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熊取町観光案内所　駅下にぎわい館内
【住所】〒590-0403 大阪府泉南郡熊取町大久保中1-17-1（ＪＲ熊取駅下）
【運営】午前９時～午後５時　【休業日】月・火曜（祝日除く）、年末年始
【TEL】０７２-４５１-２５７２　【FAX】０７２-４５１-２５７１　【URL】https://kumatori-kankou.com

熊取町や泉州地区の観光やイベントの案内、紹介を
しています。各種パンフレットもご用意しています。
観光案内用専用タブレット町内外の色々な場所の
観光案内情報の入手にご活用ください。

くまとりにぎわい観光協会のマスコットキャラク
ター『ジャンプソンとメジナリアン-X 』熊取町出
身で劇場アニメーション、コードギアスの作画監
督や、機動戦士ガンダムシリーズのメカニカルデ
ザインで有名な中谷誠一氏とのコラボ企画が実
現しました！

特産品販売コーナーでは、くまとりにぎわい観光協会オリジナルグッ
ズや泉州タオルをはじめ熊取の色々な特産品の展示・販売をしてい
ます。また、平成30年に創設された熊取町のブランド認定品「くまと
りやもん⤴」や熊取の新鮮な野菜なども販売しています。

自転車だからこそ発見できるディープス
ポットもたくさん！ 駅下にぎわい館では、観
光等レンタサイクル（愛称：メジちゃり）の
貸し出しを受け付けしていますので、ぜひ
ご利用ください！ もちろん、観光以外にも
利用できます。

一般社団法人 くまとりにぎわい観光協会　事務局

手荷物一時預かり
コインロッカーのかわりに、旅
行の荷物などをお預かりいた
します。手ぶらで熊取を散策し
てみませんか。

細い路地が多いので自転車での散策がおすすめ！

最新の熊取
の情報は

二次元コー
ドからHPを

チェック！



熊取町のマスコット・キャラクター
「メジーナちゃん」

洋食＆フレンチレストラン プードル

大阪府内の町村では最大の人口で、
和泉山脈からなだらかに続く平野部という地勢になっており、

都会と田舎の良さが両立しています。
自然環境に恵まれているため自然公園や憩いのスポットがいっぱい。

大阪市内のターミナル（天王寺）まで約30分という
アクセスも便利なこの町をご紹介しましょう。

熊取町っ
てこんな
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熊取を
巡る

AROUND KUMATORI

I

中家住宅J

熊取町は国の重要文化財や古くから続くお寺、煉瓦館など見どころが数
多くあります。歴史を感じる旧家、中家住宅・降井家書院や来迎寺本堂
などがお勧めです。また、奥山雨山自然公園や永楽ダム、元気いっぱい
遊べる永楽ゆめの森公園などもあり、自然も満喫できます。

元気いっぱい！
夢いっぱい！みんなが
楽しめてみんなに
誇れる公園

※日々、変化する状況に対応して、休業や営業時間の短縮を行っている場合がございます。各施設へご確認のうえ、お越しいただき
ますようお願い申し上げます。

平安時代、後白河法皇が熊野行幸の際に
立ち寄ったとされている由緒ある旧家。
主屋・表門、唐門は江戸時代初期の建立
と考えられており1964年（昭和39年）に
国の重要文化財に指定されました。

中家住宅
なかけじゅうたく

J

●泉南郡熊取町五門西1丁目11-18　
☎072-453-0391（熊取町役場 生涯学習推進課）
【開館時間】10:00～16:30（入館は16:00まで）　
【休館日】水曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月
29日～1月3日）※1月、2月、8月は土日祝日のみ開館
【駐車】有（煉瓦館の駐車場をご利用ください）

近くのおすすめスポット
降井家書院…G
熊取交流センター 煉瓦館…I

この建物は昭和初期に建設された綿布工
場を近代化産業遺産として保存再生した
ものです。レンガ壁は建設当時のもので、
のこぎり屋根を再現するなど工場の雰囲
気を残しています。

熊取交流センター煉瓦館
くまとりこうりゅうセンターれんがかん

I

●泉南郡熊取町五門西1丁目10－1　
☎072-453-0391 【開館時間】9:00～22:00（休
館日を除く水曜17:30まで）　【休館日】毎月第4水
曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始（12月29日～
1月3日）　【駐車】有

近くのおすすめスポット
降井家書院…G
中家住宅…J

「元気いっぱい！夢いっぱい！みんなが楽し
めてみんなに誇れる公園」をコンセプトに
平成27年11月21日にオープンしました。
園内には大型複合遊具や府内最大級の大
型すべり台、スケートボード公園もあり、
甲子園球場の約4倍（約5ヘクタール）の
広さを誇ります。

永楽ゆめの森公園
えいらくゆめのもりこうえん

W

●泉南郡熊取町大字野田65番10
☎072-452-6404（熊取町水とみどり課）
【開園時間】9:00～17:00。※5月～8月は9:00～
18:00。8/13～16は8:00～18:00。
【駐車】有

近くのおすすめスポット
永楽ダム…X
奥山雨山自然公園…Y

永楽ゆめの森公園W

熊取交流センター煉瓦館I

WW

J

W

J

昭和初期に
建設された綿布工場を

保存再生

後白河法皇が
熊野行幸の際に
立ち寄ったと
されています
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来迎寺本堂Q

広大な森林を
含む公園には多様な
ハイキングコースも

あります

大阪みどりの百選、
水源の森百選などにも
選定された緑豊かな
自然と桜の名所

※日々、変化する状況に対応して、休業や営業時間の短縮を行っている場合がございます。各施設へご確認のうえ、お越しいただき
ますようお願い申し上げます。

本堂は嘉歴4年（1329年）正月に建立した
と伝えられており、当初は天台宗でしたが
真言宗に代わり元禄2年（1689年）には曹
洞宗になっています。屋根瓦の端部を細
くし、1枚ずつずらすように葺き上げる行
基葺きが特徴です。

来迎寺本堂
らいごうじほんどう

Q

●泉南郡熊取町和田３丁目３７６５
☎072-453-0391
生涯学習推進課（文化振興・文化財担当）

近くのおすすめスポット
長池オアシス…P

熊取の誇る美しい森林公園で、広大な敷
地にはアカマツやヒノキなどの天然林が
繁り、自然と触れ合える5つのハイキング
コースがあります。2か所の展望台からは
和泉葛城山系や関西国際空港などの雄大
な眺望が楽しめます。

奥山・雨山自然公園
おくやまあめやましぜんこうえん

Y

●泉南郡熊取町久保２９２１
☎072-452-6404（熊取町水とみどり課）

近くのおすすめスポット
永楽ダム…X

このダムは昭和43年（1968年）に完成。
見出川の上流に灌漑用水・上水道水を確
保するために築かれ熊取町の重要な用水
源となっています。桜シーズンになると桜
まつりが開かれ多くの方が訪れます。

永楽ダム
えいらくダム

X

●泉南郡熊取町高田4丁目
【駐車】有

癒しのスポットとして池を緑に囲まれた親
水空間にと整備されました。水生植物ゾー
ン、オアシス農園、親水広場などがあり自
然に触れ合うことができます。

長池オアシス
ながいけオアシス

P

●泉南郡熊取町久保2921
☎072-452-6404（熊取町水とみどり課）

近くのおすすめスポット
来迎寺本堂…Q

永楽ダムX長池オアシスP

奥山・雨山自然公園Y

夏には
約60品種のハスを
観賞することが
できます

鎌倉時代の
建築様式を持つ

小堂
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熊取で楽
しむ

ENJOY KUMATORI

だんじり祭り（宮入）
【日時】10月第2土曜　【場所】大森神社・熊取町内各所

だんじり駅前パレード
【日時】宮入の翌日　【場所】JR熊取町駅前

五穀豊穣を祈願し、
豊作に感謝する
秋の祭礼

熊取だんじり祭りは長い歴史を持つ由緒ある神事で五穀豊穣を祈願し豊作に感謝
するお祭りです。2日間にわたって催され、初日は大森神社への宮入、2日目には熊
取駅前でパレードが行われます。大森神社境内での迫力満点の宮入と11地区の地
車の趣向を凝らしたパレードが見どころです。各地区の所有する地車は明治から大
正時代に製作されたものが多く、いずれも緻密な彫刻を施した優秀な地車です。

※日々、変化する状況に対応して、休業や営業時間の短縮を行っている場合がございます。各施設へご確認のうえ、お越しいただき
ますようお願い申し上げます。

近くのおすすめスポット
中家住宅…J
熊取交流センター 煉瓦館…I

江戸時代に隆盛をふるった降井家の現存
する書院は数寄屋風を加味した造りで、江
戸時代の熊取の生活を垣間見ることがで
きる貴重な歴史建造物です。ただし、見る
ことができるのは年一度の一般公開時の
み（11月上旬）。

降井家書院
ふるいけしょいん

G

●泉南郡熊取町大久保中２丁目６-１３
☎072-453-0391 生涯学習推進課
（文化振興・文化財担当）

熊取町内では約50ヶ所にお地蔵さんがあります。その
お地蔵さんを四国88か所霊場のお遍路のように巡れる
マップをご用意しました。くまとりにぎわい観光協会の
ホームページでご覧いただけます。天気
の良い日にウォーキングやサイクリング
で巡ってみてはいかがでしょうか。

マンホールカードとは全国の自治
体が共同で制作し、訪れた方に無
料で配布するコレクションカード
です。皆様に下水道事業につい
て楽しみながら幅広く関心を持っ
ていただくためマンホールカード
を配布しています。

くまとり

お地蔵さん巡り
マンホールカード
配布しています

くまとり観光ボランティアガイド

庄屋の生活を
垣間見ることができる
歴史建造物

熊取町の事をもっと深く知りたい方には観光ボランティアガイド
がいますのでお問い合わせください（WEBからも申し込めます）
サイクリングのモデルコースなどもありますので、
途中でスィーツやグルメなどを堪能してはいかが
でしょうか。

熊取町のマスコット・キャラクター
「ジャンプ君」
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熊取町では四季を通じて様々なイベント行事が開催されています。
受け継がれてきた伝統行事やスポーツイベントもたくさんあり、じっくり鑑賞タイプから
アクティブタイプまでさまざま。ぜひ時期をあわせてお楽しみください。



イルミネーションライトアップ
【日時】１２月上旬～中旬
【場所】煉瓦館・中家住宅

くまとりロードレース
【日時】3月第1日曜
【場所】大阪府泉南郡熊取町　大阪体育大学
　　　陸上競技場

永楽桜まつり
【日時】4月　【場所】永楽ダム

長池オアシス ハスまつり
【日時】7月中旬　【場所】長池オアシス

熊取ふれあい農業祭
【日時】12月第一日曜
【場所】熊取中央小学校

来て！見て！
食べて！

くまとり産まつり

約1000本の
桜が花を
咲かせる

「全国水源の森百選」「大阪みどりの百選」に指定された永楽ダム周辺の水とみどりに囲ま
れた美しい森と大阪体育大学の本格的な陸上競技場を走ります。

熊取町とJA・商工会とのコラボレーションによる、地産野菜の即売会や地元食材を使っ
た料理販売。たこ焼きなどの模擬店やフリーマーケット、乗馬体験、熊取町のキャラク
ターグッズの販売など、内容もりだくさんのイベントです。

来園者のみなさまに桜の優美な姿を堪能していただくため、桜
の開花時期に合わせて、永楽ダム広場にちょうちんを吊り、一
部の桜の木をライトアップします。また、桜まつりのイベントと
して、模擬店の出店もあります。

満開のハスの鑑賞と合わせ、ハス茶やハス酒、野点、ハスの実
ぜんざい等が振舞われます。また、地元の野菜、タオル、雑貨
などの販売も行っております。

煉瓦館と隣の中家住宅をイルミネーションでライトアップ。

熊取方言カルタ大会

永楽桜まつり

ゲンジボタル鑑賞会

熊取ええとこ再発見プログラム

七夕in煉瓦館

長池オアシス ハスまつり

雨山八朔祭

だんじり祭り

長池オアシスふれあいまつり

くまとり太極拳フェスティバル

ため池ふれあいまつり

くまとりSANPO!COBIRIの日

熊取検定・熊取こども検定

【日時】３月下旬

【日時】4月上旬

【日時】６月上旬

【日時】５～６月

【日時】7月第一土曜

【日時】7月中旬

【日時】９月１日

【日時】10月第2土曜

【日時】１１月中旬

【日時】11月上旬～中旬

【日時】11月上旬～中旬

【日時】11月下旬

【日時】12月上旬

【場所】ひまわりドーム

【場所】永楽ダム

【場所】奥山雨山自然公園

【場所】熊取町内各地　

【場所】煉瓦館

【場所】長池オアシス

【場所】奥山雨山自然公園

【場所】大森神社・熊取町内各所

【場所】長池オアシス

【場所】ひまわりドーム

【場所】長池オアシス

【場所】熊取町内各所

【場所】煉瓦館

熊取町には季節ごとのイベントが盛りだくさん！

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、各種行事・イベントは中止・延期・変更になる場合がございます。

熊取方言カルタ大会

早春の
くまとりの景色を
満喫しながら
走ろう！

初夏に咲き誇る
ハスの花を愛でる

光り輝く
イルミネーションが
煉瓦館を
染め上げる

七夕in煉瓦館

くまとりSANPO!COBIRIの日
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熊取交流センター煉瓦館 染め工房
くまとりこうりゅうセンターれんがかん

I

●泉南郡熊取町五門西1丁目10－1　
☎072-453-0391※３名以上の場合、事前にご相談くださ
い　【開館時間】13：30～15：00　【休館日】７月下旬～１１
月までの毎週月曜・火曜・金曜　【駐車】有

乗馬クラブFRT
じょうばくらぶエフアールティ

R

●泉南郡熊取町小谷５３２-１　☎072-453-8864
【営業】8:00～17:00　【定休】毎週火曜
【駐車】有　【体験乗馬】約20分：3,000円（税別）

和田山 Berry Park
わだやま　ベリーパーク

U

●泉南郡熊取町久保３１６２　☎072-453-5556
【営業】季節営業（7月～８月）【駐車】有
【料金】大人(中学生以上)：1200円（食べ放題+おみやげ用
パック1つ）、こども(3歳以上～小学生)：500円(食べ放題の
み）※3歳未満は無料

野外活動ふれあい広場
やがいかつどうふれあいひろば

T

●泉南郡熊取町大字久保3162　☎072-453-5556
【営業】日帰り9：00～17：00（7/1～8/31は19：00）宿泊14：00
～翌12：00　【定休】火曜（祝日の場合は翌日)・年末年始（12月
29日～1月3日）　【駐車】有　【料金】日帰り：一般300円・3歳
～中学生200円、宿泊：一般600円・3歳～中学生400円

山と池に囲まれた
緑あふれる空間の中で

自然体験

世界に一つだけの
藍染作品を

作ってみませんか

馬に乗るのが初めての方でもインストラクターがマンツーマンで
指導します。騎乗の仕方から下馬の仕方、乗った時のバランスの
取り方などを親切丁寧に教えます。運動経験の無い方でも無理
なく乗っていただけます。お気軽に体験、見学に来てください。

熊取町では江戸時代末期から明治時代のはじめまで藍染が行
われていました。町内には染物屋を意味する「紺屋（こんや）」
という地目が残っています。布をビー玉や割り箸を使ってさま
ざまな模様に染める体験ができます。

果実が成熟する前にウサギの目のようにきれいなピンク～赤
になるラビットアイ系のブルーベリーを十数種類栽培していま
す（収穫体験は夏季限定）。近くには野外活動ふれあい広場が
あり、キャンプやバーベキューを楽しむこともできます。

炊飯棟や多目的学習棟を利用してのデイキャンプやテントでの
宿泊、施設奥に広がる和田山のハイキングコースの利用など
自然も満喫。また、バーベキューやカレーづくりの貸し出し用
具も充実していてピザ窯も利用できます。

※日々、変化する状況に対応して、休業や営業時間の短縮を行っている場合がございます。各施設へご確認のうえ、お越しいただき
ますようお願い申し上げます。

乗馬クラブFRTR

熊取交流センター 煉瓦館　染め工房I 和田山Berry  ParkU

野外活動ふれあい広場T

歴史遺産をはじめ自然を満喫できる観光地に多くの人が訪れる一方で、
この地域ならではの素材を活かした体験型観光も充実しています。
「見る」もいいですが「触れて感じる」という体験もいかがでしょうか。

U

U

T

T

R

R

熊取で
体験

EXPERIENCE KUMATORI

緑豊かなクラブで
乗馬体験

摘みたてを味わって
みませんか？

I

I
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E

●泉南郡熊取町大久保中１丁目１-２９
☎0724-53-1003
【営業】9:00～17：00
【定休】月曜・火曜
【駐車】有

パティスリーせんざんD

●泉南郡熊取町大久保中１-6-28
☎072-452-0100
【営業】9:00～19:00
【定休】水曜
【駐車】有

銘菓創庵 むか新 熊取店
めいかそうあん　むかしん　くまとりてん

43年間営業していた和菓子屋をパティシエ
が継ぎ四季を大切にした和洋菓子を作らせ
て頂いています。

モンドセレクション最高金賞受賞の「こがしバ
ターケーキ」。地元のお米を使った最中「いろ
は蔵」や「元祖大阪みたらしだんご」など味わ
い深い和洋菓子を多数取り揃えています。

大久保くるみもちロールE

C

●泉南郡熊取町大久保中1-9-7
☎072-451-0056
【営業】
テイクアウト9:30～19:00、
カフェ10:00～18:30(LO18:00)
【定休】無休　【駐車】有

HANS洋菓子店
ハンスようがしてん

B

●泉南郡熊取町大久保中1-10-16
☎072-453-1369
【営業】9:00～19:00（事前予約
で19:00以降も営業）
【定休】水曜（祝日の場合翌日）
【駐車】2台  

スイーツスリール369 
すいーつすりーる・みろく

H

●泉南郡熊取町大久保北２丁目２０－７
☎072-452-5270
【営業】9：00～18：00
【定休】火曜（不定期で連休有り）
【駐車】有

銘菓創園 北泉
めいかそうえん　ほくせん

K

●泉南郡熊取町大久保中4-10-8
☎090-3705-5050
【営業】11:00～17：00
【定休】月曜・その他不定休
【駐車】有

Merci スムージーとワッフルのお店
メルシー スムージーとワッフルのおみせ

※掲載情報の内容は、2022年3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。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。

熊取を味
わう

EAT IN KUMATORI

スイーツ

ピュアスムージーは無添加。新鮮な野菜と
フルーツだけで作るので健康や美容、ダイ
エットに効果的。フルーツワッフルは旬のフ
ルーツをふんだんに使用し甘さ控えめの
生クリームとモチモチなワッフルです。

季節限定のいちごのタルトなど多彩なメ
ニューがショーケースを彩ります。併設の
カフェでイートインもOK。くつろぎのひと
時をお過ごしください。

「旬のおいしさを召し上がってほしい」との
思いからどのメニューにも瑞々しいフルー
ツがタップリ。中でも甘酸っぱいおいしさ
あふれるイチゴのパンケーキが人気No1。

老舗和菓子店がつくる手焼き栗みかさ、ロー
ルケーキ、カステラ、マドレーヌなどがライン
ナップ。なかでもふわふわのスフレタイプの
チーズケーキが地元でも大人気です。

スムージーは腸内環境改善、冷えの緩和、
アレルギーの緩和などの効果が期待できま
す。フルーツワッフルはもちフワ生地の甘
さ控えめの生クリーム。フルーツたっぷり。

イチゴタルト（写真上）
メロンボール（写真下）

イチゴは和歌山県の契約農家から仕入れ、いつも新鮮な
ものを提供しています。メロンは時期や品質を見定めなが
らメキシコ、アメリカ、オーストラリアから仕入れます。

C

和菓子店がつくるチーズケーキが大人気。厳選した素材で焼き上げた、
ふやふわのチーズケーキ。とろけるような口当たりできめが細かく味も
しつこくないので子どもからお年寄りまで好評です。

フルーツワッフル
（写真上）
ピュアスムージー
（写真下）

K
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こがしバターケーキD

選び抜いた素材を、百年以上守り続けた“秘伝の和菓子製法”で練り上げ、こんがりと
焼いたら、仕上げにフォンダンを塗って出来上がり。フォンダンのシャリっとした食感を
楽しんでいるうちに、濃厚で芳醇なバターの香りが口の中に広がります。

いちごのパンケーキB

長野県開田高原の契約
農家のイチゴは６月から
12月、和歌山県の農家は
１月から５月に収穫できる
ため、一年中フレッシュな
イチゴを味わえます。

チーズケーキH

表面にきな粉をまぶした生地
で、くるみ餅とピュアクリーム
を包んだ和洋折衷のロール
ケーキです。クリームの乳風味
や口溶けはもちろん、生地と柔
らかな餅との食感をお楽しみ
ください。

熊取町には多くのグルメサイトにも紹介されている、わざわざ行きた
い絶対食べたいと思うスイーツのお店がたくさんあります。
バリエーション豊かなスイーツは店主やパティシエの熱い思いが詰
まっています。



ほろほろれんが
熊取にある煉瓦館をイメージした口の中でほろほろっと
崩れていく、優しい味わいのソフトクッキーです。

L

O

●泉南郡熊取町希望が丘３丁目６-２３
☎090-3929-5475
【営業】10:30～17：00
（売り切れ次第終了）
【定休】水曜

幸せのシフォンBonheur
しあわせのしふぉんボヌール

M
●泉南郡熊取町新野田2丁目11-7
☎070-4307-9095
【営業】11:30～14:00/17:30～
22:00※ディナーは1週間前完全予
約制　【定休】木曜日・他定休日あり
【駐車】5台

食堂あらまつ
D in i n g  A rama t su

※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。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。

熊取を味
わう

EAT IN KUMATORI

ランチ＆ディナー

個人店だからこそできる事をさせて頂き皆
様にお楽しみ頂けるよう心を込めてお料理
させていただいております。

I
●泉南郡熊取町五門西1-10-1
熊取交流センター内
☎072-453-7737
【営業】11：00～14：00/17：00～
21：00　【定休】水曜、月1回火曜
【駐車】共同50台

洋食＆フレンチレストラン プードル
Western food & French restaurant Poodle

熊取歴史公園内煉瓦館の中にあり、静かで
落ち着いた雰囲気で過ごしていただけます。
旬の食材、何週間もかける絶品ソースなど
どれもこれも期待を裏切りません。

N
●泉南郡熊取町大久保南4-1351-1
☎072-451-3733
【営業】11:00～22:00（ランチ11:00～
14:00）。予約制（ディナー18:00～22:00）
【定休】火曜（祝日の場合は営業、
翌水曜日休み）

カフェ＆ダイニング つろぎ
Ca fé  &  D i n i n g  Tsu rog i

ランチでは季節ごとに変わる旬菜を織り交
ぜながら、癒しの時間をすごしていただけ
るようにしています。ご飯は二十穀米を使
用し、医食同源を具現化しています。

V
●泉南郡熊取町成合東173
☎090-2047-0416
【営業】11:30～14:30（L.O.13:30）
/雑貨販売11:00～16:00
【定休】日曜・月曜・祝日
【駐車】8台

café & zakka sora
カフェ &ザッカ ソラ

地元野菜をたっぷり使った贅沢ランチは素
材のみずみずしさを引き出す事前な味わい。
人気作家のかばんや小物、アクセサリー、
洋服も販売しています。

F
●泉南郡熊取町大久保東1-1-18
☎072-453-7137
【営業】11:00～24:00
【定休】無休　【駐車】2台

ハワイアンレストラン ココハウス
Hawaiian restaurant KoKoHouse

ハワイのビーチサイドを醸し出す趣のある
店内。お客様の満腹で満足な顔を見るの
が嬉しくて、ついつい大盛メニューが揃い
ました。

A
●泉南郡熊取町大久保中2-24-3
☎072-452-6666
【営業】11:00～15:00/17:00～
22:00/日曜11:00～21:00
【定休】木曜

はなみずき亭
Hanam i zu k i  Te i

うどん、そば、丼、定食、一品まで、メニューが
豊富で値段もリーズナブル。ヘルシーな「レ
ディースセット」や衣がサクサクな「とり天定
食」や「はなみずきうどん」がオススメです。

シフォンケーキとこだわりコーヒーの住宅
地にある隠れ家的お店。家庭的な手作りの
味が自慢です。各種のシフォンケーキと日
替わりケーキもご用意しています。

当たり前のことを当たり前に

JR熊取駅の近くにある、
まちのお食事処、呑み処

アットホームなカジュアルレストランで
寛ぎのひと時を

「苦」のない「くつろぎ」
それが「つろぎ」

定番の洋食から本格フレンチが
楽しめる洋食店

民家をリノベーションしたどこか
懐かしい空間でくつろげるお店
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L

●泉南郡熊取町大久保南3丁目1392-21
☎072-453-2227
【営業】10:00～18:00
【定休】土曜
【駐車】5台

patisserie le Prunier
パティスリー ル・プルニエ

S

●泉南郡熊取町小谷北2丁目13-1
☎072-452-2233
【営業】10:00～18:00
【定休】水曜、第3火曜日
【駐車】有

パティスリー かいと
ca i to - swee t

「障害福祉サービス事業多機能型事業所や
さか」の施設内にある洋菓子店です。障が
い者の皆様と協力し、良質な素材を使用し
た本格的なスイーツを手作りしています。

ショートケーキなどの生菓子をはじめ贈答
に最適な焼き菓子も大好評頂いています。
「大阪泉州の空」がコンセプトのマドレーヌ
＆フィナンシェがお勧めです。

いちごショートをはじめ
季節ごとにでるショート
ケーキもオススメです。

いちごショートS

ふわふわしっとりシフォンケーキに三種類
のクリームと熊取町産ブルーベリーなど
フレッシュフルーツを飾った美味しさ欲張
りシフォンサンドです。

くまとり欲張りシフォンサンド O

※掲載情報の内容は、2022年3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。

安心・安全な食材を求め、健康志向の調理方法を考え、寛ぎの空間
にこだわる。そんなシェフが揃う熊取町は遠くからの常連客が多くい
らっしゃいます。ジャンル、メニューも多彩でお好みのお店を見つけ
てください。



くまとり餃子
熊取町産の舞茸をたくさん
使用。新鮮な香りと食感が
クセになり、子どもからお年
寄りまで食べやすい、やさし
い餃子が完成しました！

●熊取町大久保中2-4-7
☎072-453-4444
【営業】平日16：00～23：30（LO.22：30）
/土・日11：30～22：30（LO.22：00）
【定休】毎週月曜
【URL】http://gyo-zayasan.jp

ぎょーざやさん

ブルーベリーの
レアチーズタルト
レアチーズと、プチプチとし
た食感や爽やかな酸味のあ
るブルーベリーは相性抜群
です。（季節限定）

●熊取町大久保中1-1-29
☎072-453-1003
【営業】9：00～18：00
【定休】毎週水曜と隔週で木曜
【Instagram】senzan.hirai

パティスリーせんざん

ブルーベリー
シフォンケーキ
熊取町産の新鮮な生ブルー
ベリーを使用したシフォン
ケーキです。爽やかな甘さ
とほのかな酸味が特徴です。
（季節限定）

●熊取町久保1-5-12
☎072-493-7756
【営業】9：00～17：00
【定休】毎週月曜

カフェ aLO.ha mai

くまとり欲張り
シフォンサンド
ふわふわしっとりシフォンケーキに
三種類のクリームと熊取町産ブ
ルーベリーなど、フレッシュフルー
ツを飾った美味しさ欲張り「シフォ
ンサンド」です。（季節限定）

●熊取町希望が丘3-6-23
☎090-3929-5475
【営業】10：30～17：00（売り切れ
次第クローズ）
【定休】毎週水曜・日曜

幸せのシフォンBonheur

烏賊虎の
自然薯入りいか焼き
熊取町産の自然薯（じねん
じょ）を使った「烏賊虎の自然
薯入りいか焼き」です。滋養
強壮、疲労回復！もちもち食感
を是非ご賞味くださいませ。

●キッチンカー（移動店舗）イベント、
ひまわりドーム、煉瓦館など
☎080-5635-5210
【営業】10：00～18：00頃
【URL】「いかとら」で検索（インス
タ・FB・アメブロ）

烏賊虎（いかとら）

KUMATORI 
ORIGINAL CURRY
熊取町産泉州たまねぎ・百花蜂蜜・
厳選したスパイスを使用した、美味
しく身体の内側から綺麗になれる薬
膳カレーをぜひご賞味ください。

●熊取町五門西1-12-8 井松ビル
102
☎072-452-8600
【営業】9：00～17：00
【定休】毎週土・日曜、祝日
【URL】https://alive-ins.co.jp

株式会社アライヴ

くまとり柿チップス
熊取町内で自家栽培した柿
を使用しています。無添加
で自然な甘さなので、お子様
からお年寄りまでお楽しみい
ただけます。

●熊取町和田2-17-25
☎072-452-0408
【営業】不定
【定休】不定休

おおや工房

くまとり
はちみつカステラ
熊取町産のはちみつを使用
し、たんわりと焼き上げまし
た。しっとり感がとても強く、
一度食べるとハマること間違
いなしです！！

●熊取町大久保北2-20-7
☎072-452-5270
【営業】9：00～18：00
【定休】毎週火曜

銘菓創園 北泉

竹文鎮（たけぶんちん）
全国の竹笹類の中から、特に
珍しい素材を選び、火入れ処
理から丁寧な工程で製作し
ます。どれでもすべて一点
物です。

●熊取町久保3-3-18
☎090-4762-7050
【営業】9：00～17：00
【定休】毎週月曜（竹探し日は臨休します）
【URL】https://www.takesagasi.com

つり竿のタケササ 竹甚

辣王の玉葱入り
牛タン焼売
「地元、熊取の玉葱が世界
一！」その思いを焼売の中に
包みました。お客様の心が
豊かになるおススメの逸品
です！

●熊取町朝代東2-7-1
☎072-457-2230
【営業】ランチ11：30～（完全予約
制・日曜不可）/ディナー18：00～
（ご予約に合わせて対応）
【定休】不定休

辣王（らおう）

里芋ゴロゴロ
お好み焼き
生地や具材に熊取の里芋を
たっぷりと使用した、熊取な
らではのふわふわでコクのあ
る絶品お好み焼きです！

●熊取町大久保北2-18-26
☎072-453-9119
【営業】17：00～23：00（LO.22：00）
【定休】毎週月曜（祝日は営業、翌
火曜が休日）

お好み焼き・鉄板焼 jijibaba

大阪くまとりの
生はちみつ唐揚げ
熊取町産生はちみつを使用
した醤油ベースダレに漬け
込んだ、ジューシーさと食欲
をそそる香りが特徴の唐揚
げです。

●泉佐野市鶴原2806
☎072-447-7878
【営業】10：00～17：00
【URL】http://www.bigup-japan.jp

株式会社BIGUP JAPAN

ハニーバター
ビスケット
ミルクベースに柴田養蜂場
様のハチミツ、焦がしバター、
ビスケットを加えた、卵不使
用の優しい甘さのアイスク
リームです。

●キッチンカー（移動店舗）泉州地域※場所
等はインスタグラムをご覧ください。
☎080-4980-0472
【営業】12：00～18：00
【定休】不定休（冬季はネット販売のみ）
【Instagram】woodvillageicecrea

wood village

泉州こだわり
タオル 麗（れい）
赤ちゃんからお年寄りの方まで
満足していただける柔らかさが
特徴です。糸づくりから製品ま
で国内、この熊取町で作った安
心・安全なタオルです。

●熊取町大久保南2-27-14
☎072-453-5545
【営業】9：00～17：00
【定休】毎週日曜、祝日、会社規定日

株式会社 松藤テリー

「コンセプト」「信頼性及び安心性」「独自性及び新規性」「市場性及び将来性」など“熊
取らしい”を備えた優れた産品を伝えていきたいという想いから「くまとりやもん⤴」
としてブランド認定する制度を創設。熊取の魅力がいっぱい詰まった「くまとりやもん
⤴」を知って・味わって・感じてください。

地域にある農産物を活かして、みんなが誇れるものを
作りたい、そんな想いから「くまコロ（熊取コロッケ）」は
生まれました。さといも特有のとろりとした食感と和風
だしがマッチしたそのお味をぜひご賞味ください。

くまコロが食べられる！買える！お店
くまコロの作り方はホームページをチェック

https://kumatori-umai.com/kumakoro/

くまころ 検索

ま～るい形のとろ～り食感！

※掲載情報の内容は、2022年2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。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。

熊取産の

 さといも
使用！

KUMAKORO
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