ 072-479-2641
■岸和田市大沢町 1156 ■無休（点検休あり）
★入浴料 200 円引（700 円→ 500 円）※入湯税 50 円別途要
※ゆめパス１枚につき 4 名様まで

【ほの字の里 かいづか温泉 ほのぼの湯】☎ 072-478-8777
■貝塚市蕎原 2114 ■無休
★温泉入浴の方に、ほの字の里のお食事券 200 円分進呈
※「お食事と入浴券セット」 「サービスランチ」は対象外
※ゆめパス１枚につき１名様 ※年末年始・お盆期間は除く

【天然温泉 スパ・リフレ】☎ 072-284-2626

■堺市南区美木多上 903-6 ■無休（点検休あり）
★岩盤浴半額（600 円→ 300 円）
※ゆめパス１枚で４名様まで ※岩盤浴のみの利用不可

【加太淡嶋温泉 大阪屋 ひいなの湯】☎ 073-459-1151

■和歌山市加太 142 ■不定休
★ 11 時～ 14 時半の温泉入浴料大人 900 円を 700 円に
★日帰り温泉プラン（11 時～ 14 時半）利用でソフトドリンク
※ゆめパス１枚でグループ全員
new
【天然温泉 虹の湯 二色の浜店】☎ 072-439-2227
■貝塚市澤 890-15 ■無休
★大人入浴料 100 円引き
※ゆめパス１枚につき 4 名様まで

【ガーデニング＆フラワー すみれの森】☎ 072-485-0888
■泉南市樽井 4-2460 ■木曜休（11・12 月は無休）
★お買上げ金額の５％ OFF

【ガーデンショップ 金 久】☎ 072-467-2413
■泉佐野市日根野 2545 ■無休 ※盆栽・山野草は
1・2・3・7・8・9 月の火曜休（祝日営業）
★ 5,000 円以上お買い上げでお店指定のポット苗

【お庭の総合専門店 熊取緑化園】☎ 072-468-2304
■泉佐野市日根野 2101 ■木曜休
★お買い上げ金額の５％ OFF ※特価品は除く
※最高割引額 5,000 円

【ネイルサロン tete（テテ）】☎ 080-4235-6010
■貝塚市海塚 3-7-3 ■日曜・祝日休 ※完全予約制
★ゆめパス提示でスクラブマッサージサービス !!

【パッチワーク スタジオ Quilty（キルティー）】
☎ 072-471-3937

■阪南市尾崎町 3-14-10
★ 2000 円以上お買上げでカットクロス１枚プレゼント

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。

