
ショップ一覧

№ 運営会社
本店

所在地
業種 店舗紹介

1 京菓子司　三昇堂小倉 ㈱三昇堂小倉 京都 京銘菓

素材にこだわり、いつも身近にある京菓子つくりを心がけ、京都駅ではもうすぐ７０年。
普段使いから贈答まで幅広くご愛顧いただいております。新しいショップでは、京ブラ
ンド食品に認定された大人気の「京生麸餅」など、季節のお菓子の実演販売もござい
ます。

2 本家佳長 ㈱寿庵 京都 京銘菓
天然えびの豊かな香りと深い味わいをそのまま活かした本格派えびせん処「本家佳
長」。京の伝統野菜九条ねぎを使用し古都の趣を醸し出した一品、『九条ねぎ京えび
せんべい処』を始めとした商品を取り揃えております。

3 辻利 京都 京銘菓

萬延元年から続くお茶の老舗「辻利」。宇治茶の礎を築いた初代・辻利右衛門の志を
受け継ぐ宇治茶の老舗です。茶匠厳選の宇治抹茶を贅沢に使用した京都ならではの
銘菓をご堪能ください。

4 京ばあむ 京都 京銘菓

宇治抹茶と京都産豆乳を使用し、幾重にも焼き上げた、しっとりほわほわのバーム
クーヘン「京ばあむ」。色鮮やかな濃い緑の彩り、馥郁と香る宇治抹茶の香味をお楽し
みください。その他にも、ここでしか買うことができない、亰店限定商品も販売いたしま
す。

5 京都銘菓おたべ 京都 京銘菓

京都土産で有名な「つぶあん入り生八つ橋 おたべ」。おたべの生地である生八つ橋に
は、国産コシヒカリと日本名水百選 若狭瓜割の水を使用し、つぶあんには北海道十
勝の小豆を使用しています。その他に、季節に合わせた商品を取り揃えてお待ちして
おります。

6 井筒八ッ橋本舗 ㈱井筒八ッ橋本舗 京都 京銘菓

井筒八ッ橋本舗は、1805年京都祇園・南座前にて創業致しました。当時、井筒茶店で
人気を博していた京名物が、箏曲の祖・八橋検校の遺徳を偲び創作された琴姿「井筒
八ッ橋」でございます。京文化や意匠を守り、創意工夫を重ねてきた品々や、おもてな
しから生まれたご縁を通して「おいしさ」や「京の歴史・文化」を感じて頂けますよう、も
のづくりの心を込め「ほんまもん」をお届けしております。

7 聖護院八ッ橋総本店 ㈱聖護院八ッ橋総本店 京都 京銘菓
京都名物を代表する老舗。
伝統の八ッ橋に加え、新しい革新の上に立った多数の新商品の提案も行い、心のこ
もったおもてなしでお迎え致します。

8 本家西尾八ツ橋 本家八ッ橋西尾㈱ 京都 京銘菓
創業３００年の老舗として昔ながらの定番商品に加え新しい味の八ッ橋を展開してい
ます。また、焼き八ッ橋をくだいてチョコレートと混ぜたクランチも好評です。

9 鶴屋長生 ㈱鶴屋長生 京都 京銘菓

嵯峨嵐山より、鶴屋長生がお届け。代表銘菓「利休心」は可愛らしいお茶釜の形の桃
山製焼菓子。
この度、「京名菓・名菜処　亰」限定商品「米粉のカステラ」を特別にお作りしました。他
に京都限定商品も多数取り揃えております。

10 京菓子司　俵屋吉富 ㈱俵屋吉富 京都 京銘菓
宝暦五年（1755年）の創業以来、「京都御所」の北西の辺、代々禁裏御用をつとめる菓
子屋として格付けされてまいりました。その後、今日に至るまで、新しさを追求し京銘
菓を数多く創作してまいりました。

11 鶴屋吉信 ㈱鶴屋吉信 京都 京銘菓

創業享和三年（1803年）。「ヨキモノ」を創るの教えを守り、「どこよりも美味しい菓子を」
「心よりよろこんでいただける京菓子文化を」 を合言葉に、材料を選び、製法を磨き、
骨身を惜しまず、 妥協を許さない企業風土の樹立をめざして 全社一丸となって精進し
ています。

12 京菓子處　鼓月 ㈱鼔月 京都 京銘菓
昭和20年（1945年）京都で創業し、伝統の京菓子文化を大切に守り続けながらも新た
な商品を開発し続けています。55周年を迎えた人気の「千寿せんべい」を始め、限定
商品や季節ならではの商品を取り揃え、皆さまのお越しをお待ちしております。

13 京煎堂 ㈱京煎堂 京都 京銘菓
大正15年創業、京都・祇園に本店を構えます京煎堂。「京都らしさ」にこだわり、お菓子
が取り持つ【御縁】を何よりも大切に、丹精込めて焼き上げるお煎餅をぜひご賞味くだ
さい。

14 福寿園 ㈱福寿園 京都
お茶
菓子

宇治茶の老舗茶舗として歴史を育む福寿園は、「一人でも多くの方に、美味しいお茶
を飲んでもらいたい」との想いのもと、伝統にしばられるのではなく、その時代、そして
次の時代に求められる日本茶、宇治茶のカタチを追い求めてまいりました。
その想いを受け継いで、京都駅にて新しい挑戦を始めます。

15 京名菓 ㈱京都駅観光ﾃﾞﾊﾟｰﾄ 京都 京銘菓
京都駅で約70年にわたり約70社の京の老舗の京名菓を販売し、その中から他にはな
い選りすぐりの京名菓をはじめ人気の和洋菓子も取り揃えております。

16 PRESS BUTTER SAND ㈱BAKE 東京
洋菓子

バターサンド

年間1000万個を販売する土産菓子の新定番が京都に初上陸。はさみ焼きによりひと
つひとつ丁寧にプレスしたサクサク食感のクッキーに北海道産バタークリームとキャラ
メルクリームをサンド。宇治抹茶を使った京都限定商品も販売。

ショップ名

㈱美十

京都初進出 



17 グランマーブル ㈱グランマーブル 京都
マーブル

デニッシュ

京都生まれのおしゃれなデニッシュ。四季折々の食材を職人が一本一本丁寧に織り
あげて焼き上げたマーブルデニッシュ。月替わりで登場するフレーバー含め常時12種
類以上をご用意。この他、手土産やギフトに最適なアイテムが豊富に揃います。

18
The Obroma 990

by Dari K
（ジ・オブローマ９９０）

Ｄａｒｉ Ｋ㈱ 京都 チョコレート
カカオドリンク

世界初披露！カカオをその場で挽いて出来立てのチョコを楽しめるマシン「The
Obroma 990 （ジ・オブローマ９９０）」を導入。通常のチョコとはひと味もふた味も異な
る、挽きたてフレッシュなカカオドリンクやソフトクリーム、スイーツを提供致します。

19 BURDIGALA EXPRESS ㈱トリコロール 東京 ベーカリー

東京・広尾に本店を構える‟ブーランジェリー ブルディガラ“
日常生活を少しだけ上質に…ブルディガラはそう願って、お客様に商品をお届けいた
します。厳選した小麦粉で作りあげる本格欧州パンや発酵バターの香り高いクロワッ
サンに加え、京都駅でしか購入できない限定商品もご用意しております。

20 立鮮調進　なかがわ ㈱フードシステムズ 京都 おにぎり

三代にわたる京料亭の若炊淡口味を活かし、ちりめん山椒などの佃煮やお弁当をつ
くって参りました。おにぎり弁当は数多く作って参りましたが、おにぎり専門店としては
初出店となります。おにぎりは、毎日早朝より手づくりで作っております。

21
京・特産品撰専門

 とり市老舗
㈱とり市老舗 京都 京食品

創業百余年、京都の四季特産品の専門店。松茸・竹の子などの京野菜、京漬物、京
麩、京ゆば、丹波黒豆、京の七味唐辛子など、京の老舗の厳選したおみやげの数々
は、京の伝統の味と香りをお楽しみいただけます。

22 かつくら ㈱フクナガ 京都
とんかつ

弁当
惣菜

お店の味と品質はそのままに、名代の味をお土産に。食に対して厳しく、洗練された京
都でとんかつの美味しさを追求してきました。素材ひとつひとつに心を配り、お客さまに
お届けします。お弁当はもちろん、人気のかつサンドなど取り揃えてお待ちしておりま
す。

23 酵房西利 ㈱西利 京都

西京漬
弁当
惣菜

発酵麹ドリンク

酵房西利は、京都の風土が育んだ食文化を守り伝えることを大切に、古来からの醗酵
の技を活かし、食卓に健康と笑顔をお届けする西利の新ブランドです。西京漬やお弁
当、お惣菜、発酵麹ドリンクなど、醗酵食の知恵がつまった美味しさをお楽しみくださ
い。

24 京のお肉処　弘 ㈱ﾐｰﾄｼｮｯﾌﾟﾋﾛ 京都
焼肉
弁当
惣菜

　
当社初、弘厳選の黒毛和牛を使用した京都駅店限定のオーダー制お弁当を販売。ご
注文後、出来立てのお弁当をお作りします。その他、京都で販売している弘の全ての
弁当を集め、さらに各店舗で販売している人気メニュー（お弁当・揚げ物・惣菜）も取り
揃えております。

25 錦市場　野村 ㈱野村佃煮 京都

京佃煮
京惣菜
弁当

昭和６年錦市場に開いたおかずの店で手間をかけても少しずつ作り新鮮な品を提供
する心と技で味にこだわる京都人の間で評判となりました。その心と技で作る素材の
持ち味を大切にする「京佃煮」「おばんざい」毎日食べても飽きのこない「お弁当」をぜ
ひご賞味ください。

26 日本一 ㈱日本一 千葉
焼鳥
弁当
惣菜

京都初出店の焼鳥・惣菜・お弁当テイクアウト店。熟練したスタッフが1本1本丁寧に焼
き上げる、厳選素材の焼鳥が自慢です。「あったか家族のお手伝い」をキーワードに、
皆様の食卓に出来立ての美味しさをお届けいたします。

27 富屋 ㈱富屋 京都
酒

漬物

京都をコンセプトに京都の地酒、地ビール・土井の志ば漬け・七味家本舗をはじめ厳
選された京都の酒類・食品を観光、デイリーのお客様にご満足頂けるよう豊富に取り
揃えております。

28 京つけもの　　西利 ㈱西利 京都 京漬物
「西利の千枚漬」「京のあっさり漬」「健康漬物 西利乳酸菌ラブレ」でおなじみの京漬物
の老舗。西利は、＜旬おいしく、やさしく。＞のテーマのもと、伝統の味、伝承の技から
創り出す新しい味を通じて、健康で豊かな食生活に貢献しています。

29 京つけもの　　もり ㈱もり 京都 京漬物

もりの漬物へのこだわりは、素材にあります。主原料である京野菜を京都・亀岡の自
家農園を中心に丹念に生産。素材からこだわりぬき、味よし・香りよし・彩りよしの“京
漬物”を お届けいたします。京都駅ではこちらの店舗限定の商品も販売予定でござい
ます。

30 京つけもの　大安 ㈱大安 京都 京漬物

「野菜のおいしさ大切に」をモットーにする大安では、大根や白菜などの主原料はもち
ろんごまや唐辛子など副原料に至るまで厳しく吟味した国産野菜を使用してます。化
学調味料を使わず、こだわりのだしを使って素材本来の旨みを大切にした味づくりをし
ています。

31
京都の漬物-京町家

川勝總本家
㈱川勝總本家 京都 京漬物

「京の芽生え」をモットーに、京の風土にそっと芽生え、いつしか暮らしに根づいた京漬
物。その伝統を守りつつ、ときに新しく豊かな味わいの実りに恵まれるようにとの願い
を込めて、伝統を受け継ぐ職人技が、店の味、そして京の味を創り出しています。

32 とと和くら ㈱治元 京都
弁当
惣菜

京都産の厳選醤油を使用した海苔弁当専門店が京都駅にて初出店。搾りたての醤油
をかける新たなお弁当の楽しみ方や、もう一品の需要にも答えるお惣菜を取り揃えて
おります。

京都初出店 

新業態 

京都駅 初出店 新業態 

世界初披露 新業態 

常設店 京都駅初出店 

惣菜店 京都初出店 

常設店 京都駅初出店 


