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【食べる（泊まる）】                                         (住)…住所 (営)…営業時間 (休)…定休日 

ホテル日航関西空港 レストラン泉の森 海鮮まいど（泉佐野漁港青空市場内） 

 

【PR文】関西国際空港内に位置

するホテル日航関西空港でシ

ェフ自慢のお料理をご堪能く

ださい。ホテル内、「ザ・ブラ

ッスリー」、「桃李」、「花さと」、

「銀杏」でご利用いただけま

す。 
 

【PR文】当店は、泉の森ホール

内にあるレストランです。すぐ

近くで滝が流れる優雅な空間

で、憩いの一時をお過ごし頂け

ます。 

泉州ブランド豚「犬鳴ポーク」

を使った料理も提供していま

す。  

【PR文】当店は、泉州地物の鮮

魚がならぶ泉佐野漁港青空市

場の 2階にあります。 

漁港ならではの定食が盛りだ

くさん！ 

海、魚市セリ、飛び立つ飛行機

を眺めながらのお食事を、お楽

しみ頂けます。 

【データ】 

(住)泉州空港北 1（関西国際空港内） 

(営)ランチ 11：30～14：30 

ディナー17：30～21：30 

※LO各 30分前 

※ご利用の際はご予約くださ

い 

☎072-455-1120 

（レストラン予約） 

【特典】 

・ホテル内レストランのお

食事利用１０％OFF 

※対象外商品あり 

※各種割引併用不可 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

（住）市場東 1-295-1 1F 

（営）9：30～18：00 

 

 

（休）月曜日（※但し、月曜日

が祝日の場合は、翌火曜日） 

☎072-469-7109 

【特典】 

・飲食代金１０％OFF 

（５名まで） 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

（住）新町 2-5187-101 2F 

（営）平日 11：30～15：00 

土日祝 10：00～16：00 

（休）火曜日、水曜日（※但し、

火曜日の祝日と年末は営業し

ます） 

☎072-461-0489 

【特典】 

・店内でお食事された方、

ソフトドリンク１杯サー

ビス 

 

 

【カード提示】精算時 

【HP】http://www.nikkokix.com 【HP】http://www.r-izuminomori.com/ 【HP】http://tabelog.com/osaka/A2705/A270503/27017483/ 

Restaurant＆Bar LONE STAR（ロンスター） 犬鳴山 千年浪漫の湯 み奈美亭 

 

【PR文】アメリカ南部テキサス

をイメージしたアメリカンス

タイルの陽気なレストランバ

ーです。ボリューム満点のアメ

リカンなハンバーガーやステ

ーキから、トルティーヤ・タコ

ス・ナチョスなどのメキシコ料

理までメニューが豊富！  

【PR文】名湯、犬鳴温泉と美し

い自然に調和した癒し旅館。

桜、新緑、紅葉など四季の景色

が楽しめる落ち着きのあるス

ペースで四季折々の贅なる味

覚を堪能し、温泉につかり、心

身ともにリフレッシュ！ 

【データ】 

(住)栄町 4-13 

 

(営) お昼 11：30～14：00 

夜 16：00～24：00 

(休)火曜日※火曜日が祝前日

の場合は営業 

☎072-461-1444 

【特典】 

・10％OFF 

※他のサービスと併用不可 

※上限 5,000 円まで 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)大木 2236 

(営)日帰りｺｰｽ 11：00～15：00  

16：00～20：00 

宿泊ｺｰｽ 16：00～ 

 

(休)年中無休  

☎072-459-7336 

【特典】 

・日帰り 5,800円以上のお

料理に対し 1人 500円 OFF 

・ご宿泊 10,500 円以上に

対し 1人 1,000円 OFF 

※GW、お盆、年末年始は不可 

【カード提示】来館時 

【HP】http://www.eonet.ne.jp/~lonestar-i/ 【HP】http://www.minamitei.com/ 

 

【買う（体験する）】 

泉州タオル館 本店 長左エ門 射手矢農園 

 

【PR 文】明治 20 年から続く大

阪タオル産地では、吸水性が良

く清潔で肌触りも良い後晒し

タオルの製法を一貫して守り

通してきました。 

日本タオル発祥の地の伝統と

誇りにかけて、安心、安全で高

品質なタオルをお届けいたし

ます。 
 

【PR 文】「伝統と素晴らしい味

を守りたくて百姓やってま

す」。「泉州たまねぎ」は、肉厚

で水分が多く、たまねぎ特有の

辛みが弱いのでやさしい甘み

を感じます。「松波彩音キャベ

ツ」は、ずっしりと重い中にあ

ま～いおいしさがぎっしりと

詰まっています。 

【データ】 

(住)市場西 1-8-8 

(営)9：00～17：00 

 

 

(休)土曜日、日曜日、祝日 

 

☎072-464-4611 

【特典】 

・店内商品 10％OFF 

※インターネット販売は対象外 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)上之郷 3301 

(営)要確認 

 

 

(休)不定休(※要確認) 

 

☎072-466-4156 

【特典】 

・たまねぎ、キャベツ 10％

OFF 

・射手矢さんちの泉州たま

ねぎドレッシング 10％OFF 

※インターネット販売は対象外 

【カード提示】精算時 

【HP】http://www.os-towel.or.jp/ 【HP】http://www.tamanegi.tv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★協賛店の内容等に変更が生じる場合がございますので、最新の内容は協賛店または泉佐野市 ふるさと創生課までお問い合わせください。 

★ご協力いただける協賛店を随時募集しています。是非、ご協力お願いいたします。 

 

【お問い合わせ先】泉佐野市役所 ふるさと創生課（☎072-463-1212 内線 2422） 
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【買う（体感する）】                                         (住)…住所 (営)…営業時間 (休)…定休日 

もんくたれ本舗 藤和商事 無添加手づくり石けん専門店 オラン・ク・オラン 

 

【PR 文】「素材の味をより豊か

な味にする」をモットーに小規

模メーカーだからこそできる

究極のこだわり！素材の持ち

味をそのまま活かし、料理をさ

らに美味しく食べていただけ

るよう開発しました。市販のた

れとの違いを感じてください。  

【PR文】アトピーを克服した元

生協商品開発担当者が「本当に

良いものを安く提供したい」と

の思いで開発した石けんです。 

アボカドオイル配合でしっと

りもちもちの肌に。産まれたて

の赤ちゃんや敏感肌の方でも

安心してご使用頂けます。 

【データ】 

(住)日根野 3300 

(営)9：00～18：00 

※お昼休み 12：00～13：00 

 

(休)土曜日、日曜日、祝日、お

盆、年末年始 

☎072-467-2529 

【特典】 

・1,500 円以上のお買い上

げで、店長オススメ一押し

のタレを 1 本（190ｇ）サ

ービス 

【カード提示】注文時 

※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売の場合は要問合せ 

【データ】 

(住)栄町 9-7 

(営)9：00～12：00 

 

 

(休) 火曜日、木曜日、土曜日、

日曜日、祝日 

☎072-462-0823 

【特典】 

・洗顔石けん（オレンジ）

サンプルをプレゼント 

※お一人様一回限り 

 

【カード提示】来店時 

【HP】http://www.monkutare.com/ 【HP】http://www.orangkeorang.com/  

オトメゴコロ 泉州おむすび MY HOME in文具の森 produced by Hirazen  コンベイ（紺谷米穀） 

 

【PR文】お米も塩も 100％泉州

産、人にやさしい素朴なおむす

びです。 

とことん地産にこだわった、

「あなたと泉州を結ぶおむす

び」。食材豊かな泉州から、お

いしいおむすびを届けます。  
 

【PR 文】創業 50 年の事務機器

商社㈱平善がプロデュース。ギ

フトに最適な趣味の文具とセ

レクト雑貨のお店です。特に筆

記具、万年筆の品揃えは、南大

阪トップクラス、大切な人への

贈り物や自分へのご褒美など

にご利用ください。  

【PR文】こだわりの厳選米をみ

なさんに！当店は、こしひか

り、ひとめぼれ、あきたこまち

など、日本全国の銘柄米を取り

揃えています。 

玄米もいろいろありますので、

是非お立ち寄りください。 

【データ】 

(住)市場西 3-4-31 

(営)11：00～売切れ御免 

※夏季 7：00～売切れ御免 

 

(休) 月曜日、水曜日、金曜日

のみ営業 

☎072-462-0014 

【特典】 

・おむすび 500円以上のお

買い上げで、50円 OFF 

※一部商品を除く 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)上町 3-8-20 

(営)10：00～19：00 

※土、日、祝は、18：00迄 

 

(休)火曜日 

 

☎072-463-1201 ㈱平善 

【特典】 

・店頭価格より 5％OFF 

※インターネット販売は対象外 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)南中安松 818-3 

(営)9：00～19：00 

 

 

(休) 木曜日 

 

☎072-465-7700 

【特典】 

・白米 5％OFF 

※インターネット販売は対象外 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【HP】http://ameblo.jp/otomegocoromusubi/ 【HP】http://www.bungunomori.com/ 【HP】http://www.konbei.jp/pc/index.html 

(株)鍵野商店 前田幸月堂 アロマテラピー＆メディカルハーブ hanairo 

 

【PR文】当社は、総合家庭用品

雑貨を販売しています。 

特に陶器は、産地から直接仕入

れて販売しております。 

陶芸作家の商品も多数取り揃

えておりますので、是非お立ち

寄りください。 
 

【PR文】当店は、モロゾフ、神

戸風月堂等の進物用お菓子を

中心に、なつかしい昔菓子、飴、

あられ等、袋物も各種取り揃え

ております。泉佐野駅から徒歩

20歩程度で便利ですので、出張

の際の手土産などにもご利用

ください。  

PR文】アロマ、ハーブ、タオル

や雑貨などを多数取り揃えて

おります。気軽に体験できるア

ロマトリートメントから個室

での本格トリートメントも可

能。AEAJ認定アロマセラピスト

が心を込めて施術させて頂き

ます。 

【データ】 

(住)栄町 9-9 

(営)9：00～18：00 

 

 

(休) 水曜日、日曜日 

 

☎072-462-3999 

【特典】 

・店内商品 10％OFF 

 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)若宮町 1-19 

(営)9：30～17：00 

 

 

(休)水曜日、日曜日 

 

☎072-462-0735 

【特典】 

・お買い上げ代金より 5％

OFF 

 

 

 

【カード提示】精算時 

【データ】 

(住)日根野 1596-3 

駐車場：有（５台） 

(営)10：00～18：00 

土曜日 10：00～12：00 

(休)日曜日、祝日  

その他不定休 

☎072-479-6300 

【特典】 

・10％OFF 

※スクールは対象外 

※インターネット販売は対象外 

【カード提示】来店時 
（トリートメントの場合は予約

時にその旨をお伝えください。） 

【HP】なし 【HP】なし 【HP】http://www.hanairo.co.jp 

   

      

      

   

 

 

★協賛店の内容等に変更が生じる場合がございますので、最新の内容は協賛店または泉佐野市 ふるさと創生課までお問い合わせください。 

★ご協力いただける協賛店を随時募集しています。是非、ご協力お願いいたします。 

 

【お問い合わせ先】泉佐野市役所 ふるさと創生課（☎072-463-1212 内線 2422） 

 

http://www.monkutare.com/
http://www.orangkeorang.com/eccube/html/
http://ameblo.jp/otomegocoromusubi/
http://www.bungunomori.com/
http://www.konbei.jp/pc/index.html
http://www.hanairo.co.jp/

