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和泉市の特産品・農作物・加工品の展示販
売、体験教室、地域食材を使用した加工食
品開発なども行っています。その中でも和
泉市自慢のみかんから生まれた「みかんペ
ースト」を使用した商品がオススメです。

和泉市で、初めて湧き出た天然温泉をふんだんに使った施設です。
より健やかに、より美しく、ゆったりとお過ごしいただけます。
大衆演劇場「弥生座」もOPENしました。温泉・食事・宴会・宿泊OK!
【住所】池上町1-696-1　【電話】0725-46-1111
【営業時間】午前10時～午後10時　【定休日】第3木曜日
【交通】JR阪和線信太山駅から徒歩1分

静かで落ち着いたビジネス旅館です。
素泊まりでも、朝食付きプランでも、ご用意できます。
家庭的なお料理で、おもてなし！
【住所】伯太町２-３１-２８　【電話】0725-41-5171
【交通】JR阪和線信太山駅から徒歩15分

西国四番札所 槇尾山施福寺の麓にある料理旅館です。
西国巡礼のお宿（ご休憩）、各種宴会（忘年会・新年会）、サーク
ルの合宿にご利用ください。　　【住所】槇尾山町86-1
【電話】0725-92-2300　【FAX】0725-92-1060
【交通】南海バス「槙尾中学校前」からオレンジバス乗車
         「槇尾山」下車

道の駅いずみ山愛の里

弥生の里温泉 みまつ旅館 槙尾会館

お芋掘りをはじめ、みかん狩り、いちご狩
りなど農業の魅力を体験できる四季折々
の催しが行われています。また地域の農
産物を利用した加工体験やバーベキュー
なども楽しめます。

いずみふれあい農の里
IZUMI FUREAI NOU NO SATOMICHI NO EKI IZUMI YAMAAI NO SATO

和泉市内の工場から直送の
ガラス工芸品やアクセサリー
パールの展示販売を行って
います。

日本人造真珠硝子
細貨工業組合展示場
（リアーナ）

休館日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

休館日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

　南部の丘陵地区で主に栽培され、
大阪府内最大のみかん産地として知
られています。近年では高品質みかん
を生産するため、マルチ栽培（太陽の
光を反射するマルチシートを地面に
敷く栽培方法）を導入することで、太
陽の光を充分取り入れた、糖度と酸味
のバランスのよい味わい深さが好評
なみかん栽培が行われています。
和泉みかんの愛称で親しまれてます。

いずみパールの歴史は、明治末期、
フランス製品を入手しその研究を
したことに始まると言われていま
す。大正時代にはガラス玉を原玉と
して作られ、その後、プラスチックの
原玉や養殖真珠と同じ貝核を原玉
としたいずみパールも作られるよう
になりました。現在も独特で高度な
技術により生産されており、市内に
は国内の人造真珠生産業者の7割
が集中しています。

和泉国（現在の堺市）では、奈良時代以前よりガラス玉が作
られ有名であった。明治初期には製造技術が確立、その歴史
的技術を山月工房先代、小溝時春氏が継承「和泉蜻蛉玉」と
名称後、大阪の伝統工芸品指定を受ける。現在は、長女の松
田有利子氏が後継し国宝復元作業などを手掛けている。

いずみふれあい農の里近くで、最大
級の大型ハウスに約46,000株の
いちごが栽培されています。大粒で
糖度が高く、かつ都市近郊の立地条
件を活かした観光つみとり園として
広く人気があります。また、かがまな
くてもいちごが摘み取れる高設栽培
により、足場も良く、服も汚さずに摘
み取りができることが好評です。
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和泉市初の大型ビジネスホテルが、ららぽーと和泉の向かいに
平成29年3月オープン予定。客室は200室あり、駐車場は
135台完備。阪和自動車道、岸和田和泉インター出口から直ぐ
の場所にあり、お車でお越しの方にもとても便利。
【住所】あゆみ野4-3-10
【交通】南海バス「ららぽーと和泉前」下車

ホテル ルートイン和泉 D-6 F-8
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SHINODANOMORI SHRINE（KUZUNOHA INARI SHRINE）SHINODANOMORI SHRINE（KUZUNOHA INARI SHRINE）
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観光特大マップ等の配布、その他、特産品の展示や販売を行っています。

和泉市内の歴史・文化資源を含めた施設等の観光コースを一緒に巡りながら、
観光ボランティアガイドがご案内いたします。徒歩・自転車・バス等の手段を使い、
お客様の性別・年齢・体力・希望を考えてコースを設定します。

【申込先】 和泉市いずみの国観光おもてなし処（和泉中央）
             TEL：0725-56-5200

It is popularly known as Izumi Orange. 

We welcome you to spend tea time and looking at our beautiful  garden with a special
relaxed atmosphere that makes you feel at ease.

※掲載作品の展示期間は要問い合わせ

HISTORIC SITE PARK IKEGAMI-SONE RUINSHISTORIC SITE PARK IKEGAMI-SONE RUINS

IZUMI KOGANEZUKA ANCIENT TUMULUS

があります。

The tumulus

　　 本堂廊下の｢血天井｣の血痕は、大坂
夏の陣の際に、伏見桃山城で自刃した将兵
のものと伝えられています。

Muromachi period Edo period

西国三十三所の第4番札所として広く信仰を集めており、弘
法大師が出家得度した天台宗の寺院です。和泉地方の代表的
な名刹で、寺宝「槇尾山大縁起」は国の重要文化財に指定され
ています。

本殿

池上曽根史跡公園池上曽根史跡公園

  Kagamiike Pond in Shinoda Forest well-known in and 
after the Heian period, is famous as a stage where White 
Fox (Kuzunoha) of Shinoda, mother of Seimei Abe, Master 
of Yin and Yang, and his father Yasuna meet and part with 
each other in Kabuki and Doll-Joruri. 
Kagamiike Pond is designated as a national historic spot, 
with legends and natural environments in and around 
Shinoda Forest presented with documents and photographs 
in the Hometown Hall.

  Izumi pearls are said to trace back to the 
researches of French products obtained in the 
late Meiji era. In Taisho period, they were 
made from glass. Izumi pearls made from 
plastic and pearl nucleus used for cultured 
pearls were produced later.  Izumi pearls are 
now produced with unique and high 
standards of technology, and 70 percent of 
domestic artificial pearl producers are within 
the city.

  Dating back to before the Nara period, Izuminokuni (current Sakai city) was 
famous for manufacturing glass beads. Then, the manufacturing technology 
was established in the early Meiji era. Mr. Tokiharu Komizo, who was the 
former head of Sangetsu Kobo (workshop), had put that technology into 
practice and manufactured glass beads named “Izumi Tombodama.” His work 
was selected as one of the Traditional Crafts of Osaka. Currently, his oldest 
daughter, Ms. Matsuda Yuriko, takes over the business and works on projects 
such as restoration of National Treasures.

  Approximately 300 items of historical documents and 
folklore materials handed down in Izumi City and its 
peripheral districts are exhibited, including fossil animal 
footprints dating back million years and the largest jade beads 
in the Yayoi period found at the Ikegami-Sone ruins.  Also 
provided are corners where real earthenware vessels can be 
handled directly and study rooms with historical materials for 
easy access.

  A Zen temple of the Soto sect 
was founded in 1661 (the first 
year of Kanbun).  It is said that 
the spots of blood on 
“bloodstained ceiling” of the 
corridor of the main building are 
officers and men’s ones.  They 
committed suicide by the sword 
at Fushimi-Momoyama castle in 
Osaka Summer Battle.  Two 
fragrant olives planted in front of 
the main building, designated as a 
prefectural natural product, are 
both about 7 meters in height and 
10 meters in branch extension, 
forming a thick shape of a small 
mountain.

Mt. Makio Sefukuji Temple has been attracting people as the fourth temple of 33 
Kannon pilgrimage in Western japan. It is the temple of the Tendai sect of Buddhism. 
This is the temple where Kobo Daishi became a priest. It is one of the most well 
known temples in Izumi district, the temple treasure "Mt. Makio Daiengi" is 
designated as a National Important Cultural Property. 
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いずみふれあい農の里近くで、最大
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いずみ硝子
Izumi Glass

大阪府内最大のみかん産地として知
られています。近年では高品質みかん
大阪府内最大のみかん産地として知

  Approximately 46,000 plants of strawberry are grown in one of the largest vinyl 
plastic hothouses near Izumi fureai nou no sato.  The strawberries are oversized with 
high sugar content. Utilizing suburban location conditions, it is widely popular as a 
tourism picking farm.  Growing strawberries in high-raised platforms without the 
need for bending down to pick them up is introduced, which enjoys a favorable 
reception for easy pickup with sure foothold and without soiling your clothes.
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名称後、大阪の伝統工芸品指定を受ける。現在は、長女の松名称後、大阪の伝統工芸品指定を受ける。現在は、長女の松
田有利子氏が後継し国宝復元作業などを手掛けている。

Dating back to before the Nara period, Izuminokuni (current Sakai city) was 
famous for manufacturing glass beads. Then, the manufacturing technology 
was established in the early Meiji era. Mr. Tokiharu Komizo, who was the 
former head of Sangetsu Kobo (workshop), had put that technology into 
practice and manufactured glass beads named “Izumi Tombodama.” His work 
was selected as one of the Traditional Crafts of Osaka. Currently, his oldest 
daughter, Ms. Matsuda Yuriko, takes over the business and works on projects 
such as restoration of National Treasures.

い ず み と ん ぼ だ ま

072-224-2670

Edo period

　南部の丘陵地区で主に栽培され、
大阪府内最大のみかん産地として知

和泉木綿
Edo period

和泉木綿
Izumi Cotton
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特大マップ
和泉市観光
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Dating back to before the Nara period, Izuminokuni (current Sakai city) was Dating back to before the Nara period, Izuminokuni (current Sakai city) was   
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いずみパールの歴史は、明治末期、
フランス製品を入手しその研究を
したことに始まると言われていま

Dating back to before the Nara period, Izuminokuni (current Sakai city) was 
famous for manufacturing glass beads. Then, the manufacturing technology 
was established in the early Meiji era. Mr. Tokiharu Komizo, who was the 
former head of Sangetsu Kobo (workshop), had put that technology into 
practice and manufactured glass beads named “Izumi Tombodama.” His work 
was selected as one of the Traditional Crafts of Osaka. Currently, his oldest 
daughter, Ms. Matsuda Yuriko, takes over the business and works on projects 
such as restoration of National Treasures.
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Izumi Tombodama Glass Beads
Traditional Crafts of Osaka

槇尾山施福寺
まき   お  さん  せ   ふく   じ 

MT.MAKIO SEFUKUJI TENPLE

和泉市へのアクセス

電
車
等

自
動
車

新大阪 天王寺 和泉府中
大阪

難波
（南海電鉄） 和泉中央

新大阪
梅田

吹田IC 松原JCT 岸和田和泉IC 至和歌山

阪神高速湾岸線

近畿自動車道
（20分）

阪和自動車道
（20分）

JR阪和線
（快速21分）

泉北高速鉄道
（区間急行31分）

JR大阪環状線（快速17分）

地下鉄（21分）

阪神高速松原線（12分）
関空自動車道経由
（20分）

リムジンバス（約30分）

阪神高速環状線

大阪市内

JR関西空港線（快速25分）

地下鉄
（15分）
地下鉄
（8分）

名神高速
中国自動車道

東京・名古屋方面

関西空港

関西空港

関西空港

「松尾寺のクス」

和泉
中央
駅

阪和
自動
車道

和
泉
府
中
駅

●レンタル   
サイクル

和泉府中駅東
駐輪場

フチュール和泉

●和泉図書館
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和泉市のフレッシュな観光情報をFacebookでお届けしています！
「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」
和泉市のフレッシュな観光情報をFacebookでお届けしています！
「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」

観光案内のほか
特産品やコダイくん
・ロマンちゃん
グッズの販売も
しています。

「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」
休館日 ： 月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始
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「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」「無料Wi-Fiサービス（Osaka Free Wi-Fi）が利用できます。」

和泉市

所蔵

美しい庭園を眺めながらのティータイムで心やすらぐ非日常
空間を味わいませんか。

●

レンタルサイクル
和泉中央駅前
北駐輪場

エコ
ール

いず
み

エコ
ール

いず
み
東館

●
●

8

6

46

29 2 40,000 17.5

大阪・和泉観光ナビ


