
コンシェルジュが行く！！
第5弾

情報サイト「大阪ルッ
チ」で紹介！

大注目の和泉市“自然
に囲まれた癒しカフェ

” 

“パンシェルジュ厳選
のおすすめパン屋さん

”に

コンシェルジュが行っ
てきました！！

　情報サイト
「大阪ルッチ」
　　に掲載中!

和泉市の

パンシェルジュ厳選の
パン特集パン特集

お洒落な ＆癒しカフェ癒しカフェ
おすすめ

便利！

和泉市と和泉市内の民間店舗等が相互に協力し、和泉市の魅力を市内外に発信することを目的に行っ
ているプロジェクトです。申請のあった和泉市内にある観光施設や民間店舗等に対して、「ココロ トリコ 
イズミ」和泉市公式ロゴマークにオリジナルの要素を取り込んだオリジナルロゴマークを作成し、お渡
ししています。出来上がったオリジナルロゴマークを、チラシや名刺など、あらゆるツールに自由に活用
してみませんか。和泉市内にある企業・団体等であれば申請可能です。

まちがい探し
イラストのまちがいに記しを付
けて5カ所全て見つけられたら
「恋文」をご持参の上、和泉市い
ずみの国観光おもてなし処 和
泉府中（JR和泉府中駅前）・和泉
中央（泉北高速鉄道和泉中央駅
構内）までお越しください。素敵
な賞品をお渡しします。

※賞品の数には限りがあります。賞品の
引換は2019年9月30日まで。

オリジナルのロゴマークを作って、
和泉市をもっと盛り上げよう！

カラーバリエーション豊富な
完全オリジナルロゴ

POINT
使用料無料で
今すぐ申請できる！

POINT

in 

2019年3月発行・作成10,000部　1部あたり単価は30円です。

和泉市府中町一丁目19-9（JR和泉府中駅前）
TEL：0725-40-5552　FAX：0725-40-5553
営業時間：10：00～18：00
休館日：月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

Facebook
https://www.facebook.com/izuminokunikankou/

和泉市観光ホームページ
いずみの国和泉市の魅力満載です。

和泉市観光 検索

https://twitter.com/izumiomotenashi
@izumiomotenashi

和泉市観光ホームページ「SATOMACHI IZUMI」
おでかけのお役立ち情報が満載！

ぜひご覧
くださ～い♪

和泉市いずみの国観光おもてなし処

弥生時代の集落跡として全国有数の規模を誇る池上曽根遺跡のある、長
い歴史をもつまち、和泉市は昔ながらの豊かな自然風景も残しながらも、
大阪市内からも近く、大型商業施設のある都会的なまちです。そんな田舎
【里】と都会【まち】が融合したまち、「さとまち」和泉！ ぜひお越しください！

ステキな賞
品を

ゲットしよ
う！

和泉市ブランドロゴプロジェクト

★和泉市ブランドロゴプロジェクト始動！★

※ご興味のある方は詳しくは和泉市観光ホームページ「SATOMACHI IZUMI（サトマチ　イズミ）」内プロジェクトページをご覧ください。
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A こゆき食堂

D パン工房 ぺぺ・とと

C パン工房 フルニエ

Cafe TENTO

商店街ロードインいずみの中、可愛い猫ちゃんの看
板が目印のパン工房『ぺぺ・とと』。イーストフード
を使用せず、生地にはバターを使用したオーナーこ
だわりのパン工房です。おすすめは独特の旨味のあ
るもっちもちの湯種食パン。そのまま食べるともち

もち感。焼くとサクサクしてまた
違った食感を楽しめます。くるみ
やクランベリーを使ったパン、おか
ずパンも充実していてチーズやチ
キンの入った優しい味のカレーパ
ンはずっしりボリューム満点♪

こゆき食堂
住所：和泉市下宮町93-1
電話：0725-24-2982
営業時間：11:00～16:00
定休日：不定休　駐車場：あり　
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バ

ス「槙尾山口」行に乗車「下の宮」下車
すぐ

A

南海バス「下の宮」バス停から少し歩くと
小さな看板があり、その奥にひっそりとレ
トロな外観の「こゆき食堂」が！ おしゃれ
な看板や外壁の模様、店内に飾られた絵
は、店主ゆきさんの娘さんの友人のデザイ
ナーが手掛けられたそうです。 こゆき飯
の豚肉はとってもジューシー！

和泉中央駅から徒歩15分、桃山学院大学に向かうまでに見えてくる赤いオーニン
グが目印。『フルニエ』に来たら押さえておきたいのが“角食パン” 売り切れごめん

の角食パンは、スライスサービス
も行っており、予約もできるそう
ですよ♪

大阪ルッチ“パンシェルジュ”が厳選！コンシェルジュが行く！！
大阪ルッチを見て、ライターおすすめの
和泉市の癒しカフェ＆パン屋さんに
コンシェルジュが行ってきました!!

第5弾
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和泉市いずみの国観光おも
てなし処で観光案内をしてい
ます。和泉市の行きたい場所
や知りたいことについて、何
でもおたずねください！ 魅
力情報をお答えします！

コンシェルジュとは？

早起き必須！匠が手がける
パン工房『フルニエ』
早起き必須！匠が手がける
パン工房『フルニエ』

窓から四季を感じながら
元気飯『こゆき食堂』
窓から四季を感じながら
元気飯『こゆき食堂』

食を見直すきっかけをつくる
『Cafe TENTO』

テ ン ト ウ
食を見直すきっかけをつくる
『Cafe TENTO』

テ ン ト ウ

地元で大人気！毎日食べたい個性派パン 
パン工房『ぺぺ・とと』

地元で大人気！毎日食べたい個性派パン 
パン工房『ぺぺ・とと』

薬膳ランチプレート(1280円)※デザートセットは
1980円『TENTO』の人気ニューは、おかずが沢
山つまった健康プレート。季節で変わる地元の採
れたて新鮮食材が使用されています。

季節の手作りロールケーキ(450円)大納言小
豆をじっくり煮た胡桃あんこがのっています。

こゆき飯(1300円)三重県から取り寄せている
店主のゆきさんが惚れた豚肉を使用。

「和泉市でレトロな田舎の空気を味
わえる仏並町にある古民家café。
シャンデリアとソファが古い家屋に
マッチしていて静かでとても居心地
のよい空間です。こだわりのオーガ
ニック珈琲は徳之島の宮出珈琲園
から直接取り寄せており、豆だけで
なく珈琲の葉っぱから実まで味わ
えると熱く語って下さったオーナー
の藤原さん。薬膳ランチと一緒に
ぜひオーダーしよう！

コンシェルジュの
おすすめは、みるく
シュークリーム。外
側の薄いクッキー
生地の中に溢れん
ばかりの濃厚クリー
ムがたっぷり♥

桜が満開の頃は、
カフェの窓からお花見
ランチができて
最高だろうなぁ…

(*^_^*)

大阪ルッチ

和泉市のおすすめ
パン屋さん8選！

パンシェルジュが厳選！

おもてなし処から
近いのでランチに
買いに行きま～す♥

和泉市のおすすめパン屋さん和泉市のおすすめパン屋さん
キーワード検索で常に上位に表示！ 大阪のお出
かけ・グルメ情報に定評のある大阪情報WEBメ
ディアです。観光、グルメ、デート、イベントなど
を“面白く、わかり易く” 紹介しています。

URLを入力しなくても『大阪ルッチ　和泉市』と
検索していただくだけで、すぐに出てきますよ☆
https://osakalucci.jp/

大阪ルッチ とは

パン工房 フルニエ
住所：和泉市のぞみ野三丁目11-24
電話：0725-55-2220
営業時間：6:00～売り切れまで
定休日：月・木・日　駐車場：あり　
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩約15分

C

パン工房 ぺぺ・とと
住所：和泉市府中町一丁目5-5
電話：080-5315-4668
営業時間：9：00～18：00　定休日：日・祝
駐車場：商店街パーキングをご利用くださ

い。500円以上お買い上げで駐車
券30分無料券をお渡しします。

Instagram：pankoubou_pepe_toto
交通：JR阪和線和泉府中駅から徒歩3分

D

自然に囲まれた
和泉市の癒しカフェを
11店舗ご紹介

大阪ルッチ
大阪ルッチライターがおすすめ！

和泉市の癒しカフェ和泉市の癒しカフェ
仏並町の大畑町民館の裏にある『Cafe TENTO（カフェテントウ）』
“TENTO”は“お天道様”のテントウを表します。こちらは高齢化が進
むこの地域の活性化を考えられたカフェでもあります。『お天道さん（太
陽）のように老若男女みんな平等に。やさしさや温もりを感じほっこりと
できる空間になりますように』とい
う意味がこめられているそう。
温かみのあるカフェがこんなとこ
ろに＾^

店内は“自宅のリビングのような”がコンセプト。家具はあえ
てカフェっぽい家具ではなく自宅でも使われるような家具を
チョイスしたそうですよ♪左側の窓からは桜の木がみえて思
わずぼ～っと眺めちゃう。春夏秋冬色んな顔をみせてくれる
景色はこゆき食堂にくる皆の癒しになっています♡

フルニエのパンには、
日々の食事を楽しく健やかに

するための工夫がたくさん詰まって
います。シェフの健康に対する
思いに影響を受けて、家族にも
食べてもらいたくなり

ました♪

地元で有名な、本格的なハード系パンを提供するパン屋さんです。コンシェルジュのオス
スメはバゲットアンジュ！ フランス産小麦・塩・水・酵母・自家培養酵母種で、ゆっくり
ゆっくり熟成させた生地を焼き上げたバケットは、日本バゲットコンクールでグランプリ
を獲得しています。おかずパンもどれも美味しくて、ついついトレーがいっぱいに(*^_^*)

Cafe TENTO （カフェテントウ）
住所：和泉市仏並町805
電話：0725-92-1655
営業時間：（月）～（土）11:00～16:00、
　　  （日）9:30～16:00（ラストオーダー 15:30）
定休日：不定休　駐車場：あり　
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バ

ス「父鬼」「槙尾山口」行に乗車、「槙
尾山口」下車、徒歩4分

B



和泉市の南部、標高約300ｍのいずみふ
れあい農の里の中にあるいちご農園。晴れ
た日には淡路島、あべのハルカスが見えま
す！ 春＝イチゴ狩り、夏＝流しそうめん・
ブルーベリー狩り・とうもろこし狩り、秋
＝サツマイモ掘り等、一年を通じてＢＢＱ、
季節に応じた味覚狩りが楽しめます。かわ
いいやぎの赤ちゃんにも会えるよ♪

教室には約30台の手織り機があります。独自に開発された専
用の織り機なので、初心者でも簡単に使いこなせます。沢山の
材質の糸から直観で選びオリジナルな作品をつくりましょう♪

54

コンシェルジュが大阪ルッチのサイトを見てチェック！

松尾寺公園

さをり織り体験（さをりの森）大阪ルッチでは、カフ
ェやパン屋さんのグル

メ情報のほか、

　　和泉市のさまざま
なお出かけスポットも

紹介しています。

　その中から、コンシ
ェルジュがお子様と一

緒に楽しめる

オススメのスポットを
ピックアップしてご紹

介します！

いずみ小川（こがわ）いちご農園はそれぞれ生産
者が異なる青・橙・緑・赤の4つのハウスが集合し
ているいちご農園なんです。どこのハウスもレベ
ルが高く、中には全国ベスト5に入るんじゃない
かと思う所も！ 立ちながらいちご狩りが出来るよ
うになっているので、ずっとしゃがみっぱなしにな
らずで身体も楽ですよ♪

“さをり織り”は、1969年に「城みさを」さんが始めた感
性の手織りで、「機械織りの真似はしない」ことを基本に
しています。余り難しいことは考えず、自由に、自分の好
きなようにゆったりと楽しく織ってください。テーブルク
ロスやマフラーなど自分だけのオンリーワンを作りま
しょう！

毎週土・日の吹きガラス体験講座(予約制)では、一人4,000円でハンド
メイドのガラス器を制作することができます。溶けたガラスで食器や花
器を作ることは凄く難しい特別なことのように思っていませんか？もち
ろん土を手でこねるようにはいきませんが、やってみると意外とすぐにマ
イグラスが作れますよ♪店先に並ぶまっすぐで薄いグラスとは違います
が、世界で一つ！ あなただけのグラスを作ってみましょう(^O^)/
『フレスコ』では、身長130㎝以上あれば、一人で体験もOK！130㎝未
満のお子様でも保護者同伴なら一部体験が可能になっています。子ども
から大人まで一緒に楽しむことが出来ます。

1200℃という超高温で熔解されたガラスはハチミツのように柔らかくなり、パイプの先端に巻
きつける事ができます。そしてそのパイプの端から息を吹き込むと、息はガラスを押し出し、器
の形へと変化していきます。

十数種類のサンプルからお好きな器を一点選んで制作でき
ます。色も自由に選べますよ。他のクラフトやアートとは全く
違う、吹きガラスを体験してみましょう♪

約2時間で、テーブルクロスができます。

駐車場から散策路を歩き、矢印の方向に進
むと芝生広場へとつながりますよ。
この他、松尾寺公園には展望台や散策路も
あり、時間を忘れて癒されることができます。
小さいお子様連れのご家族や、ゆったりした
時間を過ごしたい方におすすめですよ！

『いずみ小川いちご農園』では、シーズンごとに作るいちごの品種が変わる
こともありますが、紅ほっぺ・さがほのか・章姫・とちおとめ・女峰・アス
カルビー・おいCベリー・やよいひめ・レッドパールほか、あまり知られて
いない品種も少しですが栽培しています。どの品種のいちごもそれぞれの
特徴があり、もう練乳いらずの甘さ、美味しさですよ♡

芝生広場には、子どもたちに
大人気のローラーすべり台も
あります。これは大人もテン
ション上がっちゃいますね！

ローラーすべり台を
実際に滑る動画を
チェック！

吹きガラス体験 ※要予約
実施日：毎週土・日（10:00～/14:00～）
料金：4,000円（1人）

【2019】大阪の
”いちご狩り”13選を
日本いちご協会長が紹介！

大阪ルッチ

和泉市の
「さをりの森」で
さをり織りを体験！

大阪ルッチ

和泉市のおすすめ
観光施設をまるっと
8選ご紹介！！

大阪ルッチ

工房で作られた商品は、
お洒落なショップで購入
する事もできます。グラ
スやお皿以外にも光に
かざすと美しい素敵な
ピアスもありました♪

松尾寺の上に遊具のあ
る公園があることはあ
まり知られておらず穴
場かも。平成29年に
和泉市初の公立の小
中一貫校「南松尾はつ
が野学園」ができ、松
尾寺公園周辺の道路も整備さ
れました。お子様連れでお弁
当を持って出かけてみては？

一面が芝生の広場には、
見晴らしのいい小屋も！
思わず「ヤッホー」と
叫びたくなります♪

素敵なオリジナル
テーブルクロスが
出来ました♥

さぁ、何を
織ろうかな…

和泉市にある“いずみふれあい農の里”内に、
「いずみ小川いちご農園」があります。

公園内には、秋にかけて鴛鴦（おしどり）やルリビタキが渡ってくる
池があります。紅葉の時期には木々が色づきステキな景色が広が
るので、写真愛好家さんにも人気のスポットなんですよ！

松尾寺公園は松尾寺に隣接し、
和泉市の誇る緑豊かな公園です。

フレスコは、槇尾山近くの
自然に囲まれた吹きガラス工房です。

自由に織り進めていく
いつもとは違う休日体験。

いずみ小川 いちご農園
こ が わ

公園内の池
秋には鴛鴦やルリビタキの姿も

お し  ど り

松尾寺公園
住所：和泉市松尾寺町1996-12-7
電話：0725-51-2340
　　（まなびのプラザ緑化センター）
駐車場：あり
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南

海バス「松尾寺」行に乗車「松尾
寺」下車、徒歩約7分または「はつ
が野」行に乗車「南松尾はつが野
学園前」下車、徒歩5分

E

いずみ小川いちご農園
住所：和泉市仏並町2043
電話：0725-92-3232
　　　（受付時間：9:00～17:00）
定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）
駐車場：100台（無料）
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南

海バス「父鬼」「槙尾山口」行に乗
車「槙尾山口」下車、徒歩約30分

F

さをりの森
住所：和泉市室堂町613-1
電話：0725-57-7022
営業時間：9:30～17:30
定休日：年中無休（お盆・年末年始を除く）
駐車場：あり
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南

海バス「槙尾山口」「父鬼」行に乗
車「室堂」下車、徒歩7分

G

fresco（フレスコ）
住所：和泉市小野田町259
電話：0725-90-2408
営業時間：10：00～18：00（体験工房）
定休日：火・水曜日
駐車場：あり
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南

海バス「父鬼」「槙尾山口」行に乗車
「槙尾山口」下車、徒歩約10分

H

吹きガラス体験 fresco
フ レ ス コ

いちご狩り詳細 ※完全予約制
開園期間：3月2日（土）～5月26日（日）までの水・

土・日・祝（春休み及びゴールデンウィー
ク期間中の開園日については要確認）

開園時間：10：00～15：00 ※なくなり次第終了

料金：中学生以上・1,500円。小学生・1,300円。2

歳以上・900円。団体割引あり/20名以上で

一人100円引きに！！

自分で作ったグ
ラスで

飲むビールは最
高！

お気楽クラス（日帰り） ※予約不要・時間無制限
受講料：基本料1,000円+材料費（10円/g～）・税

別。期間

中の基本料金が何度でも無料になるお得な「年間

パスポート（3,800円・税別）」もあり。 

この他に、本格的にさをり織りを楽しみたい方

にピッタリな月謝制のコースもあります。詳しく

は公式サイトをどうぞ。

和泉市の観光体験
スポット６選！家族で
楽しめる遊び場特集

大阪ルッチ



「ロードインいずみ」

友だち登録をしていただいた方には自動的に、
OSAKA和泉市ファンクラブ会員証が配信されます。
この会員証を和泉市内のファンクラブ協力店舗に
見せるだけで各種割引サービス等を受けていただけます。

76

NEW

NEW Cafe TENTO カフェ テントウ

住所：和泉市仏並町805　　電話：0725-92-1655
営業時間：（月）～（土）11:00～ 16:00、
 （日）9:30～16:00（ラストオーダー 15:30）
定休日： 不定休　　駐車場：あり
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から南海バス「父鬼」
「槙尾山口」行に乗車「槙尾山口」下車、徒歩4分

和と洋が融合した雰囲気の良い古民家カフェ。

薬膳プレートや酵素玄米カレーが人気です。

木製キッチンなどがあるキッズルームもあり、

お子様連れにも人気です。

ランチセットメニュー
ご注文のお客様 100円引

成人式の振袖レンタル、前撮り記念写真、当日

のお支度までお任せください。和泉市の新成人

の方には「近くて便利、振袖もかわいい！」と大

好評★七五三やお宮参りなどの家族写真、着物

のレンタル、海外の方の着物撮影も可能です。

ご利用代金から5%割引

2019年2月1日（金）、タイから人気ブロガーのPINSEETHONG PARINYAさん PETEさんが和泉市を訪問。
冬の関西の魅力をタイ国内に発信するために来日され、関西空港到着後最初の見学地として和泉市を訪問さ
れました。当日は、きもの体験日本人モデル2名（近畿日本ツーリスト関西社員）が同行し、ヘアセット・着付け・
カメラマンによる写真撮影を体験。わずかな時間でしたが、JR和泉府中駅前の商店街の雰囲気や「和泉」の地
名発祥の地「泉井上神社」などを楽しんでもらいました。

トータルフォトスタジオウイン

住所：和泉市内田町一丁目6-35　
電話：0725-53-2323　
営業時間：10：00 ～19：00
定休日： 火・水　　駐車場：あり　
交通：泉北高速鉄道和泉中央駅から徒歩約15分

人気ブロガー2名が和泉市を訪問しました！

観光おもてなし処
information

はじまり
ました！

で朝食

次の視察先へ移動

8:00

9:30

9:45 10:00

10:35

10:50

に観光バスにて到着、
記念写真撮影

おもてなし処(和泉府中)前

桜珈琲和泉中央店

「きもの庄司」 「泉井上神社」日本人モデルと、
にて合流し、着物の種類や
デザイン・店舗雰囲気などを見学

「きもの庄司」から

へ移動し写真撮影体験
モデルさんや神社の写真など
撮影されていました

和菓子店にて、お土産の購入

JR和泉府中駅前へ戻り、

内の

JR和泉府中駅前商店街「ロードインいずみ」
にある「きもの庄司」へ徒歩にて移動

2019

2 1
年

月 日 金
from THAILAND

２月１日（金）の行程

OSAKA和泉市
ファンクラブ会員証を
持ってお出かけください♪

和泉市の観光・グルメ情報だけでなく穴場スポット等も配信！様々な
魅力情報をタイムライン及びトーク画面を活用して発信していきます。また、
定期的に「いずみの国からの恋文」電子版を配信します。

この度、観光おもてなし処LINE＠アカウントを開設したことに伴い、和泉市PR誌【いずみの国
からの恋文】の発刊は本号をもちまして終了とさせていただきます。今後はLINE＠を活用し、
今まで以上に旬の情報を旬の時期に皆様にお届けできるよう電子版「いずみの国からの恋文」
として和泉市の魅力情報を配信していきます。

LINE＠公式アカウントについては次ページで詳しくご紹介しています。

アカウント名：観光おもてなし処
ID：@pio3812u

※同時に和泉市の公式アカウントも開設しています

観光おもてなし処
公式アカウントに
「友だち登録」してね!!

登録は
簡単！

配信

現行のOSAKA和泉市ファンクラブ会員証（紙媒体）は2019年5月31日（金）をもって利用
終了となります。今後については、和泉市いずみの国観光おもてなし処のLINE＠公式アカウン
ト（2019年3月1日より開設）にて配信される電子版会員証をご利用いただくこととなります
ので、お早めに公式アカウントから「友だち登録」をお済ませいただくようお願いいたします。

2019年3月1日（金）
よりスタート!

友だち登録で
和泉市をお得に
楽しもう♪

ファンクラブ協力店舗は
和泉市観光ホームページ
「サトマチイズミ」にて
確認いただけます。

微笑みの国タイから

タイに帰国されたあと、インスタグラムで和泉市を紹介してくださっています♪
インスタグラムで「tiewyeepoon」を検索してみてね！


