
2021年 5月 12日 

京阪ホールディングス株式会社 

 

緊急事態宣言発出に伴う京阪グループにおける営業状況について 

 

京阪グループ各社では、これまでもお客さまに安心してご利用いただくために、「業種別ガイド

ライン」に基づく取り組みなど、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めて参りましたが、今

般政府より発出ならびに期間延長された緊急事態宣言および同宣言に基づく行政・自治体からの

要請等を受け、さらなる感染拡大防止に向けて一部店舗等において営業時間短縮などを実施して

おります。 

各店舗等の営業状況詳細につきましては京阪グループ各社および各施設ホームページでご確認

ください。 

 

主な京阪グループ営業状況(会社名をクリックすると各社ＨＰへ遷移します) 

■運輸業 

・鉄道運行状況、ひらかたパーク 

 

 

 

 

 

 

・路線バス、定期観光バスなどの運行状況 

 

 

 

 

   

 

■不動産業 

・貸会議室、ワークプレイス事業、戸建て販売、園芸事業など 

 

 

 

■流通業 

・各モール、京阪百貨店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、駅ナカ店舗など 

 

 

 

・レストラン、有機野菜販売、カフェなど 

  

京阪電気鉄道 叡山電鉄 京福電気鉄道 

ひらかたパーク 

京阪バス 京阪京都交通 京都京阪バス 

江若交通 京都バス 

京阪流通システムズ 

(各モール 等) 

 

京阪百貨店 
京阪ザ・ストア 

(フレスト・アンスリー 等) 

京阪レストラン 

(あしかり・ｼﾞｭｰｻｰﾊﾞｰ 等) 

カフェ 

(TABLES・BROWN 等) 

京阪建物 

(OMM･ServiceOffice W 等) 

ゼロ・コーポレーション 

(住宅展示場 等) 

 

京阪園芸 
(フローリスト京阪・ 

京阪園芸ガーデナーズ 等) 

ビオ・マーケット 

(ﾋﾞｵﾏﾙｼｪの宅配) 
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■レジャー・サービス業 

・ホテル京阪各店舗、CAFETEL 

 

 

 

・「THE THOUSAND KYOTO」、「京都センチュリーホテル」、「琵琶湖ホテル」、「京都タワー」など 

 

 

 

・ミシガン、アクアライナーなどの運行状況 

 

 

 

・比叡山関連各事業 

 

 

 

・くずはゴルフリンクス 

  

 

  

 

■その他事業 

・e-kenet カード、e-kenetマーケット関連 

 

 

 

・GOOD NATURE STATIONなど 

 

 

 

以  上 

ホテル京阪 

京阪ホテルズ＆リゾーツ 

京阪ステイズ 

(CAFETEL) 

琵琶湖汽船 

(ミシガン・竹生島航路 等) 

大阪水上バス 

(ｱｸｱﾗｲﾅｰ・ｻﾝﾀﾏﾘｱ 等) 

比叡山鉄道 

(坂本ケーブル) 
ガーデンミュージアム比叡 

比叡山自動車道 

(比叡山ドライブウェイ) 

樟葉ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ・ｺﾞﾙﾌ・ｺｰｽ 

京阪カード 

ビオスタイル 
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