
☆必ず「OSAKA和泉市ファンクラブ会員証」をご提示下さい。

店舗名 住所等 電話番号 特典内容

PATISSERIE MOHN 和泉中央店
【ケーキ・スイーツ】

和泉市のぞみ野3-16-1 0725-51-0088

PATISSERIE MOHN　北信太店
【ケーキ・スイーツ】

和泉市太町61-27 0725-46-1770

御菓子司府中大寺屋　小田店工房 和泉市小田町3-2-13 0725-41-0271

御菓子司府中大寺屋　和泉府中店 和泉市府中町3-12-30 0725-41-3036

3 菓子工房　T.YOKOGAWA　和泉中央本店 和泉市万町268-1 0725-57-2888
商品５％引（一部商品除く）
※ただしポイントカード、その他キャンペーンとの併
用は不可（※現金、店頭払いに限る）

4 和菓子舗　栄久堂吉宗 和泉市池上町1-4-14 0725-43-0952
商品５％引（一部商品除く）
※ただしポイントカードとの併用は不可

5 旬の肴安　明るい農村 和泉市のぞみ野1-1-8 0725-57-8484
商品５％引（一部商品除く）
(※現金、店頭払いに限る)

6 ジュピター　　【輸入食材＆珈琲豆】
和泉市いぶき野5-1-12　（エ
コール・いずみアムゼモール2階) 0725-58-6631

コーヒー豆メンバーズカードポイント２倍押印
 (エコール・いずみ店のみ）

7 Walk　up　シューズ　【靴】
和泉市いぶき野5-1-11
（エコール・いずみ本館2階) 0725-57-0192

5,000円以上お買い上げの方に当店で次回以降使
える金券500円プレゼント

8 COSMETICS ユキ COSMETICS　【化粧品】
和泉市いぶき野5-1-11
（エコール・いずみ本館１階)

0725-57-0675 商品５％金券還元

9 ピーチクラブ　　【バラエティ雑貨】

和泉市いぶき野5-1-11
（エコール・いずみ本館１階) 0725-56-8738 ポイントカード２倍押印

10 ミスタークラフトマン　【靴修理と合鍵】
和泉市いぶき野5-1-11
（エコール・いずみ本館１階) 0725-57-5492 靴修理・合鍵作成10％引

11 光明池自動車教習所 和泉市和田町401-1 0725-56-1000
四輪本科5,000円・二輪本科3,000円割引
※審査料・特別練習を除く

12 料理屋　包丁一本 和泉市桑原町279-2 0725-43-7205 商品５％引（一部商品除く）

13 fresco　　【吹きガラス工房】 和泉市小野田町259 0725-90-2408
FACTORY　SHOPでのお買い物８％引
※ガラス製品のみ

14
日本人造真珠硝子細貨工業組合
『リアーナ』

和泉市尾井町2-2-19 0725-41-2133 お買い上げの方に、ちょっぴりプレゼント

15 カフェレスト　逵田（つじた） 和泉市幸2-2-39-108 0725-44-6129
ご結婚記念日・誕生日等のお祝いのお食事には、
当人様に限り当店特製チェリーのハニーカクテル、又
はグラスワイン1杯サービス

16
gateau romantique（ガトーロマンティーク）
【婦人服】

和泉市いぶき野5-1-11
（エコール・いずみ本館2階)

0725-55-3444 商品５％引（一部商品、セール品除外）

17 和泉市温水プール（サン燦プール） 和泉市上町584-1 0725-46-3131
ショップ商品3,000円以上お買い上げの方に
ミズノバスタオルプレゼント

18 和泉市コミュニティ体育館 和泉市光明台１丁目44-8 0725-57-0100
ショップ商品3,000円以上お買い上げの方に
オリジナルグッズプレゼント

19
Petits Petits Semence(プチプチスマンス)
【オリジナルベビーギフト、刺繍雑貨・小物】

和泉市室堂町39-5 0725-55-3136
限定ポイントカードお渡し
（1,000円以上お買い上げで、スタンプ1個追加押
印）

20 桜珈琲　和泉中央店 和泉市平井町320-1 0725-58-0390 テイクアウト商品1,000円以上ご購入で100円引

21
Sewing蓮・REN
【ソーイング教室】

和泉市のぞみ野3-778-94 090-4496-3698 生地5％引

22
ダンニャワード
【インド料理レストラン】

和泉市いぶき野5-1-12
エコールいずみショッピングセンター
アムゼモール２F

0725-92-6900

ランチ・ディナー時カフェセットメニューご注文のお客様に
ソフトドリンク一杯サービス（他のサービス・クーポンとの併用不
可）

23 IZ COFFEE （イズ珈琲） 和泉市万町 60-6 0725-56-3887 珈琲豆ご購入で、珈琲豆10％増量

24 Café Sweet Home 和泉市のぞみ野3-5-21 0725-24-2775
カフェタイム時(14時～17時)ケーキセット100円引きでご
利用いただけます【例：基本のケーキセット(ケーキ500
円・ドリンク450円まで)700円→600円】

25
ボタニカ　ボタニコ
【ガーデニング・ナチュラル雑貨】

和泉市はつが野3-12-1 0725-90-4933
商品10％引
(他のセールとの併用は不可)

26
トラットリア　ルチアーノ
【イタリア料理】

和泉市のぞみ野3-1-20 0725-26-0666
ディナーコースご予約の方に
ワンドリンクサービス

27
Ｃucina igusa
【イタリア料理】

和泉市はつが野3-12-2 0725-24-7720 畳の縁で出来た小銭入れプレゼント

中国料理　黒龍苑　伏屋町 和泉市伏屋町3-3-60 0725-55-6998

中国料理　黒龍苑　内田町 和泉市内田町4-2-5 0725-54-1916

29
fresa.15
【ヘアサロン】

和泉市池田下町173-1
メルベーユ和泉中央１Ｆ

0725-30-2346 全メニュー10％引

30 italian bar MUSICA 和泉市観音寺町685-2F 0725-40-1090 デザートサービス

31 ＣＡＦＥ　ＭＡＮＯ 和泉市万町242-1 0725-55-4540 店内でのご飲食5％引

28
おすすめメニューを550円でご提供
(詳しくはスタッフまで)
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1 商品５％引（一部商品除く）

2 ポイントカード２倍押印

※なお、特典内容につきましては予告なく変更となる場合がございますので予めご了承願います。下記内容は、2020年1月15日現在の情報です。



32 日本料理　みやこ 和泉市府中町2-1-5 0725-43-0704 会席料理 5,400円　→　4,860円でご提供

33 夕食Diningげんべ
和泉市内田町4-12-21
ラディッシュガーデン103

0725-26-0660 本日の一品を無料でご提供

34 中国菜館　あんずの花 和泉市いぶき野5-8-2 0725-55-7576
ご飲食代より5％引
(他のサービスとの併用は不可)

35 ガラス工房“邦” 和泉市王子町3-7-11-102 090-5962-3238
ガラス細工を体験の方に
しずく玉のキーホルダーと次回使える金券
（500円分）1回限りプレゼント

36
団塊劇画銀行ichi-to-hachi
【劇画コミックライブラリー＆レアなお酒のバー】

和泉市弥生町1-1-4
パインリーフ和泉

0725-54-8501
団塊の世代(1947年～1949年生)の方
飲物10％引
一般の方　飲物5％引

37 お好みガーデンローゼ
和泉市弥生町1-1-4
パインリーフ和泉

0725-44-7767 店内でのご飲食5％引

38
花菜おに工房
【薪窯パン・レストラン】

和泉市春木川町97-1 0725-54-3088
薪窯パン1,500円（税込）以上お買い上げの方
100円引（本店のみ）

39
伯舟庵
【仏画デザイン・絵写経体験】

和泉市仏並町1329 0725-90-7728
伯舟庵WEBストア内で使える
「500円割引クーポン」プレゼント

40 ケーキの店　ありこるーじゅ 和泉市箕形町3-9-7 0725-53-3233 商品5％引

41
ユーポス和泉中央店
ニコニコレンタカー和泉中央駅店

和泉市唐国町1-18-34 0725-53-5606
ニコニコレンタカーご利用又はお車をご売却の方に
ユーポスオリジナルグッズをプレゼント

42
Rabbit-Ruru
【うさぎ専門店】

和泉市府中町1-8-3 0725-40-3456
うさぎをお買い上げの方にエサ・おやつを
プレゼント

43
わくわくかおりglass
【ベネチアンガラスフュージング体験教室】

和泉市青葉台の住宅街にある隠
れ家的工房です。
詳細はお電話かメールにてお問い

合わせください。

090-6757-1219 初回200円引

44 関西トランスウェイスポーツスタジアム 和泉市下宮町160 0725-58-7061
ミズノ製品3,000円以上お買い上げの方に
スポーツタオル1枚プレゼント

45
Aider
【出張着付・ヘアメイク・ブライダル】

和泉市黒鳥町2-4-7
050-3634-8181

結婚式・ブライダルフォトご相談いただいた方に
リングピロープレゼント

46
カレーハウスCoCo壱番屋
和泉いぶき野店

和泉市いぶき野5-5-2 0725-50-5110
カレーお召し上がりの方に
105円ドリンクサービス(和泉いぶき野店のみ)

47 ゲストハウス藤畳 和泉市池田下町240-1 0725-92-7881 宿泊代金5％引

48 Cafe TENTO 和泉市仏並町805 0725-92-1655 ランチセットメニューご注文のお客様100円引

49 トータルフォトスタジオウイン
和泉市内田町1-6-35

0725-53-2323 ご利用代金から5％引

50 パンケーキカフェcafeblow和泉府中店 和泉市府中町1-5-2 080-2412-3192
ご飲食代より5％引※他の特典との併用は不可
（パンケーキカフェcafeblow和泉府中店のみ）

51 こゆき食堂 和泉市下宮町93-1 0725-24-2982 ランチ＋ドリンクご注文のお客様100円引

52 pâtisserie  épisode （パティスリーエピソード） 和泉市府中町1-21-28 0725-40-0140
イートインスペースご利用のお客様
ケーキとドリンクご注文で100円引
（他割引との併用は不可）

53 まさなみ工房 和泉市伯太町5-2-30 0725-45-4684 表示価格の5％割引

54
はなねこ
【手作り体験教室・ハンドメイド品販売】

和泉市和気町
＊自宅教室のため、予約確定後に

　 住所の詳細情報をお伝えします。
090-7351-5063 5000円以上のご利用で500円引

55 着付けの心華ここはな
桃山学院大学近く（自宅教室の
ため、お申込み時に詳細をお
伝えします）

070-2319-8944 着付け料金500引

56 佐竹ガラス 和泉市幸2-11-30 0725-41-0146
トンボ玉体験代100円引、ガラスSHOP商品３％引
他の割引との併用不可

57 OUKAI　VILLA（オーカイ　ビラ） 和泉市坪井町400-1 0725-92-2020
宿泊代金5％引（電話予約をして現地でお支払いの方の
み）

58 Happy Country Chalk&Design Studio 和泉市唐国町2-7-19 080-3765-8646 チョークアート体験初回200円引+ミニプレゼント

59 パン工房ぺぺ・とと 和泉市府中町1-5-5 080-5315-4668 500円以上お買物で50円引

60
心寿　～shinju～
【石けん販売・石けん教室】

和泉市伏屋町
＊自宅教室のため、予約確定後に住

所の詳細情報をお伝えします。
090-5367-3518 教室体験料100円引


