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京都市下京区烏丸通
七条下る 東塩小路町  

7 2 1 - 1
京都タワービル B1F・1F・2F　

A C C E S S    J R京都駅徒歩2分

　　　　 （ 地下通路直結  ）

京 都 タ ワ ー サ ンド

専用 I D   

https://

kyoto-tower

-sando.jp

kyototower-wifi

B 1F

1 F

2 F

※一部店舗は異なります

11:00  23:00　　　　

 9:00  21:00　　　　

 9:00  21:00

■ 掲載価格はすべて税込み価格の表示となりま

す。■ 写真はイメージです。■ 掲載商品は告知

無く販売中止及び、価格変更となる場合がござ

います。あらかじめご了承ください。■ 数に限り

がございます、売り切れの際はご了承ください。

京都にいながらラテンな屋台めし！

■ B1F Roti Chicken & Jackie Tacos DELICATESSEN 
☎075-746-5006

■ B1F KYOTO TOWER SANDO バル　☎075-744-1828 

tax 
included

フレッシュハーブでマリネした国産鶏使用
ロティサリーチキンとお好きなタコスを選べる
お得なコンボセット。
チキン＆タコスセット　税込972円

tax 
included600yen

tax 
included600yen

tax 
included520yen

tax 
included580yen

tax 
included1,380yen

972yen
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■ B1F 名代 とんかつ かつくら　☎075-708-3155

愛され続ける京とんかつの味力を堪能。
京食材の九条ネギと大根おろし、ポン酢をかけて召し上がれ。食べ応えがあるのにさっぱり感。
たっぷり九条ネギとおろしロースカツ膳　税込1,380円　

tax 
included1,058yen

①京都黒一味ネギそばランチ　税込1,058円

■ B1F 魏飯吉堂　☎075-708-6493

tax 
included1,166yen

麺＆丼セットで午後からの元気チャージ。
醤油ベースのあっさりスープをベースにしたラーメンが主役！
台湾風そぼろご飯orチャーシューご飯が選べます。 

tax 
included1,814yen

よくばりさんも大満足、マグロの宝石箱。
毎日11時に解体する本マグロをぜいたくに盛り付
けた丼は、鮮度のよさが自慢！ごはん大盛り無料、
赤だし付き。 　本マグロ丼　税込1,814円
■ B1F 大起水産 回転寿司　☎075-746-2458  

アートすぎるカクテルに好奇心！
バッグの中にハーブや花などを入れたノンアルカクテル。
持ち運びできるからテイクアウトもOK！ 
in the BAG　税込600円

新感覚な抹茶アレンジに胸キュン。
かわいいアートに思わず写真をシェアしたくなるラテ。
抹茶ソース入りの抹茶ビアはカクテル感覚がうれしい♪
抹茶ラテ　税込520円　抹茶ビア　税込580円

頑張る自分にごほうびドーナツ。
卵不使用、天然酵母を使ったヘルシードーナツ。 
お好きなドーナツ２個とコーヒー・カフェラテ・
紅茶いずれかのセット
ドーナツ＆ドリンクセット　税込600円
■ B1F ニコット＆マム　☎075-746-2212    ■ B1F The Roots of all evil.　☎075-741-6564  

持ち帰りOK

ドリンク付き

tax 
included1,296yen

■ B1F Roti Chicken & Jackie Tacos DELICATESSEN 　
☎075-746-5006

絶妙なおいしさのロティサリーチキンは、
フレッシュハーブでマリネした国産鶏ならでは！
チキチキDXボックス　税込1,296円

②カレー風味のパイコー麺ランチ　税込1,166円

京都にいながらラテンな屋台めし！

①

②



持ち帰りOK ドリンク付き

できたてアツアツに心もホッと♪

tax 
included

■ B1F フライドチキンとハイボール リンク　☎075-746-6329

チキンもふわふわ！ダブルソースがこだわり。
チキンカツサンドセット(チキンカツサンド、コールス
ローサラダ、ポテトフライ、タコさんウインナー)　税込880円

ふっくら焼き上げた鶏もも肉が、ど～んと1枚分！原了郭の
黒七味をかければさらに大人な味わいに。
てりやき丼　税込900円

ふっくら焼き上げた鶏もも肉が、ど～んと1枚分！原了郭の
黒七味をかければさらに大人な味わいに。
てりやき丼　税込900円

■ B1F Gottie's BEEF ゴッチーズビーフ　☎075-746-6706 

一面ぎっしりのコクうま黒毛和牛にテンションUP！
お昼からもお肉パワーでがんばれそう♪
ランチ和牛焼肉重

一面ぎっしりのコクうま黒毛和牛にテンションUP！
お昼からもお肉パワーでがんばれそう♪
ランチ和牛焼肉重　税込980円
■ B1F 京の焼肉処 弘 　☎075-354-1129

■ B1F 京都 中華料理 清華園　☎075-708-2645

tax 
included1,000yen1,000yen

tax 
included1,000yen1,000yen

■ B1F 京都千丸 しゃかりき murasaki　☎075-746-7768

■ B1F 草庵　☎075-746-7698

tax 
included900yen

tax 
included

■ B1F 鳥せい　☎075-353-6339 

780yen

京食材にとことんこだわったぎょうざがたっぷり12個付き！
目の前で焼き上げるからアツアツ。 
ぎょうざ定食A（ぎょうざ2人前（12個）、おつけもの、お味噌汁、ごはん）　税込780円

tax 
included

■ B1F ぎょうざ処 亮昌　☎075-746-4561

■ 1F 大起水産 街のみなと　☎075-746-2308  

■ B1F VEGE DELI かんな　☎075-353-2399  

880yen

tax 
included780yen

tax 
included950yen

900yen900yen

tax 
included980yen

tax 
included980yen

tax 
included950yen

tax 
included324yen～

■ B1F PANCAKE ROOM　☎075-708-3766■ B1F PANCAKE ROOM　☎075-708-3766

サンドで食べたいランチ  U（アンダー）-10 0 0 ye n代表！
　　　　　　

OFFICIAL Instagram kyototowersando

お肉様ぎっしり、これぞフォトジェ肉！お肉様ぎっしり、これぞフォトジェ肉！

てりてりの鶏肉をほおばる幸せ♡てりてりの鶏肉をほおばる幸せ♡

京都の冬のソウルフードに舌つづみ。京都の冬のソウルフードに舌つづみ。

夢のふわふわサンド、がぶり！夢のふわふわサンド、がぶり！

美ジュアルでハートをつかまれ
スパイスで胃袋をつかまれる！

tax 
included

バターのコクと生クリームが味わい深く
スパイスをギュッととじこめたマイルドな甘口カリー。
お子さまや女性の方にも大人気です。
バターチキンカレー　税込1,000円
■ B1F Curry Shop JUNAYNA 　☎075-708-3973960yen
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１種50円からのネタは、約10種ご用意！お好きなネタで
自分だけの丼をお作りします。 お好み海鮮丼　税込324円～

どれにしよかな、セルフで選べるネタ！どれにしよかな、セルフで選べるネタ！

麺活するなら、まずはココから！
中太麺に、地鶏からとっただしの醤油スープがマッチ！
日替わりミニ丼付きでボリュームも大満足！ 
ラーメンセット 創作ミニ丼と半玉のせ　税込1,000円

■ B1F タピオカベリーズ　☎075-708-3659■ B1F タピオカベリーズ　☎075-708-3659

あったかクレープに気持ちも包まれる♡
ジューシーなツナマヨ、濃厚なクリームチーズを包んで
いただくお食事系クレープで、心もお腹も満たされて。
クリームチーズツナマヨネーズ＋ホットカプチーノ　税込780円

ランチで肉バル気分、昼飲みも♪
牛肉の生ハムを、アボカドと特製わさび醤油ソースで召し上
がれ。サイドディッシュや飲みのアテにも！ 
牛生ハムのアボカドユッケ　税込950円

甘く煮込んだにしんは、かみしめるとジュワッ。上品な
そばだしとの相性も絶品。 自家製 にしん蕎麦　税込980円

アツアツあんに、ほっこり。
国産もち米のおこげは、香ばしさたっぷり！
その場で熱々あんをかけて仕上げます。
湯葉と毬麩のはんなり京おこげ　税込950円

ちょこちょこつまんで乙女心、は～んなり。
玄米入りのごはんに野菜スープをかけたベジおかゆとベジデリ
のセット。ヘルシーにこだわる人にぴったり！
ベジ粥セット　税込960円

ランチに甘いパンケーキで姫気分♪
スイーツランチやデザート、早めのおやつにもぴったり！
通常価格1000円(税込)のところ、ランチタイム（～14:00）は
選べるドリンク付きで900円(税込)！
ランチセット ハニーマカダミア パンケーキ　税込900円
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