
報道関係者各位                                 ２０１8 年 7 月 

 

京都タワーサンド 
 
「季刊誌 SANDO 8・9月号（発行期間7月 25日～9月末）」 

夏祭気分が高まるフード&ドリンクなどが勢ぞろい！！ 

 

株式会社京阪流通システムズが運営する京都タワーサンド（京都市下京区）では、7 月 25 日（水）に「季刊誌

SANDO 7・8 月号」を発行いたします。 

京都の夏祭のシーズンはいよいよ佳境！街全体の熱気に負けじと京都駅すぐの京都タワーサンドでも、祭気分がうんと

高まるフードやドリンクなどが勢ぞろい。多彩な刺激やエネルギーを味わってみてください。 

 詳細は以下のとおりです。 

 

発行概要                                                                 

▶ 発行期間 

7 月 25 日（水）～9 月末（予定） 

▶ 配布場所 

京都タワーサンド及び近隣施設 

 

▶ 内容（一部抜粋） 

・情熱的で刺激的なスパイシーフードや祭気分なフードをご紹介。 

【Gottie’s BEEF ゴッチーズビーフ】 B1F 

チョリソーソーセージほか極太ソーセージ 4 種 

（税込 各 432 円） 

「お酒のおともに！」一口で

はとても食べきれないビッグ

サイズ、気付けばグラスが空

になるほどの濃厚な肉の旨

み。スパイシーなチョリソー味

など、食べ比べも楽しい 4

種類。 

 

【VEGE DELI かんな】 B1F 

ゆず胡椒風味京野菜カレー（税込 1,350 円） 

かんな特製グルテン

フリーカレーに、ゆず

胡椒でマリネした賀

茂なす、万願寺唐

辛子、カンパリトマ

トをトッピング。やさ

しいカレーの味わいの中にほんのり効いた和のスパイスに夏

の疲れも癒されます。もちろんヴィーガンの方にもおすすめで

す。 

【タピオカベリーズ】 B1F 

レッドペッパーピザ（税込 540 円） 

《期間限定：9 月末まで》 

クレープ生地まで真っ赤！

粗挽きソーセージと濃厚チ

ーズの上に、激辛唐辛子

がたっぷり。辛さは 3 つのレ

ベルから選べます。さらにお

好みでデスソースのトッピン

グも可。辛党の方はぜひ、挑戦を！  

【名代 とんかつ かつくら】 B1F 

ヒレかつサンド（税込 1,000 円） 

夏祭り前の腹ごしらえにうっ

てつけ！店頭で揚げたヒレ

かつをお持ち帰りで楽しめ

る、知る人ぞ知るかつくらの

名物サンドイッチです。何と

いっても注目すべきは、ヒレ

かつの半端ない分厚さとボ

リューム感！ 
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【KYOTO TOWER SANDO バル】 B1F 

京都醸造飲み比べセット（季節のビール 3 種）（税込 990 円） 

人気のブルワリー「京都醸造」のクラフトビールが一度に 3 種類も楽しめ

る！「一期一会」、「なごり雪」、などの看板・定番ビール、限定醸造の

「守破離」などが日替わりで登場。好みのビールを見つけられると好評の

メニューです。 

 

・京都の「祭」をテーマにしたお土産をご紹介。 

【京洋菓子司 一善や】 1F 

五山精霊送り大文字（税込 2,484 円） 

《京都タワーサンド限定販売》 

「五山の送り火」を立体

化！その大きさもビジュ

アルもインパクト絶大の

抹茶ケーキ。ゴツくてポッ

プな見た目とは裏腹に

食感はしっとり。風呂敷

には大文字焼き、五重

塔、舞子さんなど京都の名所・名物のイラストがちりばめら

れており、贈り物にもおすすめです。 

【京都 宇治茶 錦一葉】 1F 

京宇治茶ポップコーン 梅と抹茶（税込 1,296 円） 

口に運ぶたびに、カリッとは

じける軽快な食感！何度

も何度も吟味して作りあげ

たというフレーバーは“京都 

宇治茶”錦一葉ならではの

他にはない味わい。どこか

懐かしい甘酸っぱさの季節

限定・梅フレーバーと、定番

人気の宇治抹茶フレーバーの 2 種類入り。 

【ぽっちり】 1F 

大文字 2.6 くしマチ（税込 1,404 円） 

大文字 4.0 くしひろマチ（税込 1,944 円） 

カラフルな柄に大文字の

送り火を表現したがま口

は、この時期限定商品。

丈夫でありながら繊細な

色やデザインが表現され

るジャガード生地には、

人の手の温かみが感じられます。どちらもマチがしっかり付い

ており、小物入れや小銭入れなど使い方はさまざまです。 

【レ・フレール・ムトウ】 1F 

HANABI（税込 1,264 円） 

《期間限定：～8 月末まで販売/なくなり次第終了》 

卵を使っていないホロホロ

食感クッキー「和ネージ

ュ」など、ムトウの人気焼

菓子を 5 種類詰め合わ

せ。カラフル&キュートな

夏柄パッケージは、お子

様へのお土産にもきっと

喜ばれます。 

【でざいんぽけっと】 2F 

三角西瓜 キーホルダー（税込 880 円） 

三角西瓜 イヤリング（税込 1,980 円） 

ころんと可愛いミニチュアサイズなのに、シャリシャリ感やみずみずしさがとっても

リアル！食品サンプル職人が一つひとつ丁寧に手作りした、三角のスイカの

アクセサリーです。身に付ければたちまり、夏のファッションのアクセントに。 
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・京都の色々な体験を「触って」「作って」「持ち帰る」SANDO 美味しい WORK SHOP。 

【おたべ体験道場】 2F 

おたべ手作り体験（税込 1,200 円） 

“京都を代表する銘菓”といえば誰でも思い浮かべるつぶあん入り生八つ橋「おたべ」。手作りなら特別感がさらにアップ。

自家製粉のこしひかりの米粉と自家製のあんを使った、本物の味を再現できます。京都タワーサンド店限定で、認定証と

オリジナルのお土産がつきます。 

＜期間限定特典＞オリジナルあぶらとり紙プレゼント 

            対象期間：7 月 25 日（水）～9 月 24 日（月・休） 

【伝統工芸体験工房 あかね屋】 2F 

ガラス風鈴絵付（税込 1,800 円） 

350 年以上の歴史ある「清水焼」の窯元がプロデュースする、伝統工芸ワークショップが楽しめ

る！この時期おすすめはガラス風鈴に 5 色の絵の具を使う絵付け体験。当日持ち帰りもでき

るので、京都巡りのお土産にもぴったり。夏の思い出をあなたの手でカタチに残してみませんか。 

＜期間限定特典＞ご予約時に「SANDO 季刊誌を見た」とお伝えいただくと 

            全ての体験メニューが 2 名様以上の体験で 10％OFF 

            ※公式 HP よりご予約の方は、体験当日にお申し付けください。 

            対象期間：7 月 25 日（水）～9 月 24 日（月・休） 

会社概要 

商 号：株式会社京阪流通システムズ 

代 表 者：代表取締役社長 中島 政人 

本 社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町 1 番 1 号 KEIHAN CITY MALL 3F 

     TEL：06-6944-3087 FAX:06-6944-3047 

設 立：2002 年 8 月 8 日 

事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業 

資 本 金：100 百万円 

U R L：http://www.mall-keihan.co.jp/ 

 

■施設概要 

京都タワーサンド／TEL:075-746-5867(代表)  

所 在 地：〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町 721 番地（京都タワービル内） 

営業時間：1F・2F 9：00～21：00／B1F 11：00～23：00 

※一部店舗は営業時間が異なります。 

アクセス：JR・地下鉄・近鉄電車・市バス「京都」駅下車徒歩 3 分 

営業面積：約 2,620 ㎡ 

店 舗 数：約 55 店舗 

U R L：http://kyoto-tower-sando.jp/ 

以 上 

■本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします■ 

株式会社 京阪流通システムズ 京都事業部 平賀・永野 

ＴＥＬ：075-746-5867 

ＭＡＩＬ：hiraga-y@mall-keihan.co.jp ／ nagano-k@mall-keihan.co.jp 


