Southern 緑豊かな大阪屈指の
南部
フルーツの産地に安らぎと
絶品スイーツを求めて
ホリデードライブ。

SNS映え間違いなし♥
和泉のカフェ＆スイーツ

お出か
けの前に
は
各店の
QR コ ー
要チェッ ドを
ク！

IZUMI

和泉市には思わず写真を撮ってしまいたくなるようなカフェ＆スイーツ店がたくさん点在！

A パフェとクレープのお店 ぶどうの木
B

CAFE Ruota

北信太駅

カフェ ルオータ

C パンケーキカフェ cafe

古民家カフェでいただく、
大吟醸酒香るプ レミアムスイーツ。
河内長野の地酒 ・ 天野酒の大吟醸酒と
酒粕、クリームチーズ、きび糖などを使って

P

カフェ ブロ ウ

D
E

カフェ テントウ

焼き上げたチーズケーキ。 口に運べば大

和泉府中駅

Ange

F

●和泉市役所

甘甘堂

480

カンカンドウ

G ケーキの店 ありこるーじゅ

線

央

中

泉

和

のでお子様も安心です。

H 菓子工房 T.YOKOGAWA 和泉中央本店

石造りの薪窯で焼き上げた
パンとデザートを堪能 。
フォンケーキ、タルト等、無添加手作りス

ブロックから手切りして作る
パテは肉の味わいが濃厚。

イーツが選り取り見取り。 ドイツの老舗

天然酵母を使ったオリジナルのバンズ。 時間をか

どの軽食と、スコーン、パウンドケーキ、シ

高級紅茶ブランド・ ロンネフェルト社製

けて発酵させる分、 奥深い風味が生まれます。 パ

の紅茶も9種類の中から選べます。

I

がこだわり。 赤身肉のしっかりした食感とジュー

J

KGC FOREST BRIDGE
ケージーシー フォレスト ブ リッジ

☎0725-99-0212
住所：和泉市大野町662
営業時間：11：00〜15：00
定休日：木曜 駐車場：あり

いずみの愛され

和泉シティプラザ総合案内●

CAFÉ MANO
CAFE BONBONS

K

IZ COFFEE
イズ 珈 琲

L

PATISSERIE MOHN 和泉中央店

480

パティスリー モーン

外環
状線

R

ハナナ おにこうぼう

☎0725-54-3088
住所：和泉市春木川町97-1
営業時間：9:00〜17:00
（L.O.16：00）
、
土日祝9:00〜18:00（L.O.17：00）
※なくなり次第終了
定休日：火曜日
（祝日の場合は翌日振替）
駐車場：あり

いずみの国観光おもてなし処
コンシェルジュも絶賛!!

カフェ・ボンボン

シーな味わいが口いっぱいに広がります。

花菜おに工房

泉

道

鉄

速

高

北

カフェ マーノ

テは、牛肉をかたまりのまま仕入れ、手切りするの

※アフタヌーンティは前日までに予約をして頂き
12時以降のご提供とさせて頂きます。

光明池駅

和泉中央駅

ティー・ヨコガ ワ

自家製パンのサンドイッチやバーガーな

Q

GUIDEBOOK

30

阪和自動車道

リーミーな舌触り。 アルコール分はゼロな

信太山駅

アンジュ

☎0725-92-1655
住所：和泉市仏並町805
営業時間：11:00〜16:00
（L.O.15：30）
定休日：水曜 駐車場：あり

吟醸の芳香がパッと広がります。 とてもク

blow 和泉府中店

パティスリー エピ ソー ド

Cafe TENTO

堺泉北北有料道路

26

pâtisserie épisode

M オヤジのたまご ループ
N

はつが野テラス

O

ANTIQUA TREE CAFE

170

170

アンティカ ツリー カフェ

P

Cafe TENTO
カフェ テントウ

Q

花菜おに工房
ハナナ おにこうぼう

R

480

KGC FOREST BRIDGE

※掲載情報の内容は、2020年11月現在のものです。
お求めの商品の在庫がない、または販売されていな
い場合がございます。予めご了承ください。
※日々、変化する状況に対応して掲載各店舗では休業
や営業時間の短縮を行っている場合がございます。
お越しの際は各店舗へご確認のうえ、ご来店いただ
きますようお願い申し上げます。

ケージーシー フォレスト ブ リッジ

照り焼きとサルサ、 2種類のソースが味の決め手。
ハニーマスタードを塗ったオリジナルの
バンズに、国産牛を使ったパテとたっぷ
り 野 菜 を 挟 ん だ バー ガ ー は か な り ボ
リューミー。 パテはシングルとダ ブルが
選べます。 2種類の自家製ソースを使い、
味に深みを出しているのも特長です。

S

農園cafe苺果（いずみふれあい農の里）
のうえんカフェ いちか

T

GREEN ROOM
グ リーン ルーム

T

GREEN ROOM
グ リーン ルーム

☎0725-90-5325
住所：和泉市槇尾山町86-1
営業時間：11:00〜17:00
定休日：無休 駐車場：あり

和泉市いずみの国観光おもてなし処
和泉府中

生産者さんの手作り。
チーズといちごのハーモニーが絶妙。
小川いちご農園で栽培するいちご
の中でも特別美味な複数品種の
完熟実をたっぷり使用。 いちごがゴ
ロ っと残 ったジュ レとク リ ーミーな
チーズケーキを混ぜながらいただ
きます。 ソースとサクサククッキーを
後乗せして味変も楽しんで。

S

農園café苺果

（いずみふれあい農の里）
のうえんカフェ いちか

☎0725-90-3000
住所：和泉市仏並町2040
（農の里設置のキッチンカーで販売）
営業時間：10:00〜15:00
（土・日曜日・祝日のみ営業）
※悪天候時は休業の場合あり。
駐車場：あり

和泉中央
● 和泉市いぶき野5丁目1-1
（泉北高速鉄道和泉中央駅構内）
● TEL0725-56-5200 ● 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

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

izumi̲stagram

和泉市いずみの国
観光おもてなし処

大阪府和泉市オフィシャル

● 和泉市府中町一丁目19-9
（JR和泉府中駅前）
● TEL：0725-40-5552 ● 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

検索

いずみカフェ＆スイーツ
ガイドブック

Cafe & Sweets

きっと毎日でも通いたくなるはず。 駐車場完備のお店が多く、お出かけには車が便利。

トカイもイナカの魅力もいっぱいの
和泉市でおすすめの場所や季節の情
報を皆様にお届け!ぜひ和泉の好きを
"タグ付け"または"#izumipics"をつけ
投稿してね!

配信

登録

簡単 は

！

友 だ ちになるとお 得が いっぱ
い！和泉市内の飲食店等で各種
特典を受けることができます！
アカウント名：
和泉市いずみの国
観光おもてなし処
ID：@pio3812u

発行元

〒594 - 8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号

和泉市 産業振興室 商工観光担当

令和3年2月発行・作成10,000部。1枚あたりの単価10円です。
（デザイン費含まず）

20選

FO LL OW M E

イズミスタグラム
やってます！

季節のフルーツでお洒落した
カラフル可愛いケーキ。

テンション上がる、
お芋とソフトの
コラボレーション。

わざわざ 行 きたい、 絶 対 食べたい

和泉カフェ＆スイーツ

有機栽培の小麦粉に米粉をプラス。 しっとり、もっちり焼き上げたヘルシーなケーキ。
表面をキャラメリーゼしているのでサクサク感も加わり、多様な食感が楽しめます。
ふんわり軽く、ボリュームたっぷり13cmのケーキもペロリです。

カップにたっぷり詰まったバニラ

都会と田舎の良い面を両方兼ね備えた

和泉中央店

の 餡 が か か り、 大 学 い も の ス
まさに女子が大好きなお芋づくし。

オシャレでハイレベルなお店がそろっています。

濃厚なのにしつこくなく、幸せな甘

きめ細かで
口どけの良い生地は、
しっとりフンワリ。

さに自然と笑みがこぼれます。

F

Northern 駅近だから、 スイーツの名店めぐりという
北部
夢も叶っちゃいます。

甘甘堂
カンカンドウ

☎0725-24-5620
住所：和泉市桑原町283-1
営業時間：15:00〜20:50
定休日：水曜・第2・３木曜 駐車場：あり

何度も試作を重ねて作り上げた自慢のロールケーキは、

Central
中部

少し酸味のあるブルーベリーのピュレ
ソースとサクサクのワッフルクッキー、

オーナーが、その日食べ頃の物、一番美味しい物、

濃厚なバニラアイス、 生クリームとスポ

珍しい物などをセレクト。 グラスの底にもフルーツ

ンジケーキの層とボリューム満点です。

が忍ばされ、 最後まで美味しい仕掛けが。

B

☎0725-53-3233
住所：和泉市箕形町3-9-7
営業時間：9:30〜19:00
※完売次第クローズ
定休日：火曜・水曜 駐車場：あり

ングパウダーなどは一切使わず焼き上げた生地で純
すっきりしていて、フォークが止まりません。

ドーン。 豪快な盛り付けにまずビックリ。

ら、 パフェの主役はフルーツ。 果 物のプ ロである

ありこるーじゅ

生クリームを使用した特製クリームをロール。 後味が

一番上 に レアチ ーズケーキが一 切れ

高級果物店 ・アオイ農園に併設されたカフェだか

G ケーキの店

フワフワしっとり。 その時一番良い材料を選び、ベーキ

ダイナミックな
フォルムに、
思わず上がる歓声。

10種類も乗ったフルーツ。
格段に違う美味しさに感激！

☎0725-41-6955
住所：和泉市葛の葉町３-３-１１
営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし 駐車場：あり

まけはやたまご」 を使用。 空気をたっぷり含ま
せたスポンジはふんわり、しっとり。 巻き上

了なので予約がお勧めです。

M オヤジのたまご ループ

ンチの 2 種がザクザク感をプラス。 ちょっぴりビ

たっぷり浸み込んだ
アパレイユは特別製。

ターなチョコソースが絶妙に味を引き締めます。

混合液を十分に浸み込ませた厚切りパンはトロトロ食感。 コ

I

cafeblow 和泉府中店
カフェ ブロ ウ

☎080-2412-3192
住所：和泉市府中町1-5-2
営業時間：10:00〜17:00
（L.O.16：30）
定休日：不定休 駐車場：あり

pâtisserie épisode
パティスリー エピ ソー ド

☎0725-40-0140
住所：和泉市府中町1-21-28
営業時間：10:30〜19:00
※テイクアウトのみの営業
定休日：不定休 駐車場：なし

たっぷり空気を抱き込ませた軽い焼き上がり。
素材にこだわり、卵も他のケーキとは別
の特別なものを使用。 専属のスタッフが
状態を見ながら1本ずつ丁寧に焼き上げ
ていきます。 シンプルなお菓子だけに、 焼
き加減や空気の含ませ具合がポイントに。
パテシエの技術が冴えわたります。

E

CAFÉ MANO

☎0725-92-5582 住所：和泉市納花町244-1
営業時間：10:00〜17:00※完売次第クローズ。
定休日：火曜 駐車場：あり

カフェ マーノ

クがあり、濃厚な味わいでどこか懐かしい感じがします。 バニ

C パンケーキカフェ

D

のがお勧め。 スフレは14時からのメニューです。

イズ 珈 琲

☎0725-56-3887
住所：和泉市万町60-6
営業時間：9:00〜17:00、
日・祝8:00〜17:00
定休日：不定休(正月を除く) 駐車場：あり

り置きはせず、 売り 切れ 次 第終

ける軟らかさに、アーモンドクランチとチョコクラ

も魅力です。

と溶けてしまいます。 アツアツの内にいただく

IZ COFFEE

奈良県葛城市の豊かな自然の中で産まれた 「たい

CAFE Ruota

てフワフワ、アツアツのパンケーキ。 お口でとろ

サクした生地など食感の多様さ

プル震えるほど軟らか。 口に入れるとシュワッ

K

りが大きめなのもフワフワだから。 作

受注後に作り始めるからこそ味わえる、 焼き立

ワイトチョコのパリパリ感やサク

てたフワフワのスフレ。 運ばれてきたときはプル

こだわり新鮮たまごの風味がいきる、
作り立ての美味。

オシャレな家々が建ち並ぶ
アートがあふれる町には、洗練された
カフェ＆スイーツのお店が点在。

フワフワ、ザクザク、
お口が嬉しい食感の二重奏。

な酸味のグ リオットチェリー。 ホ

注文を受けてから作る、 メレンゲをしっかり立

☎0725-24-3340
住所：和泉市葛の葉町１-1４-４５
営業時間：11:00〜16:30
定休日：土曜・日曜・祝日 駐車場：あり

ぶどうの木

ピスタチオが香るムースに爽やか

ココット型から大きく立ち上がる
焼き立てフワトロの魅力。

カフェ ルオータ

A パフェとクレープのお店

ピスタチオの
リッチな風味を味わう
大人ケーキ。

パティスリー モーン

☎0725-51-0088
住所：和泉市のぞみ野3-16-1
営業時間：9:00〜19:30
（cafe/11:00〜〜19:00）
定休日：水曜 駐車場：あり

ティックがトッピングされています。

「トカイナカ」 和泉市では、カフェやスイーツが充実！

PATISSERIE MOHN

L

ソフトクリーム。 色鮮やかな紫芋

ラアイスとメイプルシロップをまとわせて、幸せな甘さを謳歌
しましょう。

☎0725-55-4540
住所：和泉市万町242-1
営業時間：11:00〜16:30／18:30〜22:00
日曜11:00〜22:00
定休日：火曜 駐車場：あり

H 菓子工房

T.YOKOGAWA 和泉中央本店
ティー・ヨコガ ワ

安納芋の甘さと
ほうじ茶の香りに
ほっこり。

☎0725-57-2888
住所：和泉市万町268-1
営業時間：9:00〜19:00
定休日：月曜 駐車場：あり

Ange

安納芋とほうじ茶のタルトは、粉末

卵、小麦粉、チーズなど材料は最高級の物ばかり。 素材のも
ち味を生かすよう、甘さ控えめで後味もさっぱり。 焼き上がり
はフワッフワのスフレタイプ。 口の中でとろけます。 チーズ臭さ
が全くなく、チーズ嫌いの人でも大丈夫と評判です。

※掲載情報の内容は、2020 年 11月現在のものです。お求めの商品の在庫がない、または販売されていない場合がございます。予めご了承ください。 ※日々、変化する状況に対応して掲載各店舗では休業や営業時間の短縮を行っている場合がございます。お越しの際は各店舗へご確認のうえ、ご来店いただきますようお願い申し上げます。

分に引き出した安納芋のシロップ

一流シェフが冷凍ものや化学調味料を一切使わず、地

煮との相性も抜 群で、和テイスト

産地消を中心とした素材の持ち味を生かして調理。 肉

の上品な味わいに心が和みます。

料理、魚料理、パスタが味わえ、季節の前菜5種、スープ、

り込まれていて、鼻腔をくすぐる豊

☎0725-39-7007
住所：和泉市府中町2-2-24
営業時間：10:00〜19:00
（日曜10:00〜18:00）
定休日：月曜 駐車場：あり

素材にこだわり、
焼き方にこだわった、
ここだけの味。

かな香りが魅力。 素材の甘さを存

少しずついろいろ食べたい
女子のハートをキャッチ。

にしたほうじ茶の茶葉が生地に練

アンジュ

サラダ、バケットもセット。 あれもこれも食べたい我儘が
叶います。

J

CAFE BONBONS
カフェ ボンボン

☎070-5653-0736
住所：和泉市和田町406-1 エイトワン光明台1A
営業時間：11:00〜17:00、土日9:00〜17:00
定休日：火曜 駐車場：あり

旬のフレッシュ野菜がたっぷり。
身体喜ぶヘルシーランチ
青果店直営のカフェらしく、 月替わりの前菜プレートには旬の野菜を使ったメニューが
色々。 旬の野菜がたっぷりいただけます。 料理はもちろん、ドレッシングまですべて手作り。
味わいも優しく、身体に嬉しいヘルシーさです。

N

はつが野テラス
☎0725-53-5980
住所：和泉市はつが野3-1-1
営業時間：9:30〜17:00
定休日：日曜 駐車場：あり

O

ANTIQUA TREE CAFE
アンティカ ツリー カフェ

☎0725-53-0200 住所：和泉市はつが野３-13-4
営業時間：9:30〜17:00、土曜10:30〜22:00
（ランチ11:00〜14:30・ディナー18:00〜21:30)
定休日：日曜・月曜・第３土曜 駐車場：あり

