
泉佐野 お店やさん応援チケットさの
チケ

SHOP

02 サファル　タージマハル
💒栄町 8-1 
      メゾンドフルール１F
☎072-458-0299
🕒11:00 ～ 15:00
　  17:00 ～ 21:00
【定休日】なし

01 泉州特産水なす漬け本舗　マコト商店
💒大宮町 12-6
☎072-462-0440
🕒10:00 ～ 17:00
【定休日】土・日
（その他臨時休業日もあり）

お惣菜は火・水・木曜日限定

03 ストロングスタイル 
💒上町 3-1-31
☎072-488-7203
🕒11:00 ～ 14:00
　 17:00 ～ 22:00
　 (LO 21:00)
【定休日】水曜日

04 パティスリー　アン・スリール
💒市場西 1-1-11
☎072-493-3485
🕒10:00～18:00
【定休日】なし

06 ピッツエリア エッセ ディ ピュ
💒りんくう往来北 6番地
いずみさの関空マリーナ内

☎072-464-1320
🕒11:00～14:00
     18:00～20:00
【定休日】火曜日

08 鶏坊
💒いこらも～る泉佐野
☎072-469-1005
🕒10:00 ～ 19:00
【定休日】なし

07 リストランテ アパパーチョ
💒りんくう往来南 3-41
 メディカルりんくうポート 1F

☎072-425-9054
🕒11:00～ 14:00
　  18:00～20:00
【定休日】火曜日

09 居笑屋 天国 泉佐野店
💒市場西 3丁目 6-11
☎072-469-6969
🕒
17:00 ～ 1:00（月～木・日）

17:00 ～ 3:00（金・土）

【定休日】なし

11 18.44
💒葵町２丁目 6195
☎072-461-1844
🕒8:00 ～ 18:00
【定休日】水曜日

10 居酒屋天国　りんくう店
💒りんくう往来北 1
りんくうパピリオ内
☎072-469-1059
🕒17:00 ～ 00:00
【定休日】なし

12 花満円 泉佐野店
💒いこらも～る泉佐野
☎072-479-6500
🕒10:00 ～ 20:00
【定休日】なし

14 こうたや
💒若宮町 5-7
☎072-447-8017
🕒17:00 ～ 24:00
【定休日】月曜日

13 ジャドールルパン 泉佐野店
💒いこらも～る泉佐野
☎072-479-6500
🕒10:00 ～ 20:00
【定休日】なし

15 Bar Cadere（カデーレ）
💒上町 3-7-11
☎072-468-9826
🕒20:00～5:00
（LO 4:00）
【定休日】木曜日

SHOP

05 いろは満月泉佐野店
💒市場南 1-8-20
☎072-422-2389
🕒平日 11:00 ～ 15:00
         17:00 ～ 23:00
日祝 11:00 ～ 23:00

【定休日】毎月第 1.3 月曜日
祝日になった場合は
翌火曜日が振替定休日

泉佐野飲食店応援チケット　さのチケとは？
皆様からお預かりした応援金をまず参加店にお渡しし、飲食店にこの苦しい時期を乗り越えて継続いただけるよう応援します。

応援者の方には、新型コロナウィルス感染症拡大が収束した後に、

応援したお店で利用できる 10% のプレミアムが付いたお食事券 (チケット )をお礼としてお送りさせていただくプロジェクトです。

またあの店のおいしい料理を食べてみたい、乗り越えてがんばってほしい、そんなお店を是非応援してください。

飲食店から始まったプロジェクトですが、新型コロナウィルスの影響で困っておられる他業種の店舗も応援します！

一般社団法人泉佐野シティプロモーション推進協議会　さのチケ実行委員会　☎072-461-0005　

チケットを買って泉佐野のお店やさんを応援しよう！
お店を選んでチケットを購入すると、応援したお店で使える
10%割り増しのチケットが届きます。
そのチケットをもってお店やさんでお食事やお買い物を
しよう！　詳しくはHPで！
※チケットのご利用に際しましては、行政機関の指針に沿って各店舗での感染防止対策にご理解ご協力いただくようご理解ご協力をいただきますよう、お願いいたします。



SHOP

23 Café&Bar moto
💒上町 3-11-25
☎072-463-8383
🕒7:00 ～ 24:00
【定休日】不定休

22 中国四川家庭料理　蘭梅
💒上町 1-8-26
☎072-463-1658
🕒11:00 ～ 22:00
【定休日】月曜日

30 大阪産料理　空 (そら )
💒上町 3-11-41
　  泉佐野駅構内
☎090-5463-6691
🕒11:30 ～ 21:00
【定休日】なし

37 kitchen-bar.MARU
💒りんくう往来北１
sis ゲートタワービル 25階

☎072-460-1234
🕒11:30 ～ 22:00
【定休日】なし

SHOP

24 割烹松屋
💒市場東 2-312-3
☎072-462-3740
🕒12:00 ～ 14:00
 　17:30 ～ 21:30
【定休日】月曜日

25 和モード ちよ松
💒下瓦屋 2-4-59
☎072-415-1780
🕒11:30 ～ 14:00
　  17:30 ～ 21:30
【定休日】水曜日

26 カフェ 遊夢
💒栄町 9-2
☎072-458-8775
🕒10:00 ～ 20:00
【定休日】月曜日

27 お好み家木金土
💒市場南 1-8-1
☎072-496-7515
🕒11:00～14:00
  　17:00～22:00
【定休日】第 1、第 3月曜日

28 NEW OLD STOCK
💒上町 3-6-32  
　 東海谷ビル 3F
☎072-479-3870
🕒19:00 ～ 1:00
【定休日】水曜日

29 鳥屋鶏人
💒上町 3-9-7
☎072-464-7844
🕒18:00～23:00
【定休日】月曜日

31 お食事処 植田
💒若宮町 1-22
☎072-462-0344
🕒11:00 ～ 22:00
【定休日】月曜日 

32 ( 有 ) 北庄司酒造店
💒日根野 3173
☎072-468-0850
🕒8:00 ～ 17:00
【定休日】土 , 日 , 祝日

33 炭火焼肉 炭味
💒日根野 4288-1
ベルフォーレ日根野 102
☎072-415-4147
🕒17:00～23:00
お弁当・持ち帰りお肉
 11:30～19:00
【定休日】水曜日

34 個別指導学院ヒーローズりんくう校
💒大西２丁目４－８
　  ワイズビル４階
☎072-469-4567
🕒17:00 ～ 22:00
【定休日】なし

35 犬鳴山温泉 み奈美亭
💒大木 2236
☎072-459-7336
🕒11:00 ～ 21:00
【定休日】なし

36 パン工房 クルール
💒いこらも～る泉佐野
☎072-463-9006
🕒10:00 ～ 21:00
【定休日】なし

20 居酒屋　太ちゃん
💒若宮町 5-5
☎080-4020-7417
🕒17:00～23:00
（LO 22:30）
【定休日】日曜日

19 Chinese  Restaurant☆北京飯店
💒新安松３-２-３１
☎072-465-6080
🕒11:30～14:00
　  17:00～21:00
【定休日】月曜日

21 Hale‘aina（ハレアイナ）
💒高松北 1-2-34 2F
☎072-462-1773
🕒18:00～2:00
【定休日】火曜日

17花筏カフェ (work&oasis 花筏 )
💒中庄 1413-1
☎072-429-9602
🕒11:30 ～ 16:00
【定休日】
日・祝・月・火・金・土

16 alt burst
💒大西 1丁目 13-14
☎072-442-6731
🕒11:00 ～ 23:00
(LO 22:00)
【定休日】火曜日

18 Beer&Cocktail Pub An 
💒上町 3-7-11 102 号
☎072-469-2886
🕒18:00 ～ 27:00
【定休日】なし



SHOP

46 お好み焼Ｓパラ
💒大西１丁目６－３
☎072-469-6679
🕒11:00 ～ 20:00
　　(L.O.19:30)
第１土 11:00 ～ 24:00
【定休日】火曜日

45 PoldingKnotClimbingGym
💒下瓦屋 13-10
☎072-447-9980
🕒平日 14:00～23:00
　  休日 13:00～22:00
【定休日】木曜日

SHOP

43 霜ふり庵　元気
💒新安松 1-2
☎072-462-4129
🕒17:00 ～ 23:00
（来店ストップ 22:00）
【定休日】なし

42 バイキング左近　末広店
💒新安松 1-2
☎072-464-6611
🕒11:00 ～ 23:00
（来店ストップ 22:00）
【定休日】なし

48 す～さんのインド料理　NAMASTE SURYA いこらも～る店
💒いこらも～る泉佐野
☎072-447-7559
🕒10:00 ～ 21:00
　（LO 20:00）
【定休日】なし

47 す～さんのインド料理　NAMASTE SURYA 本店
💒羽倉崎 2-1-18
☎072-465-1920
🕒11:00 ～ 15:00（ランチ）
       17:00̃22:00

【定休日】なし

44 キッチン＆バー DeexS( ディークス )
💒上町 3丁目 11-5
☎072-475-6565
🕒18:00～25:00
【定休日】日曜日

40泉佐野補聴器センター
💒高松東 1-9-18 
　　コーポ橋本
☎072-462-1122
🕒10:00 ～ 18:00
【定休日】日 , 祝日

39 鍼灸整骨院ひなたぼっこ
💒下瓦屋 3-1-19
☎072-457-9583
🕒

【定休日】日・祝日

月～土
　　8:00 ～ 13:00
月・火・水・金
      16:00 ～ 20:00

41 バイキング左近　本店
💒南中岡本 327-1
☎072-466-0400
🕒11:00 ～ 21:00
（来店ストップ 20:00）
【定休日】なし

51 美容室髪工作
💒大西２-2-27-1
☎072-463-4381
🕒9:30 ～ 18:30
【定休日】月

49 株式会社鍵野商店 
💒栄町 9番 9号
☎072-462-3999
🕒9:00 ～ 18:00
【定休日】水・日曜日

50 月謝制ネイティヴ英会話Gi テック
💒上町 3-9-26-3F
☎072-464-3778
🕒平日：13:00 ～ 21:00
    土日祝：10:00 ～ 18:00

【定休日】月


	さのチケ店舗カタログ1
	さのチケ店舗カタログ2
	さのチケ店舗カタログ3

