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やなんて

知らんかった！
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内
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MAP

お問合せ

華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会

0721-98-0300　（太子町観光担当課）

南河内郡太子町大字山田88

※このパンフレットに掲載している情報は、特に表記がない場合、2018年3月10日時点の有効な情報です。情報は変更となる場合がございますので、

最新の情報や詳細については各施設へお問合せください。　※本媒体の掲載金額は、消費税8％を含む総額表記となっております。

結 構ええやん 、ミ ナ ミ の 南 、 ち ょ い 東

近いし楽しいし

ええやん！

OS
AK

A

近鉄・大阪阿部野橋駅より南大阪線にて河内天美駅以南の各駅へ

南海・なんば駅より南海高野線にて狭山駅以南の各駅へ
電
車

●大阪市内方面から

　近畿自動車道・松原ICもしくは美原北ICから各市町村へ

●和歌山方面から

　阪和自動車道・美原南ICから各市町村へ

車

●伊丹空港から　  大阪阿部野橋駅まで約30分

●関西国際空港から

　南海高野線・金剛駅（大阪狭山市）まで約1時間15分

　南海高野線／近鉄長野線・河内長野駅（河内長野市）まで約1時間

空
港
バ
ス

Access

SUPPORTED BY じゃらん

日帰り2ルート

フォトジェニックスポット

電車で行く？それとも車？
今スグ

使える！

MIN
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I

桜、アジサイ、

紅葉、梅と、 

四季折々の景色を

楽しめるスポット

もたくさん！

屯倉神社梅

弘川寺
歴史と文化の森

桜

西方院 紅葉

道の駅
しらとりの郷・羽曳野

アジ
サイ

桜 アジサイ

紅葉 梅



欲
望
に
正
直
で
あ
れ
！

酒
と

女
子
力

熟
成
旅

松原→藤井寺→羽曳野→

河内長野→富田林

電車で行く

南河内

車ナシ、彼氏ナシ？電車

で女子力あげに行きま

しょう！話題の布忍神社

で活を入れ、天満宮で

恋愛祈願。その後はお

いしいお酒に酔いしれ

て、おしゃれなお店で

うっとりディナー。

地元産の季節の根菜と葉も

の野菜たっぷりの前菜。河南町

のじゃがいもで作ったニョッキ、

犬鳴豚のラグーソース（メニューは

その日の食材によって決定）

ワイン館は1階がショップ、2階がランチもできる展示ホール。隣には工場があり見学OK（要予約）。

樽の中に入れるフォトポイントや、ギャラリーのようなスペースも

江戸時代から昭和初期の町並みが残り、

風情あるお店が点在。ゆったり歩いてめぐろう。

1400年の歴史を持ち、学問の神様・菅原道真公を祀る。初詣や梅まつりな

どで賑わう有名な神社で、地元では縁結びにもご利益があるというウワサも。

Train route

南 河 内 、
もう1軒の 酒 蔵
昔ながらの製法と品質にこ

だわり、ほぼ直売りのみ。ぜ

ひ訪れて味わいを確かめて。

☎072-955-0018
　藤井寺市藤井寺2-1-10
　9時～17時　　不定休

藤本雅一酒造醸

手仕事と雑貨

23番地.

☎0721‐24‐5500（観光交流施設きらめきファクトリー）
　富田林市富田林町・本町

ええのこい～！！

約20種類のワインや梅酒を試飲できる！

お昼から飲めるしあわせ♥

この梅酒めっちゃおいしい～

あー帰りたくない～！

じゃ、カンパーイ！ 

当てモノちゃうよ～

こちらもcheck

「23番地」と「oasi」のある古い町並み

ふじ  もと ただ ひと  しゅ  ぞう じょう ズバッと言い切るイチハラヒロコ恋み

くじが話題沸騰。「吉凶ではないの

で、どう解釈するかです」と宮司さん。

おみくじは神様のことば。先に参拝し

てから引きましょう！

インパクトのある言葉の作品で知られる現

代美術家・イチハラヒロコ。1999年に宮司

さんが導入した恋みくじ、引いた時の反応

も人それぞれなのが面白い！

☎072-334-7634　　松原市北新町2-4-11
恋みくじ：　 9時～17時　　月　　200円

布忍神社

迷える女子、潔く導かれたし。

minamikawachi

Train route

minamikawachi

Train route

道明寺天満宮

受験生に交じって、神だのみ。

minamikawachi

Train route

休

300年の歴史を持ち、大阪の食文化

に合う濃醇甘口を貫く酒蔵。杉玉が

吊るされた家が連なる酒蔵通りに面

し、ふらっと立ち寄りたくなる雰囲

気。ここでも試飲しちゃおう。

1大阪の職人技で作るお菓子・ボンボンと

天野酒がコラボ（702円） 2天野酒の吟

醸、古代米酒、原酒　3あま酒サイダー

（200円）と蔵限定搾りたて生酒

（720ml1,652円）

奥河内の酒、飲みごたえ十分。

minamikawachi

Train route

minamikawachi

Train route

☎0721-55-1101
　河内長野市長野町12-18　　9時～17
時（土日祝10時～）　　元旦休

ぬの　　  せ　

天野酒
あま　　　の　　　　さけ

じ　 ない　 まち

関西を中心に日本の作り手による品

を集めた店。地場産業や昔から作ら

れているものが多く、素材の良さや

使い勝手の良さが感じられる。暮ら

しに取り入れて、心にも潤いを！

丁寧な暮らし、始めるべし。

デラウェアの産地・駒ヶ谷にあるワイナリー。

和食に合うスッキリとした味わいのワインは、

ランチの松花堂弁当にもぴったり。素敵なラ

ベルのボトルをおみやげに（発送OK）！

☎072-956-0181　　羽曳野市駒ヶ谷1027
　10時～18時（土日祝9時～）　　不定休
　季節の松花堂弁当2,160円＋ワイン1人（3杯ほ
ど）1,080円／1,620円コースなど応相談

河内ワイン館

和食×ワインのマリアージュ。

休

￥

☎072-953-2525
　藤井寺市道明寺1-16-40

布忍駅 布忍駅 道明寺駅 道明寺駅徒歩10分 徒歩10分電車約15分 電車約10分道明寺天満宮徒歩5分 駒ヶ谷駅布忍神社

駒ヶ谷駅 河内長野駅 河内長野駅 富田林駅電車約30分 徒歩5分 電車約10分 徒歩10分天野酒河内ワイン館

徒歩2分 oasi手仕事と雑貨 23番地.

☎0721-26-2500　　富田林市富田林町
17-43　　10時30分～17時
　月・火(祝日の場合は翌日)休

1千早赤阪村産の古代米

（300円）　2大阪堺市で

誕生した裏表で染め分けて

ある珍しい手ぬぐい（hirali 

1,404円）　3作家たあつ

こ＝かおりさんの張り子（と

り・だるま各1,200円）

1日3組限定、その日のお客様のため

に旬食材を仕入れ、イタリアンのコー

スに仕上げる。料理を通して南河内

という土地の豊かさを感じて欲しい

とシェフ。本当の贅沢がここに。

南河内の野菜って美しい。

minamikawachi

Train route

oasi
オ　　ア　　ジ　

☎0721-21-3078　　富田林市富田林町
3-13　　12時～15時、18時30分～22時
　月（他不定休あり） ※完全予約制
　ランチコース4,104円、ディナーコース
7,344円

休

￥

1

2

3

1

2

3

観光
案内所

もあります

休

￥

宮本さん

富田林市

境内には800本の梅の木が

富田林寺内町

23



6種類の生地を使い分

け、長時間熟成発酵す

るこだわりのパン。それ

でいて、地域に根差し

たお店なのでリーズナ

ブル。人気店なので早

めに訪れて

南河内は大阪きっての農業エリア。

道の駅で旬食材をゲットしておうちでも健康美人！

しらとりの郷・羽曳野 ／ ☎072-957-6900

近つ飛鳥の里・太子 ／ ☎0721-98-2786

かなん／ ☎0721-90-3911

ちはやあかさか／ ☎0721-72-1447

　　　　　　　  （千早赤阪村観光協会）

南 河 内
に ある 道 の 駅

かぶりもの
はマストです♪

ス
ト
レ
ス
吹
き
飛
ば
す
!

パ
ワ
ー

チ
ャ
ー
ジ
旅

富田林→千早赤阪→

河内長野→大阪狭山

車で行く

南河内

最近、忙しくてなんだか

不調…そんなアナタは

すぐさま南河内へGO！

ビューティー食材をたっ

ぷり味わい、緑を眺め、

土や木に触れてリフレッ

シュ。1日で心も身体も

パワー満タン！

Car route

約20分 約30分サバーファーム 下赤阪の棚田 約2分道の駅 奥河内くろまろの郷 約30分

Pan Biyori パン日和 SAYAMA HISTORY CAFE約5分

kinkonkan-木根館

フルーツ狩りや野菜収穫体験をする

ならココ！一年中、大地の恵みを体

験できる農業パーク。園内に咲くカラ

フルなお花に癒やされ、フレッシュ果

実を食べればみるみる元気復活！

フルーツをもぎとって食す！

minamikawachi

Car route

☎0721-35-3500　　富田林市甘南備
2300　　4～9月：9時30分～18時（入園
は17時まで）、10～3月：9時30分～17時

（入園は16時まで）　　月（祝日の場合は
翌平日）、年末年始　　入園料：700円、4歳
～中学生300円／いちご狩り1区画1,200円

休

サバーファーム

￥

野菜ランチやおみやげを。

道の駅 奥河内
くろまろの郷
地元農家さんから届く野菜や果物

を、レストランで、ショップで、パン工

房で楽しめる道の駅。季節ごとに変

わる料理や揚げたて天ぷらなど、ヘ

ルシーなビュッフェは女性に大人気！

☎0721-56-9606　　河内長野市高向
1218-1　　9時～18時　　年末年始 
ビュッフェレストラン奥河内：10時30分～14
時L.O. ※食材がなくなり次第終了
　1,620円、小学生864円、幼児540円　
※90分制（土日祝70分制）

休

￥

大阪唯一の村、千早赤阪村。古く室

町時代から続く棚田は、山あいの地

形を利用した農業の場。遠く金剛山

を望むドライブを楽しみながら、四季

折々に美しい風景を眺めに行こう！

大阪にこんなとこあったんや。

minamikawachi

Car route

☎0721-72-1447 (千早赤阪村観光協会)

下赤阪の棚田

気軽に！河内材の木工体験。

kinkonkan-
木根館

大阪で一番広い林業エリアでもある

南河内。木のある暮らしを提案する

コチラでは、実習室でカトラリー作り

を体験できる。童心に戻って手を動

かす、心地いいひとときを。

☎0721-64-8151　　河内長野市高向
1818-1　　9時～17時（受付16時まで）
　月（祝日の場合は翌日）、年末年始
　カトラリー作り1,200円（スプーンかフォー
クどちらか）

休

￥

minamikawachi

Car route

オープンな空間でほっと一息。

SAYAMA
HISTORY CAFE

自家焙煎工房カフェ little islandが

手がけるカフェ。狭山池博物館内に

あり、大きな窓のあるウッディな空間

が居心地抜群。自家焙煎コーヒー

と、手づくりスイーツでひとやすみ。

☎090-1912-9808　　大阪狭山市池尻
中2　　平日10時～17時、土日祝7時～
18時　　月　　自家焙煎コーヒー450円、
本日のケーキ450円

休 ￥

minamikawachi

Car route

幸せな気持ちになれるパン。

Pan Biyori
パン日和

日常に、良い素材のパンを。風味とく

ちどけのために酵母を配合する製法

で、一度食べたらクセになる味わい。

40～50種とバリエーション豊富に揃

い、野菜やフルーツを使ったパンも。

☎072-349-8381　　大阪狭山市池尻中
1-2-14 グレイシア松本ビルディング1F3号室
　8時～19時　※売り切れ次第終了　　
　日、月　　クロワッサン140円、
豆乳スコーン150円など
休 ￥

minamikawachi

Car route

春はいちご、夏～秋はブルー

ベリーやぶどう、もも、いちじ

く、冬はみかん。全国有数の生

産量を誇るぶどうをはじめ、実

はフルーツ王国な南河内。旬

の味覚をぜひ現地で。

道の駅 List

南河内はフルーツ王国

こちらもcheck

インストラクター
が教えますよ

小 刀で少しずつ削り、

ペーパーで磨きながら

仕上げるカトラリーは初

心者にオススメ。すぐに

家で使えるものだから、

制作意欲も上々。実習室

は1時間200円で自由

制作もできる

狭山池博物館の前には、1400年の歴

史を持つ狭山池が。ランニングや犬の散

歩をする人 の々姿がちらほら

野菜たっぷりで太らなさそう！

また癒やされに来よ～

農家さんが作った加工品はお

みやげに！キュウリのジャム

497円、かわばたファームのト

マトジュース410円、フルーツ

ソース（いちじく・温州みかん）

518円、とうがんジャム481円

南河内の
野菜
買って帰ろう

を

minamikawachi

Car route

中上さん

河内長野市

できあが

り

45



☎0721-93-6655　　南河内郡河南町白木1456-2　　10時～17
時30分（11/5～2/28は17時まで）※8月1日は教祖祭PL花火芸術終
了まで営業　　火（祝日の場合翌日） ※春休み・夏休み期間無休　
　1,500円、3歳～小学生800円（3歳未満無料）、ペット500円　

竹岡さん

河南町

spot
南河内フォトジェニックスポットPhotoMinami kawachi genic
南河内フォトジェニックスポット

翠鳥園遺跡公園
和菓子工房 あん庵 すいちょうえん  い  せき  

ともはやしのうじのじんじゃ

RETRO

HISTORY

INTERESTING

NATURE

GARDENANIMAL

10色の最中には、南

河内いちじくやゆずレ

モンなど10種類のあ

んこが。「想ひいろいろ

♥ハート最中」ってネー

ミングもいいでしょ。

☎072-950-1122
　羽曳野市
羽曳が丘西1-4-53
　9時～18時　　水

南河内で1、2を争う知名度を持つワールド牧場。マイペー

スな動物たちは、歩いているだけでフォトジェニックです。

地元を知り尽くす職員たちが、南河内の知られざるフォトジェニックなスポットを一挙ご紹介。 SNS映え…きっと間違いなし！

南北朝時代の武将・楠木正成

の生まれ故郷であると言われて

いる千早赤阪村。国史跡の三

城跡は、歴史好きにはたまらな

いスポットです。

☎0721-72-1447（千早赤阪村観光協会）

☎0721-72-1447（千早赤阪村観光協会）

上赤阪城址・下赤阪城址・
千早城址

通称「卵の輪切り」。スーパーの前に突如現

れるこのオブジェ、2万年前にここが石器づ

くりの場だったことを示しているんです。

☎072-331-2977　　松原市阿保6-4-4　　15時～23時
　水

清水湯

太子町という名の通り、

聖徳太子ゆかりの場所

が色々。静かな佇まいの

西方院は、庭や龍の天

井画など境内に見どこ

ろも多いですよ。

☎0721-21-1600
（太子町観光・まちづくり協会）

金剛山

太子町が誇る聖なる山。その名の

通り、雄岳と雌岳という二峰からな

り、なんと旧石器時代にはこの山

の石で石器を作っていたそうです。

二上山

きっと
映える

SPOT 1

日本最古のダム形式のため池・狭山池。約1,300

本の桜並木が囲み、大阪一早いお花見が楽しめる

とも言われます。開花時期には桜のライトアップも！

SPOT 2

狭山池を望みながら、狭山池ダムカ

レー。堤をライスで、池の水をルーで再

現したこだわりのカレー！優しい味なの

で子どもでもＯＫです。

SPOT 1
住宅街の中を何気なく歩いていると、ひときわ異彩

を放つ一軒の銭湯が。ここだけ時間が止まったか

のような佇まいがたまりません。

SPOT 1

花と緑の広場の一角にある「リス

園」で、リスに餌やりをすることがで

きます。人懐っこいですが、お腹が

いっぱいだと出てこないかも。

SPOT 3

SPOT 1

大阪府最高峰の山で、年間１２０万人が登山

します。金剛山頂へ向かうロープウェイからの

眺望は格別です！

SPOT 1

南河内は奈良の飛鳥とともに遺跡の多い

エリア。古墳とその時代専門の博物館は、

スタイリッシュな安藤忠雄建築なのです。

SPOT 2

SPOT 2

SPOT 1

SPOT 2

SPOT 2

休

☎072-958-1111
（羽曳野市文化財保護課）
　羽曳野市翠鳥園2-10-101

狭山池公園

ワールド牧場

大阪府登録　第68-1号（販売）第68-2号（保管）第68-3号（貸出し）第68-4号

（訓練）第68-5号（展示） 登録年月日:平成18年6月9日 登録の有効期限の末

日:平成33年6月8日 動物取扱責任者:伊藤勉

OBJECT
津守さん

羽曳野市

平田さん

大阪狭山市

松村さん

太子町

休

￥

近つ飛鳥博物館
☎0721-93-8321　　南河内郡河南町大字東
山299　　9時45分～17時（展示室への入館
受付は10時～16時30分）　　月（祝日の場合
翌日）、年末年始　　310円、高校生・大学生・
65歳以上210円、中学生以下無料

休

￥

西方院
さいほういん

にじょうざん

☎0721-98-0133
　南河内郡太子町太子1663

☎072-366-0011
（大阪狭山市公園緑地グループ） 

市民ふれあいの里
☎072-366-1616
　大阪狭山市東野東1-32-2
　9時～17時　
　年末年始　
　200円、小学生以下無料

休

FLOUR 狭山池店
フ ラ ワ ー

☎072-368-6668　　大阪狭山市半田
6-1092-1　　9時30分～19時 （カフェは17
時まで。LO16時30分）　　元旦

パンと暮らしのcoccoya
☎072-959-3076　　藤井寺市道明寺1-16-53
　9時～17時　　日、月

伴林氏神社

意外と知られていない巨大おみくじ。文字通り、全

身全霊で振りましょう！箱もビッグなら紙もロングで

読み応えありなんです。

SPOT 1

古市古墳群がある藤井

寺市で、古墳モノと言え

ばcoccoyaさんの古墳

パン。見た目だけじゃな

い、バターと岩塩の風

味抜群のパンです。

SPOT 2

SPOT 3

こちらも穴場スポット。なんと境

内の中を電車（近鉄南大阪

線）が走っているんです。季節

によっては桜と一緒に撮ること

も可能！

☎072-954-5126
　藤井寺市林3-6-30

休

休

￥

北野さん

藤井寺市

澤田八幡神社
☎072-953-2525（道明寺天満宮）
　藤井寺市沢田4-2-3

休

なにかとフォト
ジェニックな狭山池

シュールな写真、撮れますよ

歴史ロマンを
撮りに来て

動物には
かないません

枯山水の
庭は必見！

おもしろ
神社、
揃えてます

昭和の香りを
写してください 島田さん

松原市

千早赤阪村

住吉さん
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