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〜泉 佐 野〜
【ホテル日航関西空港】☎ 072-455-1111
（代）
■泉州空港北１番地（関西国際空港内）■無休
★グループ合計金額の 10％ OFF ※対象外の商品もあり
※ゆめパス利用で要予約（４店とも下記電話へ）
☎ 072-455-1120 レストラン予約直通まで

2【
F オールデイダイニング ザ・ブラッスリー】
2【
F 中華料理 桃季（とうり）】
2【
F 和彩 花ざと】
11F
【鉄板焼 銀杏（いちょう）】※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
【中国料理 星龍】☎072-460-1162 ■月曜休
53F
※対象外の商品あり
【日本料理 有馬】☎072-460-1164 ■木曜休
52F
【鉄板焼 りんくう】☎072-460-1164 ■木曜休
52F
【しゃぶしゃぶ 但馬屋】☎072-460-1164 ■木曜休
52F
※対象外の商品あり
☎ 072-460-1130 ■無休
2【
F ペストリーカフェ パティステージ】
※対象外の商品あり

〜高石・泉大津・和泉・忠岡〜
【ホテル きららリゾート関空】☎ 0725-20-1111（代）
■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

【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

【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 1 人 1 点まで 100 円引き（ミニパフェを除く）
※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
「秋海棠咲き乱れる岩湧寺へ」
▶ 9 月 16 日（日）7 時 50 分ＪＲ東岸和田駅
前集合▶滝尻、金山谷、四季彩館、神納（10㎞）
▶ 参 加 費 500 円、 交 通 費 1800 円 ▶ ☎ 0904763-4343 清水
★学習グループ「みち」公開講座
「日本人と鏡ー古代から現代までー」
▶ 9 月 22 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分▶岸
和田市立八木地区公民館会議室１▶申込先着
50 名（9/1 〜）▶無料▶講師┄西川寿勝さん（大
阪府立狭山池博物館）▶☎ 072-443-6848 同館
★大木の景観を楽しむおさんぽカフェ with
むてんかスタイルマーケット！（泉佐野）
重要文化的景観に選定の「日根荘大木の農村景観」。
この地区で、健康・手づくり・文化・芸術・サスティ
ナブル・体験をコンセプトにしたオーガニックマー
ケットを開催▶ 9 月 9 日（日）10 時 30 分～
15 時 30 分▶蓮華寺（泉佐野）▶入場無料▶☎
090-8982-5569 みんなのまちづくり隊（袋谷）
★はじめてのセルフ・カウンセリング
～コミュニケーション力をアップ～
▶ 10 月 5 日（金）10 時～ 12 時▶レイクアルス
タープラザ・カワサキ生涯学習センター 2 階講
義室 (4) ▶申込先着 20 名▶無料▶講師…出来
麻有子さん（ＮＰＯ法人セルフ・カウンセリン
グ普及協会コミュニケーション・トレーナー）
▶☎ 072-469-7125 いずみさの女性センター
★写真展「フォスター」＆里親相談会
里親家族やファミリーホーム、養子縁組家族を
テーマにした写真展を通して「家族と何か」を考
えてみませんか▶ 9 月 3 日
（月）
～9月8日
（土）
10 時～ 21 時（最終日は 16 時まで）▶いこら
も～る泉佐野 1 階特設会場▶ 3 日～ 8 日…写
真展、8 日（土）…里親相談会・子ども向けイベ
ント▶無料▶☎ 072-445-3977 大阪府岸和田
子ども家庭センター

【パティスリー アン・スリール】☎ 072-493-3485
■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
ドリンク無料 ※ゆめパス１枚で４名様

【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 ※祝・祝前日は営業
★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
■月曜休
★店内カフェスペースにてケーキとドリンクご注文で
ドリンク代 20％ OFF ※ゆめパス 1 枚でグループ全員
【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

【米 コンベイ（紺谷米穀）】☎ 0120-39-0724
■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

〜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（わくわくアベニュー 2F）
■不定休
★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

【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

【水産物直売 正 丸（かねしょうまる）】☎ 072-494-1010

（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

【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

【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

■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〜

■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

■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
★ 200g 以上のコーヒー豆をお買い上げで 10％増量

■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
■火曜と、第１・３の月・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

★大阪府立少年自然の家（貝塚）の催し
☎ 072-478-8331
【みさき公園】☎ 072-492-1005
【自然の家オープンデイ＆音の葉音楽祭 出演者
■泉南郡岬町淡輪 3990 ■不定休
★入園料金を約 20％ OFF
募集】▶ 11 月 4 日（日）10 時 30 分〜14 時 30 分
※ゆめパス１枚で５名様まで ※プール入場のみの割引不可
▶音楽を愛好する方、グループなど 10 組程度
▶演奏時間…１組 20 分以内▶申込締切…９月
【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）
30 日（日）▶参加ご希望の方に、申込書送付
★入館料団体割引料金に ※ゆめパス１枚で５名様まで
【大阪府アドプトフォレスト～冒険の森づくり～】
【関西サイクルスポーツセンター】☎ 0721-54-3101
▶間伐体験とロープを使っての木登り体験▶
■河内長野市天野町 1304
11 月 17 日（土）10 時〜 16 時▶小学３年生～
■火曜休（12・1 月臨時休あり）※春・夏休み無休
中学生 30 名（応募者多数の場合は抽選）※小
★入場料を団体割引料金に※ゆめパス１枚で 5 名様
学生は保護者最低１名同伴▶参加費無料▶申込
【アスレチックスポーツ】☎ 072-446-1133
締切…11 月３日（土）
■貝塚市木積 24 ■水曜日（春・夏休みは無休）
★クリケット体験イベント「クリケットのまち貝塚」
★入場料金の 10％ OFF
〜クリケットで集うＢＢＱ大会〜
【ボウリング コスモレーン貝塚】☎ 072-438-7333
▶ 9 月 8 日（土）11 時～ 15 時 30 分▶ほの字
■貝塚市近木 4-1 シェルピア Deux5 階 ■水曜休
の里（貝塚市）グラウンド＆ BBQ 場▶ 11 時
★貸し靴 無料
※ゆめパス 1 枚で 4 名様まで
〜クリケット体験、12 時〜 BBQ ▶雨天決行（荒
天中止）▶クリケット参加無料▶ BBQ は希望
【みかん狩り 井川みかん園】☎ 072-447-0891
者のみ…2500 円（+ ドリンク別）▶☎ 080■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）
8510-2311 近畿クリケット協会（佐藤）
※ゆめパス１枚で５名様まで
★介護福祉イベント 「アルカディアフェア」
【睡眠の店 蒲団屋 かねい】
▶ 9 月 8 日（土）13 時～ 15 時▶介護老人保
【中庄店】 ☎ 072-460-3333
健施設アルカディア（熊取町）▶介護用品・介
■泉佐野市中庄 898-1 ■火曜休
護食の展示・試食、施設紹介、和太鼓演奏、熊
【二色浜店】 ☎ 072-433-0807
取北中学合唱部演奏ほか▶無料▶☎ 072-452■貝塚市浦田 107-5 ■火曜休
2430 アルカディア▶詳細は爽神堂 HP を
★かねいのオーダー枕購入でパシーマ製ふきん進呈
★常設展「浮世絵の妖術とモノノケ」
【インテリア・ウェア・アクセサリー ジプシーフラワー】
〜「奇術競」と「和漢百物語」〜
■貝塚市石才 495-1 ■不定休 ☎072-432-4210
★モロッコのプフを 10％ OFF
出でよ、モノノケ！江戸時代の人々が楽しんだ
空想の世界をぜひご覧あれ！約 70 点展示▶開
催中〜９月 24 日（月・振）▶
和泉市久保惣記念美術館▶
各店（施設）詳細は
“ゆめパスカード”
月 曜 休 館（9/17・24 開 館、
www.yumehot.com
★エリア内
ヵ所で 「ゆめほっと」で検索を！
9/18 休館）▶ 10 時〜 17 時
ご利用いただけます！
（ 入 館 は 16 時 30 分 ま で ）
右の QR からもご覧いただけます
▶ 一 般 500 円、 高・大 生
300 円、中学生以下無料、
「あさひゆめほっと」通常号は 7/20 号をもって休刊となりました。
65 歳以上２割引ほか▶☎
次回の紙面は、今号と同じく「ゆめパス更新保存版」として
0725-54-0001 同館
2019 年、2 月 20 日に発行の予定です。（あさひゆめほっと編集室）
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■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

【江戸そば そば善】☎ 072-480-1180

【Seaside Café SNAFKIN（スナフキン）】☎ 072-493-2344

■市場東 2-312-3 ■月曜・第３月曜火曜連休

【炭火焼 八剣伝】☎ 072-452-7868

■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

■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

【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

【わたりがにひとすじ 割烹 松屋】☎ 072-462-3740

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

【パン cyan －志庵－】☎ 072-483-0850

【広島焼き むげん】☎ 072-472-5950

【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

■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

■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

〜泉 南〜

【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

【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

【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）
★大人入浴料 200 円引（700 円→ 500 円）※入湯税 50 円要
※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 1200 円を 900 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

【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。

