報道関係者各位

２０１８年６月

京都タワーサンド×キリンビール

京都駅前で国内外 35 種類のビールとピッタリのフードが楽しめる
京都タワーサンド「FOOD HALL BEER FESTA」実施について
京都タワーサンド（京都市下京区）では、7 月 5 日（木）～7 日（土）、B1F「FOOD HALL」にて、各店が提
供する 23 種類のビールとキリンビール㈱によるクラフトビールブランド「Tap Marché（タップ・マルシェ）」の内 12 種類を
提供する特設ブースを設置し計 35 種類のビールを楽しめるイベントを行います。
「京都を味わう食べ歩きが楽しいフードホール」をテーマとする B1F「FOOD HALL」では、ホール席で 19 店舗のフー
ド・ドリンクを持ち寄って自由に飲食可能なため、計 35 種類のビールと各店舗おすすめのフードを一緒に楽しんでいただ
けます。美食と多種多様な国内外のビールのペアリングにより、ビールの美味しさがより一層愉しめるイベントとなっておりま
す。
詳細は以下のとおりです。
開催概要
▶ 日時
7 月 5 日（木）16：00～23：00
7 月 6 日（金）7 日（土）11:00～23:00
▶ 場所
京都タワーサンド B1F「FOOD HALL」
▶ 内容
・キリンビール「Tap Marché（タップ・マルシェ）」特設販売ブース
・B1F「FOOD HALL」各店による国内外ビールの販売
・B1F「FOOD HALL」各店がおすすめするフードの販売
・ゲスト DJ によるスペシャルフロア BGM セレクト
▶ URL
http://kyoto-tower-sando.jp/

TOPICS
| キリンビール「Tap Marché（タップ・マルシェ）」特設販売ブース
キリンビール㈱が新しいクラフトビールの楽しみ方を提案する「Tap Marché（タップ・マルシェ）」の内 12 種類を販売
する特設ブースが B1F「FOOD HALL」に登場します。
▶ 「Tap Marché」とは

「Tap Marché」は、「Marché（市場）」のように、個性豊かで多様なクラフトビールと多くのお客様が出会い、気軽に
楽しんでいただく「場」を実現することで、新たなビール文化の創造を目指す取り組みです。
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▶ 「Tap Marché」提供ビール
各 275ml 600 円
①伊勢角麦酒ペールエール

②FAR YEAST 東京ホワイト

③常陸野ネストラガー

鮮烈なアメリカンホップの香りと、豊かな

フルーティかつドライで、シャープな口

麦芽の芳醇な旨みを感じながら切

なフレーバー、そして、切れのいい後口

当たり。苦味も少なく飲みやすいビ

れの良いフレッシュなのど越しが楽し

です。

ールです。

めます。

④常陸野ネストだいだいエール

⑤SVB 496

⑥SVB COPELAND

ほどよい苦味と果実のフルーティな香り

エールのような豊潤さとラガーのよう

麦芽の旨みと甘味、アロマホップの

が絶妙にマッチした味わい。

なキレ、IPA のように濃密なホップ感

上質な苦味が複雑に調和した味

が味わえます。

わい。

⑦SVB Afterdark

⑧SVB on the cloud

⑨SVB Daydream

柔らかな甘味と上質な苦味を引き出

小麦を使うことで醸し出される柔ら

やわらかに引き立つ、ゆずと山椒。

し、味のふくよかさと飲みやすさを兼ね

かさと、白ワインのようなフルーティな

個性的な香りと繊細さが魅力の味

備えてます。

香り。

わい。

⑩SVB JAZZBERRY

⑪グランドキリン JPL

⑫グランドキリン IPA

ラズベリーが奏でるハーモニー。爽やか

国産麦芽の豊かで香ばしい味わい

複数の希少ホップが織りなす柑橘

な飲み口と、華やかなルビー色が特

と余韻、国産ホップのフローラルな香

の爽や

徴。

り。
かさと甘く熟した香り。

※写真はイメージです。実際の提供は写真と異なる場合があります。
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| B1F「FOOD HALL」各店による国内外ビールの販売
B1F「FOOD HALL」内、19 店舗の内 17 店舗が京都産クラフトビールやハワイ、メキシコ、ドイツなど国内外のビール
計 23 種類を提供いたします（1 杯 500 円～）

And more
※写真はイメージです。実際の提供は写真と異なる場合があります。

| B1F「FOOD HALL」各店がおすすめするフードの販売
B1F「FOOD HALL」各店舗がビールに合う餃子やロティーチキン、自家製スモーク牛タン、自家製極太ソーセージな
どおすすめのフードを販売します。
【Roti Chiken&Jackie Tacos DELICATESSEN】

【京の焼肉処 弘】

ロティーチキン１ピース 421 円

自家製スモーク牛タン 580 円

数種類のハーブとガーリックで

牛タンを自家製でスモークした

マリネした丸鶏をロティサリーオ

おつまみに最適な一品。じわっ

ーブンでじっくり焼き上げてい

と口に広がる牛タンの旨みと香

ます。

ばしい香りがビールとの相性抜
群。

【Gottie’s BEEF ゴッチーズビーフ】

【ぎょうざ処 亮昌】

自家製極太ソーセージ 各 420 円

焼ぎょうざ 360 円

（プレーン/チョリソー/バジル/チーズ）
外はパリッと、中はジューシーな肉の旨みが

餡には「京の都 もち豚」の挽肉

詰まったこだわりの自家製ソーセージを 4

と、左京区「京都 知七」の九

種類。噛んだときに広がるそれぞれの香りと

条ねぎ、伏見「中嶋農園」のキ

旨みをぜひ。

ャベツを使用。味付けも鰹ダシ
や味噌の”和ぎょうざ”です。

※写真はイメージです。実際の提供は写真と異なる場合があります。
|ゲスト DJ によるスペシャルフロア BGM セレクト
B1F「FOOD HALL」内の DJ ブースから、ゲスト DJ「YMX」など京都を中心に活躍する DJ 陣による当日のみのスペ
シャルフロア BGM セレクトを行い、フロアを盛り上げます。
▶ 日時
7 月 5 日（木）～7 日（土）18:00～23:00
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■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

設

FAX:06-6944-3047

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
■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 渡邊・平賀
ＴＥＬ：075-746-5867
ＭＡＩＬ：watanabe-k@mall-keihan.co.jp ／ hiraga-y@mall-keihan.co.jp

上

