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京都タワーサンド 
 
「季刊誌 SANDO 6・7月号（発行期間５月25日～７月末）」 

京都ならではの「涼」を感じるお食事やお土産で夏を愉しもう！！ 

 

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、5 月 25 日（金）に「季刊誌

SANDO ６・7 月号」を発行いたします。 

祇園祭が近づくにつれ気温も人もどんどんアツくなっていく京都の夏。そんな夏に心地いい、京都ならではの「涼」をテーマに

京都タワーサンドの涼しげな京土産やおいしい涼メニューをご紹介。 

 詳細は以下のとおりです。 

 

発行概要                                                                 

▶ 発行期間 

5 月 25 日（金）～7 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）※価格はすべて税込 

・B1F フードホールから夏にぴったりな冷たいメニューをご紹介。 

【草庵】 B1F 

冷かけすだち蕎麦（税込 900 円） 

《期間限定・1 日数量限定》 

石臼挽きの本格十割そ

ばを提供する創業文久

元年の老舗おばんざい屋

が営むそば処。スライスし

たすだちが一面に広がるビ

ジュアルは思わず写真を

撮りたくなる美しさ。 

 

【京都千丸 しゃかりき murasaki】 B1F 

胡麻ダレ煮干し冷麺（税込 900 円） 

《夏季限定》 

京都舞鶴出身の店主が

13 年前にはじめた京都

最初のつけ麺。一見、魚

介系の出汁の冷麺。で

も、チャーシューの下には

自家製の胡麻ダレが。そ

れぞれの味を楽しみ、最

後は混ぜて絶妙なハーモニーを堪能できる 3 度おいしい新

食感の冷麺。 

【VEGE DELI かんな】 B1F 

冷たい みーそソースうどん（税込 890 円） 

動物性原料を使用しない

野菜が主役のヘルシーベジ

タリアン食堂。麦みそベース

のトマトソースでいただく、

新作の創作うどん。大豆ミ

ート入りで口に入れた瞬間

ミートソースと錯覚するよう

な味わいが広がります。ひんやりがおいしいみーそソースの

魅力をぜひ体感してみてください。 

【PANCAKE ROOM】 B1F 

ハニーレモンパンケーキ（税込 1,250 円） 

《1 日数量限定》 

京都北山生まれの新

食感パンケーキ専門

店。さわやかなレモン

の酸味と上品な甘さ

のハチミツが相性抜

群の「涼」を感じるパ

ンケーキ。 
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【ROLLY’S ROLL ICE CREAM KYOTO】 1F 

チョコミントスペシャル/京都宇治抹茶プレミアム（税込 1,058 円/1,188 円） 

《京都タワーサンド店限定》 

海外生まれの「ロールアイス」。京都の女の子の「かわいい」イメージをテーマに「どきど

き」「わくわく」をロールアイスに乗せて伝えます。チョコミント系と京都タワーサンド限定

宇治抹茶フレーバーが登場。 

 

・1F マーケットからお土産や自分用にもぴったりの京都の暑い夏を乗り切る京土産。 

【吉祥菓寮】 1F 

はんなり くず＆つぶ餡 10 個入（税込 648 円） 

《夏季限定販売》 

京都祇園・知恩院前に本店を

構える、きな粉スイーツ専門

店。吉野本葛を混ぜて夏らしく

仕立てたとろけるようにやわらか

なもち生地でつぶ餡を包み込

んだ夏限定の八つ橋です。 

【京あめ クロッシェ】 1F 

祇園御神輿（カシスオレンジ） 

祇園山鉾（黒すぐり〈カシス〉）、祇園囃子（バナナ） 

（1 箱 税込 各 648 円） 

創業 140 年以上

となる飴作りの老

舗「今西製菓」がプ

ロデュースするブラン

ドです。開けた瞬

間、華やかなビジュアルにときめく、祇園祭をイメージした柄

と色が特徴の限定フレーバー。〔祇園祭限定〕八坂神社

用の御紋入りの袋でお包みいたします。 

【キテキテ】 1F 

T シャツ 祇園祭りやコンチキチン 

(KIDS 税込各 4,212 円・S～L 税込各 5,292 円) 

伝統文化に今の京都らしさ

をプラスしたオリジナルデザイ

ンの T シャツと雑貨を取り揃

えたお店です。 祇園祭のち

ょうちんをモチーフにしたお囃

子が聞こえてきそうな T シャ

ツが登場。 

【Cocolo Kitchen KYOTO】 1F 

No.7 citrus sour（シトラスサワー） 

（80g:税込 650 円、200g:税込 1,190 円） 

毎日食べてココロもカラダもハッ

ピーに、そんな思いで誕生した

京都初のグラノーラ専門店。

イタリア・シチリア産オーガニック

レモン果汁たっぷり、濃厚でさ

わやかな酸味が夏にぴったりな

グラノーラ。 

【京都北山 マールブランシュ】 1F 

夏もの お濃茶ラングドシャ 涼 茶の菓 10 枚入（税込 1,360 円） 

《夏季限定》 

京都北山に本店を構える洋菓子店。力強い旨味が特徴の「川の茶葉」をはじめとする宇治茶を

使用。軽快な食感と涼やかなお茶の余韻を楽しめる夏限定の商品。 
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・「京のヒト・コト・モノ」のコーナーでは 1F の慶応元年創業京菓子の老舗「七條甘春堂」七代目当主・木ノ下亮の 

和菓子作りへのこだわりをご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICS                                                                 

6/1（金）1F「京都 宇治茶 錦一葉」NEW OPEN                                           

京都・錦市場に本店を構え京都宇治抹茶の魅了を発信する 

「茶寮・錦一葉」が京都タワーサンド 1F マーケットにオープン。 

厳選した宇治抹茶・ほうじ茶・玄米茶を特殊な製法でペースト状にし 

マッシュルームタイプのコーンに絡めた「京都発！！宇治抹茶ポップコーン」を

販売。油を使わずエアーで膨らませたヘルシーなポップコーンは老若男女問

わずに大人気です。 

 

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：平成 14 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 

【「天の川」1 本 972 円】 【七代目当主・木ノ下亮さん】 

【「金魚」1 本 1,080 円】 


