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２０１４年６月１７日 

 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンモール株式会社 

イオンリテール株式会社 
 

  ～賑わいあふれる交流の場 イオン町家
モール

～ 

「イオンモール京都桂川」 
１０月１７日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン 

 

イオンは、１０月１７日（金）、京都市・向日市にまたがる地域に、新たなショッピングモール   

「イオンモール京都桂川」（以下、当モール）をグランドオープンします。 
 

当モールは、京都市南区及び向日市の境界にまたがって位置するキリンビール株式会社京都工場跡

地で、「にぎわいと潤いのある良好なまち」をめざして計画が進む複合開発計画地「京都桂川 つむぎ

の街」内に立地します。すでに竣工している企業や学校などに加え、住宅などの整備も計画されてい

る新たなまちの中核施設として賑わいを創出し、ご来店される皆さまに様々な“ご縁”をご提供でき

る施設をめざしてまいります。 
 
 

◆古都「京」の要素を現代的に取り入れた「伝統と革新の融和」を実現する環境  

 古より伝わる「京都」・「和」の意匠から抽出した伝統的な要素を現代的に取り入れ、施設全体を

京都の景観に調和させることで賑わいを演出し、親しみある外観としています。 

 館内３箇所に設けるコート（吹き抜け）とそれぞれを結ぶモール部分などを、京都独特の商家で

ある町屋に見立て、京都の様々な要素を現代風にアレンジした内装デザインとしています。 

◆日々の暮らしに豊かさや彩りを添える京都府初出店１１０店舗を含む約２２０の専門店 

 地元京都で長年親しまれ続けた味はもちろん、全国初出店、近畿初出店、京都府初出店となる店舗

を導入するなど、食に関する店舗を全体の約３割に当たる６１店舗導入します。 

 最新トレンドの高感度ファッション、服飾雑貨やインテリア雑貨など多岐に渡る雑貨、地域の皆

さま待望のシネマコンプレックスなど、バラエティ豊かな店舗を多数導入します。 

◆公共交通機関、自動車双方での交通アクセスに恵まれた立地 

 ＪＲ京都線「桂川」駅と直結し、雨天時にも傘を使わずにご来店いただけるほか、阪急京都線  

「洛西口」駅も至近に位置し、近郊のニュータウンを結ぶバスターミナルにも隣接するなど、  

周辺の公共交通機関の結節点です。 

 京都、大阪を結ぶ国道１７１号線とつながる府道と接道するほか、名神高速道路・京都縦貫自動

車道のＩＣが利用可能な、自動車でのアクセスにも利便性が高い立地です。 

◆核店舗「イオン京都桂川店」では、商品やサービスを通して多様な生活スタイルに応

じた新たな価値をご提案します。

 「イオン京都桂川店」は、地域最大級の食品ゾーンを展開。京のおばんざいを参考にした

お総菜、近郊の農家さんから仕入れる新鮮な野菜やお肉、世界各国から集めた品々など、

多彩な"食"をご提案します。 

 ファッション、暮らしの品においても、多様化するライフスタイルに対応し「コト・モノ・

ネット」を融合させたオムニチャネルの取り組みを一部で実施するなど、快適にお買い物

を楽しんでいただける空間でお客さまをお迎えします。 
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～「縁の光庭」～ 様々な「ご縁」を育む光庭 
 

１） 京都市南西部に立地する都市と郊外の魅力を合わせ持ったロケーション 

当モールが立地する京都市南区と向日市の境界は、１９９９年に３１年間の操業を終えた

キリンビール京都工場跡地で、東側には亀岡盆地・京都盆地の西南部を貫流し淀川に注ぐ京

都最大の河川の一つである桂川が流れ、背景には雄大な西山を背景に持つ風光明媚な環境で

す。 

当モールは、京都駅まで２駅約５分のＪＲ京都線「桂川」駅と直結、阪急京都線「洛西口」

駅から約３００ｍと至近に位置するほか、ＪＲ桂川駅には近郊のニュータウンと接続する路

線バスが乗り入れるバスターミナルも整備されている周辺の公共交通機関の結節点です。 

また、京都と大阪を結ぶ大動脈国道１７１号線とつながる府道２０１号線（中山稲荷線）と

接道するほか、名神高速「京都南ＩＣ」や、京都縦貫自動車道の「沓掛
くつかけ

ＩＣ」・「大原野
お お はら の

ＩＣ」

を利用した広域からのご来店も可能な、公共交通機関、自動車双方のアクセスに恵まれた立

地です。 
 

２）古都京都で開発が進む「にぎわいと潤いのある良好なまち」の中核施設 

当モールのコンセプトは「イオン町家入
イ

ル気分上
アガ

ル」。京都独特の商家である「町家」を

彷彿とさせる意匠を館内随所にちりばめ、町家（モール）に一歩足を踏み込んだ途端、気

分が高揚する場の創出をめざします。 

当モールは、敷地面積約９.２万㎡、延床面積約２１.４万㎡、総賃貸面積約７.７万㎡、

駐車台数約３,１００台の規模で、全長約２８０ｍ、３層のモール棟と道路を挟んで北側に

位置するフィットネス棟の２棟で構成します。モール棟１Ｆから３Ｆには、核店舗となる

総合スーパー「イオン京都桂川店」を配置し、京都府内最大級となる１２スクリーンを備

える「イオンシネマ」、フィットネス棟に配置するスポーツクラブ「東急スポーツオアシス」

など、約２２０の専門店で構成するショッピングモールです。 

(１)ＪＲ桂川駅からつながるデッキ入り口には、「知恩院」の大屋根をイメージしたエントラン

スでお客さまをお迎えするほか、円形窓や行灯の灯り、桂離宮の深い軒や市松模様、向日

市の竹林など、京都の伝統的な要素を取り入れた外装デザインとしています。 

(２)京都独特の商家である町屋から、駅に最も近い東側のコート（吹き抜け）を、「川の広場」、

中央のコートを「竹の広場」、南側のコートを「月の広場」と名付けます。 

(３)１Ｆに設ける食物販ゾーンを「桂川市場」と名付け、市場の活気と賑わいを演出。２Ｆ

に設けるレストラン街は、京都に見られる風情ある路地をイメージし、古都の歴史や伝

統の魅力を現代風にアレンジし表現しています。 
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【イオンモール京都桂川 概要】 

 

・モール名称 ：  イオンモール京都桂川 

・所 在 地  ： 京都府京都市南区久世高田町３７６番 外 

          京都府向日市寺戸九ノ坪５０番１ 

・電 話 ：  イオンモール京都桂川   未定 

            イオン京都桂川店     未定 

・ＨＰアドレス ：  http://kyotokatsuragawa-aeonmall.com 

・責 任 者  ：  イオンモール京都桂川 ゼネラルマネージャー 金森 修 

          イオン京都桂川店    店長         山崎 雅和 

・出店店舗数 ：  核店舗    イオン京都桂川店 

          サブ核店舗  イオンシネマ 東急スポーツオアシス 

                   専門店数    約２２０店舗 

・敷 地 面 積  ：  約 ９２,０００㎡ 

・延 床 面 積  ：  約２１４,０００㎡ 

・総賃貸面積 ：  約 ７７,０００㎡ 

・建 物 構 造   ：  モール棟：鉄骨造 一部鉄筋コンクリート造 地上４階、地下１階建 

          フィットネス棟：鉄骨造 地上２階建 

・駐 車 台 数  ：  約 ３,１００台  

・駐 輪 台 数  ：  約 ２,５００台（自転車約２,３００台/バイク約２００台）  

・施 工 ：  株式会社竹中工務店 

・開 店 日   ：  ２０１４年１０月１７日（金）９：００グランドオープン  

・営 業 時 間  ：  専門店               ９：００～２２：００ 

レストラン街                   １０：００～２３：００ 

          シネマコンプレックス        ９：００～２４：００ 

          イオン京都桂川店（１Ｆ食品）    ９：００～２３：００ 

             ※１１月初旬より ７：００～２３：００に変更予定 

          イオン京都桂川店（２Ｆ・３Ｆ）   ９：００～２３：００ 

          ※一部営業時間が異なる売り場がございます。 

・休 業 日  ：  年中無休  

・従 業 員 数  ： ショッピングモール全体 約２,８００名（イオン京都桂川店 約７００名）  

・基 本 商 圏  ：  １０ｋｍ圏 約６６万世帯 約１４６万人 
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【イオンモール京都桂川 フロア構成と名称】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１Ｆ 

川の広場 

竹の広場 

桂川市場 

大垣書店 

スポーツオーソリティ 

ｍｅ ｄｉ mo メディカルモール 

東急スポーツオアシス 

月の広場 

桂川舞台 
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２Ｆ 

３Ｆ 

レストラン街 

フードコート 

女性のための雑貨ゾーン 

東急スポーツオアシス 

Ｊｏｓｈｉｎ 

ＪＲ桂川駅へ 

カジュアルコート 

イオンシネマ 
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【イオンモール京都桂川 専門店の特徴】 

全国初２０店舗、近畿地区初５０店舗、京都府初１１０店舗を含む約２２０店舗で構成 

（１）「京」の風情が感じられる世界観にバリエーション豊かな「食」の店舗を配置 

＜１Ｆ 食物販ゾーン「桂川市場」＞ 

１Ｆ東側では、長年、京都の食文化を支えてきた賑いある市場をイメージした食物販ゾーン

「桂川市場」を配置。地元京都府から５店舗、また、全国初２店舗、近畿初４店舗を含む   

１４店舗を導入します。 

・ 地元京都からは、地域に密着した“京都の食卓”をめざす鮮魚・寿司の「鮮魚 むさし」、古

都京都から新しい焼肉文化を発信、厳選した一頭買いの黒毛和牛を提供する「京のお肉処 弘
ひろ

」、

京都府内で２０店舗以上を展開する京都府民おなじみのベーカリー＆カフェ「志津屋」、創業

１００余年、京都で焼菓子職人の技を継承する老舗がプロデュースする本格的シュークリー

ム専門店「クレーム デ ラ クレーム」、自然豊かな京都府美山町でとれる牛乳をたっぷり使

ったスイーツを提供する「美山のめぐみ牛乳工房」を導入します。 

・近畿初出店、日本各地の選りすぐりの醤油・味噌・だし・お米などのこだわりの食材をセ

レクトした「久世
く ぜ

福
ふく

商店
しょうてん

」など話題の店舗も導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜２Ｆ レストラン街＞ 

２Ｆ中央に設けるレストラン街は、自分だけのお気に入りの店を探すなど、そぞろ歩きする

だけでも楽しい京都独特の路地文化を彷彿とさせる空間を構築、地元４店舗、全国初６店舗、

近畿初５店舗、京都府初６店舗を含む２３店舗で展開します。 

・地元京都からは、創業８４年、京の手打ちそば店「（仮称）有喜屋
う き や

」、京の台所「錦市場」

で、京都の伝統と味を守りながら、新しい和食を提案する「杬之蔵
もとのくら

」、おくどさんの炊き

立てご飯、自家製豆腐とおばんざい料理を提供する「（仮称）市場
い ち ば

小路
こ う じ

」などを導入します。 

・全国初出店、ヨーロッパの街角にあるカフェのようにワインやタパスを提供し、様々な方々

が集まる場所をご提供する「（仮称）バルビダ」、京都府初出店、横浜中華街に本店を持つ

老舗中華「梅
ばい

蘭
らん

」、季節の旬の食材をひと手間かけた創作串を中心に一品・デザートなども

食べ放題の「串かつ食べ放題 串まる」など、地域初出店も多数ラインナップします。 
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＜３Ｆ フードコート＞ 

３Ｆでは、中央に設ける「フードコート」と、キッズゾーンに隣接、お子さま向けの席もご

用意する「カジュアルコート」を配置。２箇所合計で約１,３５０席を配し、地元６店舗、全

国初３店舗、近畿初３店舗、京都府初５店舗を含む合計１９店舗を導入します。 

・地元京都からは、大正創業の老舗中華店「中華のハマムラ」がフードコートへはじめて出

店するほか、全国初、地元のそば店「清修庵」がご提案する“十割蕎麦つけ麺”をご提供

する「天
てん

しん爛漫
らんまん

」、厳選した牛肉を香ばしく焼き上げてつくる焼肉重の「焱
えん

」を導入しま

す。 

・全国初出店、様々なアルコールメニューと自慢のグルメバーガーをご提供する「ＯＬＤ  

ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＢＡＲ」のほか、老舗鶏メーカーが手掛ける「純鶏名古屋コーチン」の

親子丼「鶏
とり

三和
さ ん わ

」など、地域の皆さまの胃袋と心を満たす店舗を多数展開します。 

（２）最新トレンドにも対応する高感度ファッション＆服飾雑貨ゾーン 

＜セレクトショップ＞ 

・「下町パリジャンの日常生活」をコンセプトに、シンプルでトラディショナルなウエアと、

歴史あるヨーロッパの工場で作られる様々な生活雑貨をセレクトする「ル ティロワ ドゥ 

ドレステリア」、“今の暮らしをここちよく”がコンセプトの人気セレクトショップ  

「アーバンリサーチドアーズ」とアーバンリサーチからの新しいファストファッションブ

ランド「センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ」が揃って出店します。 

・近畿初出店の「ルジュン」、京都府初出店の「ベイフロー」、「トランスコンチネンツ」など、

話題性の高いセレクトショップを多数配置します。 

＜レディス＞ 

・バロックジャパンが立ち上げた新会社が展開、女子大生サークルを組織する女性をディレ

クターに起用し、サークルに在籍する約１００人の女子大生のリアルな声を反映する新 

ブランド「シャルディ ペギーラナ」が近畿初出店。また、レディスウェア・雑貨を程よい

ミックス感で表現し、意外性のある心地よいライフスタイルを提案する近畿初出店の  

「トカドール」などを導入します。 

＜カジュアル＞ 

・デニムやファッション性の高いシャツ、アクセサリーなどをお手頃な価格で提供するアメ

リカ発の「Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｓ」のほか、｢セシルデイズ｣、

「ハイダウェイ ｇ＋」、「ラギットファクトリー」など、京都府初出店となるレディス・メ

ンズブランドを導入します。 

＜服飾雑貨＞ 

・地元京都のワコールが新たに発信する新ブランドを導入予定のほか、宝飾の「モントロン

ド シュシュ」、アクセサリーの「ＷＨＡＴ ＷＥ ＮＥＥＤ’」が何れも全国初登場します。 

・シンガポールの靴・鞄ブランド「チャールズ＆キース」、人気ブランド「サマンサタバサ」

がプロデュースする鞄を中心としたファストファッションブランド「サマンサ＆シュエッ

トギャラリー」、トレンド・機能性・デザイン性を兼ね備えたメンズバッグや雑貨のセレク

トショップ「コレクターズ」、ヘアアクセサリーを中心に、ピアス・ネックレスなどのライ

フスタイルを輝かせるアクセサリーブランド「ピンクレモンツリー」など、日々のファッ

ションに＋αをご提案する服飾雑貨店も多数導入します。 

 

 

 

 



 

 
8 

 

（３）日常に＋αご提供し、日々の暮らしを彩る生活提案型の雑貨店舗を充実。 

＜生活雑貨＞ 

・京都四条に本店を置く地元でおなじみの雑貨店「イノブン」を導入するほか、本年４月、

表参道に１号店がオープンした話題の低価格帯生活雑貨店「ＡＷＥＳＯＭＥ
オ ー サ ム

 ＳＴＯＲＥ
ス ト ア ー

」、

ステーショナリーから美容・健康雑貨まで幅広い品揃えをする「雑貨館インキューブ」が

何れも近畿初出店。また、イギリスで買い付けたアンティーク家具やオリジナル家具、  

インテリア雑貨を取り揃えた「ＤＯＵＢＬＥＤＡＹ
ダ ブ ル デ イ

」、毎日の暮らしを心地よく快適にする、

やさしく上質で、使いやすいインテリア雑貨をご提案する「ＫＥＹＵＣＡ
ケ ユ カ

」など、日々の

暮らしを彩る雑貨店にもさまざまなテイストを取り揃えます。 

＜女性のための雑貨ゾーン＞ 

２Ｆ南側には、女性のための雑貨ゾーンを設置。女性が時間を忘れて夢中になれる空間を

７店舗で構成します。 

・東京・自由が丘に本店を構えるお菓子、パン作りの道具、材料の専門店「クオカショップ」

を導入するほか、「ちょっとした楽しさと快適な暮らし」を提案する雑貨を国内外よりセレ

クトする「ＪＯＵＲＮＥＹＪＯＵＲＮＥＹ ＢＹ Ｕ.Ｑ」、全国初出店、コスチュームジュエ

リーブランド「ＡＢＩＳＴＥ」が手掛ける新コンセプトショップ「ａｌｂｉｄａ
ア ル ビ ダ

」などを

導入します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地域の皆さまの利便性を向上させる幅、奥行き共に充実した大型店。 

・３Ｆ南側には、京都府最大級１２スクリーン、約２,１００席を備える大型シネマコンプレ

ックス「イオンシネマ」を導入。京都府初となる、巨大スクリーンと立体音響システムを

備えた「ウルティラ」、映画のシーンに連動して動く座席「ディーボックス」、最新音響設

備「ドルビーアトモス」を導入し、最新映画はもちろんのこと、さまざまなエンターテイ

メントをお届けします。 

・フィットネス棟では、フィットネスクラブ「東急スポーツオアシス」を約３,５００㎡で導

入。ホットヨガスタジオ、ゴルフレンジ、加圧トレーニングルームをはじめ、お風呂やサ

ウナに加え炭酸泉、シルキーバスなど様々なプログラムをご用意する予定です。また、１

Ｆ南側には大型スポーツ専門店「スポーツオーソリティ」を約１,６００㎡で導入します。 

・１Ｆ中央では、約２,５００㎡の地元の大型書籍とカフェの複合店「大垣書店」を、２Ｆ南

側では、大型家電専門店「Ｊｏｓｈｉｎ」を約３,０００㎡でそれぞれ配置します。 

・１Ｆ中央には歯科・小児科・婦人科・耳鼻科など複数科目に対応する「ｍｅ ｄｉ ｍｏ   

メディカルモール」を導入。また、核店舗「イオン京都桂川店」や１Ｆの「ダックス」で

は、処方箋にも対応します。 
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【安全・安心および環境保全・社会貢献活動への取り組み】  

 

当モールを、次世代型エコストア「スマートイオン」と位置づけます。お客さまの「安全・

安心」をより強固なものとするため、防災・地域インフラの構築、生物多様性・景観への配

慮などに地域と連携・協力して取り組み、それぞれの地域のニーズや特性を尊重しながら、

持続可能な店舗づくりを中心としたコミュニティ・まちづくりの実現をめざします。また、

環境保全の取り組みとして、お客さまとともに行う植樹活動をはじめ、グループ各社の加盟

する「（一財）イオンワンパーセントクラブ」を通じ、「環境保全」「国際的な文化・人材

交流・人材育成」「地域の文化・社会の振興」を柱とするさまざまな活動に取り組んでまい

ります。 
 

【次世代型エコストア「スマートイオン」について】 

イオンは、２００５年よりソーラーパネルの設置や壁面緑化などを導入し、従来の店舗と

比べてエネルギー消費量を２０％以上抑制するなど最新の技術や仕組みを導入した“イオン

のエコストア”をはじめ、環境に配慮した店づくりを進めてきました。 

「スマートイオン」は、節電、省エネに対するニーズの社会的な高まりや、今後予想され

る慢性的な電力供給不足、また東日本大震災の経験を踏まえ、これまでの「エコストア」に

新たに“まちぐるみ”の視点を取り入れています。エネルギーの融通（スマートエネルギー）

や防災・地域インフラの構築、生物多様性・景観への配慮などに地域と連携・協力して取り

組み、それぞれの地域のニーズや特性を尊重しながら、持続可能な店舗づくりを中心とした

コミュニティ・まちづくりの実現をめざしています。なお、当モールは全国で６モール目の

「スマートイオン」としてオープンします。 
 

【スマートイオン ５つの基準】 

（１）スマートエネルギー 

エネルギーを地域で効率的に融通しあう仕組みの構築を推進します。 

（２）ＷＡＯＮ・ネットとの融合 

イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」やインターネット環境を積極的に活用し、環境に負荷

をかけないショッピング環境やサービスをご提供します。 

（３）防災・地域インフラ 

緊急時、地域の防災拠点として機能する店舗をめざします。 

（４）生物多様性・景観 

自然の要素を取り入れ、景観や生物多様性を意識した店舗設計を推進します。 

（５）交通環境（スマートモビリティ） 

人と環境にやさしい交通環境の創出をめざします。 
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＜当モールにおける「スマートイオン」としての主な取り組み内容＞ 

従来のイオン店舗に比べ、ＣＯ２排出量４０％削減の省エネ目標 

ＬＥＤ採用や空調熱源の弾力運転等、様々な熱源負荷の効率化により、年間４,４００トン

（一般家庭 約１,１５０戸分）のＣＯ２削減をめざします。 

「非常用発電機兼用ガスエンジン」導入による、非常時の電源確保 

有事の際に、停電してもガスで発電することで、防災用電源コンセントや防災センターな

ど主要な管理諸室、イオンの食品売場等の重要電源を確保し、地域の防災拠点のひとつと

して機能することを目指します。 

 

（１）スマートエネルギー 

 太陽光発電設備の導入 

晴天時には約４６０ｋｗ（一般家庭の１時間当たり平均使用量の約１４０世帯分に相当）

の電力の創出が可能なソーラーパネルを設置し、太陽光発電を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 空調における省エネルギーと機能維持の新たな取り組み 

当モールの空調機器は、モジュール（１つの機能を複数台で構成）とすることで、館内滞

留人数に合わせた柔軟な運転を行うことによる省エネルギーを実現すると共に、１台故障

時でも機能を維持することが可能です。 

・熱源には空冷式モジュールチラーを、外気処理空調機には今回新たに開発したモジュー

ルタイプを採用しています。 

・飲食店舗やフードコートの厨房給排気ファンにも、新たな試みとしてモジュールタイプ

を採用しています。 

・トイレ排気は平日・休日により、喫煙室は人の在・不在により、それぞれファンの運転

台数を変更します。 

 

 ＬＥＤ器具の積極採用 

館内共用部の照明及び外部サインは、従来の蛍光灯等の球管に替わりＬＥＤを１００％採

用しています。また、店舗においても各専門店も大部分がＬＥＤ器具を採用しており、イ

オン京都桂川店でのＬＥＤ採用率は１００％、全館統一して消費電力の削減、ＣＯ２排出

抑制に努めています。ＬＥＤ機器の導入により従来と比べ、約４０％の照明消費電力の削

減効果が期待できます。 

 

 節水型衛生器具の採用 

節水型便器を採用し、トイレ内洗浄水量を抑制しています。さらに、洋式便器を手動洗浄

装置とすることで、便器内動作による複数洗浄を防ぎます。 
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（２）ＷＡＯＮ・ネットとの融合 

 電気自動車の充電ステーションにおいて、イオンの電子マネー「ＷＡＯＮ」による、お客

さま認証を実施予定です。 

 「イオン京都桂川店」において、生鮮食品や冷凍食品、ベビー用品などの暮らしに便利な

生活必需品を中心に、インターネットでご注文いただき、ご自宅へ商品をお届けする「“お

うちでイオン”イオンネットスーパー」をオープン後に京都府全域にて実施予定。地域の

みなさまの生活の利便性の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）防災・地域インフラ 

 耐震性能の更なる強化 

各コートやモール上部の吹抜け部分には、天井材自体を貼らない「スケルトン天井」とす

るほか、当モールのシネマコンプレックスは、有事において、天井が広範囲に落下し甚大

な被害とならないような施工を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被災時の復興拠点としての機能確保 

耐震性が高いことを評価（耐震評価）（※）された中圧ガス導管を活用した「非常用発電

機兼用ガスエンジン」を導入し、停電した際もガス発電により重要電源を確保することに

より、地域の防災拠点としての体制基盤づくりの一助となることをめざします。また、夏

場の電力逼迫時はガスエンジンによる発電を行うことにより、地域系統電力のピークカッ

トに貢献します。 

 
※ 耐震評価：ガス導管が耐震性の高い仕様となっていることを、技術評価機関（日本内燃力発電機協会）

の評価を受けた中圧ガス導管。 
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 耐震性ならびに耐久性を考慮した受水槽 

断水時の飲料水を確保できる強度を有した受水槽は、断水・停電状態であっても、受水槽

内（約３００㎥）の水を飲料用に利用することができるよう、受水槽に仮設給水口を設置

しています。また、モール棟と立体駐車場棟の間には仮設トイレの排水口も設置していま

す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）生物多様性・景観 

 外装デザイン 

・桂川流域に面し、西山を背景に持つ当モールの立地環境にとけ込み、これらの自然が持  

 つ雄大さと融和するよう、外壁には山並みの稜線をイメージするゆるやかな曲線を演出。 

 円形窓は、日中は「夜明けの明星」を、夜は「行燈の灯り」をイメージしたシンボリッ 

 クな外装デザインです。 

・外装のカラーリングには、日本の伝統的な色彩を重ねて使う「かさねのいろめ」の手法を

活用し、方位によって見え方が異なる２色の四季の色彩を配しています。春夏秋冬の特色

ある色彩がルーバー越しに見え隠れすることで、訪れたお客さまに、ご来店のたびに異な

った表情をお見せする色彩デザインです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部ステージ「桂川舞台」 

敷地北西側に設置する広場に外部ステージを配置します。地域イベントをはじめとする時

節に応じた様々なイベントを行うほか、地域の皆さまの新たな憩いの場としてご利用いた

だけます。 
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 食物販ゾーン「桂川市場」 

１Ｆに設ける食物販ゾーン「桂川市場」は、市場の活気や賑わい感を創出するため、内部

通路を一定の間隔を保ち、ゾーン全体の一体感を持たせ魅力ある空間としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 レストラン街 

２Ｆで展開するレストラン街は、「京の路地」がコンセプト。ファサードは本格的な町屋を

彷彿とさせるデザインとし、素材、格子などの意匠にこだわり、「犬矢来」や「置き灯篭」

を設置するほか、空間内の通路では、路地の軒天井が入り込むようなイメージをモダンに

アレンジ。京都独特の路地文化を体験いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フードコート 

３Ｆに設ける「フードコート」は「古より近未来」がコンセプト。モノトーン調の色調と

金属の輝きを融合させた都会的でスタイリッシュなデザインです。客席と店舗のレイアウ

トは、ゾーン中央部に店舗を配置するアイランドキッチンタイプの配置も行い、ただ食事

を取るだけではない、選ぶ楽しさや癒しの時間もご提供する空間を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エコインフォメーション 

「エコインフォメーション」を設置し、お客さまへ当モールの環境活動をわかりやすく発

信します。 
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（５）交通環境（スマートモビリティ） 

 電気自動車充電器の設置 

京都府最大級（急速充電器４台、普通充電器４台）となる電気自動車充電器のエリアを立体

駐車場１Ｆの北側に設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「イオン  ふるさとの森づくり」植樹祭】 

イオンでは、地域のお客さまとともに取り組む環境保全・社会貢献活動の一環として、施設

の敷地内に、その地域に自生する「ふるさとの木」の苗木を植えて大切に育てていく「イオ

ン ふるさとの森づくり」植樹祭を開催しています。  

 当モールでは、２０１４年９月１５日（月・祝）に、地域にお住まいの方々と「イオン ふ

るさとの森づくり」植樹祭を開催し、「シラカシ」「スダジイ」「ヤブツバキ」「ヤマモモ」「カ

ンツバキ」などの地域の樹木を中心とした苗木を約４０種類、約１０,０００本の植樹を行な

う予定です。尚、イオン環境財団と「イオン ふるさとの森づくり」植樹祭の累計植樹本数は、

咋年、１,０００万本に到達しました。 
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【進化するユニバーサルデザイン】 

 

イオンのショッピングモールの基本は、年齢・性別に関係なく皆さまに便利さを感じて頂く

ことです。すべてのお客さまが満足でき、楽しく過ごすことを可能とする快適さの演出を追

求しています。また、私たちはショッピングモールが単にモノやサービスを提供するだけの

場ではないと考えています。コミュニティ拠点として、地域に望まれ、そこに暮らす人々の

生活をより豊かにすることに貢献し、ご高齢の方、お体の不自由な方、赤ちゃん連れの方な

ど訪れるすべての人々が快適にショッピングを楽しめる、「人と環境に配慮したショッピン

グモール」であることが重要であると考え、２００５年に大型商業施設としては初めて本格

的にユニバーサルデザイン（以下「ＵＤ」）を導入して以来、積極的に研究を重ねています。 

 

■取り組みの具体例 

 

１．お客さまを目的地までスムーズに誘導します 

 誘導サイン 

色・サイズ・表現方法などについて、年齢・性別・国籍・障害の有無に関わらず全てのお

客さまが利用しやすいよう、各法令遵守はもちろん、独自で改良を重ねて、より見やすく、

より分かりやすくしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インフォメーション 

インフォメーションカウンターは、多方向からアプローチできるよう、また車イスやベビ

ーカーをお持ちのお客さまもスムーズにご利用いただけるよう、多機能カウンターとし、

モール１Ｆ中央部に設置しています。 
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２．誰もが安心してご利用頂くことができる、居心地の良い空間を提供します 

 優先トイレ、親子トイレ 

トイレ内部には音声によるレイアウト案内を設けている「優先トイレ」は１～３Ｆに６箇

所設置し、その内３箇所にオストメイト用対応便器を設置。また、お子さまに合わせたサ

イズの便器、手洗いなどを設置した「親子トイレ」も、２Ｆレストラン街横、３Ｆフード

コート横トイレに各１箇所設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ベビールーム 

授乳室を設け、ミルクをつくるためのお湯なども準備したベビールーム（赤ちゃん休憩室）

は１～３Ｆに合計７箇所設置します。 

 

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

５台のＡＥＤを設置し、専門店従業員などに対しては、ＡＥＤの使用方法について講習会

を実施予定で、従業員の誰もが緊急時にサポートできるよう取り組みます。 

 

 ハートビルインターフォン 

介助が必要なお客さまのために、１Ｆ、２Ｆの風除室２箇所に、インターフォンを設置し

ています。また、インフォメーションでは車椅子を配備しています。 

 

 ベンチ 

館内各所には、ゆっくりと休めるように休憩スペース（ソファーベンチ等）を設置するほ

か、各フロアの随所にカフェ店舗を導入し、ショッピング途中の休憩場所としてご利用い

ただけます。 

 

 お体の不自由な方専用の駐車場 

お体の不自由な方専用の駐車場を全体で６４台（予定）を設置します。内、立体駐車場１

Ｆの２３台分については、健常者の方が停める事を防止するため、リモコン開閉による「ゲ

ート方式」としています。 
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【核店舗「イオン京都桂川店」の特徴】 

「Ｓｐｉｃｅ Ｕｐ Ｅｖｅｒｙｄａｙ（スパイス アップ エブリデイ）」をコンセプトに、

日々の暮らしに楽しさや快適さなど“プラスα”の魅力を付加する商品・サービスを取り揃

え、３０代、４０代のファミリー世帯を中心に、５５歳以上のアクティブシニア（Ｇ.Ｇ世代）

の方々にも頼りにしていただける、末永く愛される「ごひいきの店」を目指します。 

 

◆地域最大級の食品ゾーンでは、国内外の多彩な“食”

を取り揃えます。ビュッフェ形式でお選びいただける

お惣菜や、パン・お弁当などは、イオンの淹れたてコ

ーヒーとともに店内イートインスペースでお召し上

がりいただけるほか、専用レジも設置することで手軽

な“お持ち帰り”のニーズにも対応します。 

◆ファッションでは、カジュアルからビジネススタイ

ルまで充実した品揃えのメンズコーナーをはじめ、ファッションのアクセントとなる服飾雑

貨も豊富に展開。レディス・キッズも含め、スタイルやシーンに合わせたトータルコーディ

ネートをご提案します。 

◆店舗に品揃えがない商品も取り寄せ、ご自宅に直接お届けする「タッチ･ゲット」サービ

スを、インテリア、寝具・収納用品、一部の家電製品で実施するほか、契約キャリアに関係

なくご利用いただけるフリーＷｉＦｉを全館に導入。スマートフォンやタブレット端末を通

し、リアルの店舗だからこそ実現できる商品・サービスとネットの利便性を融合させること

で新たなお買物体験をご提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ｇ.Ｇ 世代＝GRAND GENERATIONとは、脚本家や大学教授などとして幅広い分野で活躍されている小山 薫堂さ
んが提唱するシニア世代の考え方です。グランドは最上級を意味し、人生の中でも最上の世代と捉えた考え方
にイオンは賛同し「GRAND GENERATION」をお客さまにご認知いただく取り組みを推進しています。 
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■「イオン京都桂川店」のフロア構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京のおばんざいを参考にしたお総菜、近郊の農家さんから仕入れる新鮮な野菜やお肉、世界

各国から集めた品々など、多彩な“食”をご提案します。お弁当やビュッフェスタイルでお

選びいただけるお総菜、サンドイッチやフレッシュデザートは、お買い上げ後、店内イート

インコーナーでのお召し上がりはもちろん、お持ち帰りにも便利です。 

ヘルス＆ビューティーケアのゾーンでは、オーガニックコスメや漢方まで幅広いアイテムを

取り揃えるほか、調剤薬局も併設し、お客さまの美と健康をフルサポートします。 

 

【イートインスペースは、その場で楽しむにも、お持ち帰りにも便利！】 

焼き立てパンやピザ、量り売り惣菜やフレッシュデザートなどのメニューと、イオンこだわ

りのコーヒーを、その場でお楽しみいただける空間が登場。 

・イオンのデリカコーナー展開するお総菜やお弁当、フレッシュデザート類をはじめ、「カン

テボーレ」の焼き立てパンや、ドリップスタイルでご提要するイオンのコーヒーをお買い

上げ後すぐに店内でお楽しみいただける４５席を設けるイートインスペー

ス「ＡＥＯＮ
イ オ ン

 Ｄｒｉｐ
ド リ ッ プ

 Ｃａｆｅ
カ フ ェ

」が登場します。専用レジがあり、お召

し上がりはもちろん、お持ち帰りにも便利。お食事や、ショッピングの間

のコーヒーブレイクとして気軽にご利用いただけます。 

・ドリップスタイルでご提供するイオンが厳選したブレンドコーヒー

「ＡＥＯＮ
イ オ ン

 Ｄｒｉｐ
ド リ ッ プ

」を、１００円（税込）でお楽しみいただけます。 

・試飲を実施しながらコーヒーマシーンを販売する「ネスプレッソ」を西日本の総合スーパ

ーで初出店します。 

 

 

 

 

 

 

 

３階 

暮らしの品＆キッズのフロア 

キッチン・バストイレ用品、寝具・インテリア家電 携帯電話 照明    

リフォーム 文具・テレビゲーム、手芸用品、子ども・ベビー用品 玩具 

専門店：「モーリーファンタジー」 

２階 

ファッション＆服飾雑貨のフロア 

紳士服、婦人服、ランファン、肌着、服飾雑貨、腕時計、かばん、 

トラベル用品 

１階 

食品とヘルス＆ビューティーケアのフロア 

農産、水産、畜産、加工食品、デイリー、デリカ、ベーカリー、銘店、 

日用雑貨、医薬品、調剤薬局、化粧品、健康食品、園芸用品、ペット用品 

専門店：「イオンリカー」（酒）「カフェランテ」（輸入食品）「カンテボーレ」

（ベーカリー）「フラワー&ガーデン」（園芸）、「イオンバイク」（自転車） 

１Ｆ 食品とヘルス＆ビューティーケアのフロア 
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【デリカ】 

京の“おばんざい”を参考にしたメニューからスープ、デザートまで、和・洋・中の幅広い

総菜を量り売りでご提供します。ほかにも揚げ物やサンドイッチ、新鮮なお寿司までメニュ

ーを豊富に取りそろえ、「時間短縮」「作らない化」や、献立の「もうあと１品」など食卓の

多様なニーズにお応えします。 

・和洋中華惣菜の量り売り「マイセレクトデリ」は、毎日食卓

のおかずだけでなく“ハレの日”の食事にも対応。全国のイ

オンで初となる「九条ネギと水菜のサラダ」や「聖護院かぶ

らの千枚漬け」などの京のおばんざいも新たに加え、サラ

ダ・中華等最大６０種類のメニューを１００ｇあたり１９８

円均一でご提供します。 

・ピザは手で伸ばした生地をピザ専用の窯で超高温短時間焼成

した本格派。作りたてをご提供します。 

 

【デイリー】 

豆腐や佃煮など、京都ゆかりの商品を数多く取り揃えます。 

・お手軽で年齢層も幅広くご利用いただいている「豆腐・揚げ物コ

ーナー」は、地域最大の売場と品揃えでお客さまのニーズにお応

えします。「とようけ屋山本」「京とうふ藤野」をはじめ、トップ

バリュ商品など数多く展開。“食”の情報発信基地として、お料

理提案も積極的に実施します。 

・京らしさをテーマに、漬物では錦市場でおなじみの「桝悟」 

「野村佃煮」「竹善」、京うどんの「冨美家」、「志津屋」のパン、 

「小川珈琲」などを取り扱います。 

 

【野菜・果物】 

トマトとカットフルーツの品揃えが充実！近郊の農家さんから仕入れる「京野菜」をはじめ、

たけのこやキノコなど、旬の素材を取り揃えます。 

・地域最大のトマトコーナーでは、常時２０種類以上のトマトを

展開します。サラダなどでそのまま味わうのがおすすめのもの

や、調理するとさらにおいしく召し上がれるものなど、国内外

のお薦めトマトをご提案します。 

・向日市、京都市、長岡京市を中心に、農家さんのご協力のもと、

シーズンごとに旬でおいしい野菜をご提案します。また、京都

市さまとも連携して、京野菜を伝統や文化のさらなる普及に向

け、イオンの店舗を最大限に活用した取り組みを実施します。 

 

【お魚】 

京都舞鶴からの直送も！対面売場で、新鮮な切り身をお客さまのご要望にあわせた形でご提

供するほか、焼いてすぐ食べられる洋風の切り身や干物も展開します。 

・京都の舞鶴漁港から、朝獲れたばかりの鮮魚を定期的に直送し、

「対面販売」します。専門技術を持つ従業員が、お客さまのご要

望に応じた切り身や下処理など調理方法や、美味しい食べ方をご

提案します。 
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・時間と手間をかけずにお魚を楽しんでいただくべく、“トマト

＆バジル”や“オニオンガーリック”などの洋風の味付けを

施したシーフードステーキや、ファストフィッシュ、サーモ

ンサラダ、干物などを豊富にご提案します。 

 

【お肉】 

近江牛をはじめとする地元産品を豊富に展開し、健康的で柔らかい赤身である「いちぼ」、「み

すじ」などの稀少部位も取り揃えます。また、対面量り売りコーナーを常設し、ご要望に合

わせた量目やカットでご提供します。 

・地元京都の代表的な肉類として、近江牛、京もち豚、京鴨 

など約１５種類を取り揃えます。 

・ステーキ用をメインに、「トップバリュ国産黒毛和牛」、 

「トップバリュグリーンアイタスマニアビーフ」など、   

イオンならではのこだわり赤身肉をご提供します。 

・お客さまの調理にかける時間と手間を省ける簡単調理用商品の

品揃えとして、素材やスープにこだわった「個食鍋」や、電子

レンジやオーブンでできる「健康的でおいしい商品」でご提案

します。 

・対面量り売りコーナーでは、専門技術を持つ従業員が、こだわ

りの焼肉用お肉やホルモンを、お客さまのご要望に応じた量や

切り方でご提供します。 

 

【銘店ギフト】 

イオン初！京都で人気の老舗、洋菓子店が集合！ 

・銘店コーナーでは、京都で老舗の「聖護院八ツ橋」をはじめ、五色豆で人気の「豆政」な

ど、京らしい売場でご提案します。 

・また、京都で人気の洋菓子店「ＢＡＩＫＡＬ」のフレッシュデザート・焼菓子・クッキー

や、季節のデザート、お菓子の詰め合わせギフトなども販売します。 
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【お酒の専門店 イオンリカー】 

ワインの品ぞろえは地域最大級！また、地元伏見の地酒や、京都丹波ワイン、サントリー山

崎工場のウイスキー「山崎」など地元ゆかりのお酒を多数品揃えします。 

・お酒と食のマリアージュ（組み合わせ）をコンセプトとする

イオンのお酒専門店「イオンリカー」はデイリーユースから

最高級ワインまで、京都市内で最大級となる約１,０００種

類のワインを展開。ワインを愛する専門スタッフが、ワイン

の楽しみ方やワインに合う料理メニューなどをご提案しま

す。 

 

・「イオンワイナリー」 

イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」による直

輸入ワイン約４００種類を中心に、国内外のこだわりのワイ

ン約１,０００種類品揃えします。 

 

・「体験型ワインショップの提案」 

プリペイドカード（有料）を差し込んで、セルフでお好みのワ

インを注いで楽しめるワインサーバーを設置。世界各国のワイ

ンを試飲しながら、安心・納得して商品をお選びいただけます。 

 

・「イオンオムニチャネル（リカー）」 

ワイン売場の品揃え約１,０００種類に加え、お客さまのスマ

ートフォンから「スマホＤＥ リカー」アプリを通じて、イオ

ンのインターネットサイト「ＡＥＯＮ ｄｅ ＷＩＮＥ」に接

続し、約２,２００種類、計３,２００種類の日本最大級のワイ

ンショップを展開。今後は４,０００種類の品揃えを目指して

まいります。 

 

・地元ゆかりの企業との取り組み 

サントリーウイスキー「山崎」の専用コーナーを設けます。さらに、全国でも酒どころと

して知られる伏見の酒の地域最大級の品ぞろえを実現するなど、地元ゆかりのこだわり商

品を多数取り揃えます。 
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【こだわりコーヒー豆と輸入食品の店 カフェランテ】 

・パスタやオリーブオイル、菓子など世界各国の食料品を約２,

０００品目展開します。特にコーヒー豆は、全国有数のコー

ヒー消費量を誇る京都市の土地柄に合わせ、手ごろなブレン

ドからか高品質なスペシャルティコーヒーまで幅広いコーヒ

ー豆を品揃えします。 

・また、ポップコーンやシリアルなど、海外専門店の日本上陸

が続く話題の商品群をコーナー化し、高品質なブランドアイ

テムも展開します。 

・ハロウィンやクリスマスなど海外行事では、多数の海外直輸入商品をそろえ、楽しい売場

でお客さまをお迎えします。 

 

【アレンジメントフラワーの専門店 ルポゼ・フルール】 

駅から一番近いイオン入口では、“暮らしに癒しを花を通し

て提供したい”という想いから生まれたイオンのアレンジメン

トフラワー専門店「ルポゼ・フルール」を導入します。ブーケ

や季節の鉢花など、お出かけやご帰宅前にお立ち寄りいただき、

すぐに贈り物としてご利用いただける商品を豊富に品揃えし

ます。また、お客さまニーズに合わせて切り花をアレンジする

ほか、お花や植物と関連するインテリア雑貨も展開し、「花」

があるライフスタイルをご提案します。 

 

【イオンの自転車専門店 イオンバイク】 

日常用途のファミリーサイクルからお子さまの三輪車、本

格的なスポーツサイクルまで、自転車本体で約４００品目を

取りそろえます。特に桂川エリアで需要が高い電動自転車は

最大５０品目を展開。カスタマイズ用のパーツやサイクリン

グウェアなどの関連アイテムも豊富にご提案します。自転車

に関するお悩みは公的資格を持つ専門スタッフに気軽にお問

合せいただけます。 

 

 

【ヘルス＆ビューティーケア】 

ナチュラル＆オーガニックコスメなどのビューティーアイテムに加え、ネイルケアコーナー

も導入。調剤薬局も併設し、ワンストップで「美」と「健康」をフルサポート！ 

【コスメ】 

スキンケアコーナーでは機能性素材や自然素材を使用し

た、高機能スキンケア商品を豊富に取り揃え、アンチエイ

ジングや敏感肌など個々に異なるお客さまニーズにお応え

します。オーガニック＆ナチュラルコスメのコーナーでは、

世界中の厳選素材を配合したせっけん「マルシェボン」シ

リーズを始め、海外オーガニックブランドコスメや自然派

コスメを多数展開し、選ぶ楽しさもお届けします。 
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また、メイクアップのコーナーではメイクブランドに加え和柄のコスメグッズも強化し、

ここ京都桂川店からコスメトレンドを発信します。カウンセリング化粧品コーナーでは  

「イオンビューティーラウンジ」を設置し、ビューティーコンシェルジェがお客さまに最適

な化粧品をご提案します。 

 

【ヘルスケア】 

漢方コーナーでは、自然素材を使用した漢方茶や健康食品、１日分

から購入できる漢方薬など、利用目的や生活シーンにそれぞれ対応す

る、バラエティに富んだ品々を展開。身体の悩みや体質に合わせた漢

方相談を無料で実施し、初めて漢方薬を試されるお客さまにも丁寧に

わかりやすくご案内・ご説明します。また、医薬品・衛生用品のコー

ナーでは、風邪薬と一緒に冷却シートや体温計などの関連商品も並べ

るなど、症状に合わせて必要なアイテムをお選びいただきやすい商品

展開を実施します。また、眼鏡ショップ「Ｇｌａｓｓ－ｕｐ」では、頭に乗

せてもズレ落ちにくい「３Ｗａｙフレーム」やワンタッチでレンズが跳

ね上がる「ガルウイングフレーム」など、アイディアのあるフレーム・

レンズの品揃えを強化し、おしゃれで便利なメガネライフをご提案し

ます。 

 

【調剤薬局】 

イオン薬局では処方せん受付時のお薬手帳の管理に加え、

血圧や体重などのデータ管理ができる電子健康手帳「から

だメモリ」を導入し、お客さまの毎日の健康管理を支援す

るサービスを展開します。 

 

 

 

 

 イオンの最新型のファッションゾーンが登場。インナーではイオン限定のワコールとの共

同企画アイテムを展開するほか、イタリアブランド等も扱う雑貨類は専門コーナーを導入。

お仕事からプライベートまで、多様なライフシーン、スタイルに合わせたトータルコーディ

ネートをご提案します。 

 

【レディス】 

年齢の枠を超えて“スタイル”で楽しんでいただけるフ

ァッションブランドを取り揃えます。「ゆる・楽・きちっと」

をテーマに大人の女性が毎日を素敵にリラックスして過ご

せる服を展開する「エシーム」、女性らしいカジュアルを展

開する「ペルソデア」のほか、世界で活躍するデザイナー

島田順子さんが手がける「Ｐａｒｔ２
パ ー ト ツ ー

 ｂｙ
バ イ

 ＪＵＮＫＯ
ジ ュ ン コ

ＳＨＩＭＡＤＡ
シ マ ダ

」も展開。このほかにもカジュアルウェアの

「ＴＯＰＶＡＬＵ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」「ＳＥＬＦ+ＳＥ

ＲＶＩＣＥ」など、豊富なスタイルの中からお好みや着用シ

ーンに合わせたファッションを選んでいただけます。 

 

２Ｆ ファッション＆服飾雑貨のフロア 
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【メンズ】 

カジュアルからビジネスまで、幅広い年代の男性向けファッションをトータルで提案しま

す。カジュアルでは「クロコダイル」、旅をテーマにしたイオンオリジナルブランド「インス

パイア」、「フルハウス」に加え、アメリカ発リゾートブランド「カリビアンジョー」など幅

広いテイストを展開します。 

ビジネススタイルではジャケットスタイルも豊富な「ヒロココシノオム」、ブリティッシ

ュ・トラッドをコンセプトにした「Ｔｅｒｎ
タ ー ン

」等のブランドをご提案します。イオンの紳士

服飾雑貨コーナー「マルシェブラン」も導入し、「オロビアンコ」や「アンドリューズ タイ

ズ」などのイタリアブランドを含め、お客さまの多様なライフスタイルにお応えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インナー】 

機能性肌着をはじめ、トレンドの靴下やストッキングなどの「レッグ

ファッション」、部屋でのくつろぎに最適なリラクシングウェアをトー

タルでご提案します。また、女性の美しいシルエットをサポートするラ

ンジェリーコーナーでは、ワコールとの共同企画商品の「ｆｕｆｕ」（フ

フ）や６０代以上の女性向け下着「Ｔｓｕｙａｋａ」（ツヤカ）などの  

イオン限定ブランドも取り揃えます。 

 

【服飾雑貨】 

京都府内のイオン最大級の品揃えで展開します。ご家族や友人、またはご自身に贈る「パ

ーソナルギフト」へのニーズの高まりにお応えし、ジュエリーや時計、素材にこだわった財

布等の小物も幅広く展開。コーディネートのアクセントとなる帽子はショップ形式でご提案

するほか、カジュアルバッグではデザイン性とお手頃価格を両立させたイオンオリジナルの

アイテムを展開するなど、豊富な品ぞろえの中からこだわりの一品をお選びいただけます。 

 

【トラベル用品】 

イオンのトラベルショップ「＋ＭＯＯＶＥ」では、

「ＴＯＰＶＡＬＵ」をはじめ、イオンとバッグ・ラゲ

ージの総合メーカー「ＡＣＥ」が共同開発した「タビ

アージュ」、日本航空（ＪＡＬ）との共同開発で誕生し

た「ＪＡＬ ＬＩＦＥ＆ＳＰＩＣＥ」など高品質・高感

度なブランドアイテムを展開します。また、女子旅や

卒業旅行にも適した小型のトランクキャリーや、雑貨

類も多数ご提案します。 
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暮らしの品ゾーンでは、キッチン・台所用品、インテリア用品、家具、家電、寝具・寝装

品、文具、リフォームまで、暮らしに関する商品とサービスを幅広く展開します。 

また、キッズ・ベビーゾーンでは、マタニティからベビー、お子さまに必要な商品を豊富

に揃えるほか、人気のキャラクター玩具等を揃えたホビーコーナーを導入します。 

 

 

【暮らしのサポートカウンター】 

ハウスクリーニング、宅配クリーニング、鍵や水回りのトラ

ブル対応から、引っ越しのお申込み等まで、住まいや日々の生

活に関するご相談にお応えします。また、店舗で品揃えがない

商品を取り寄せ、ご自宅に直接お届けする「タッチ･ゲット」

サービスを、インテリア、寝具、収納用品、一部の家電製品で

実施します。  

 

 

【ダイニング・調理用品】 

“食を楽しむ”をテーマに、海外ブランドの食器、調理用

品、調理家電を展開。見ているだけでも楽しくなるカラフル

で機能的なアイテムを多数ご提案します。さらに、国内最大

の料理レシピサイト「クックパッド」とコラボしたイオンオ

リジナルの調理用品をコーナー展開します。 

 

【寝具】 

“快適な眠り”へのお客さまのニーズの高まりにお応えして、

まくら・敷ふとん・ベッドマットレスの品揃えを強化しました。

特に、「まくら」はオーダーコーナーを設置。マットレスとと

もに、実際に寝心地をお試しいただきながら、お客さまそれぞ

れにあった商品をお探しいただけます。 

 

【家電】 

スマートフォンおよびＴＶゲーム関連を中心に、ＡＶ機器、デジタルフォトプリントを展

開。地元京都は長岡京市の「三菱電機 京都製作所」とのコラボコーナーも設けます。さら

にスマートフォンアクセサリは京都府内のイオン最大級の品揃えを展開。各主要会社のコー

ナーを設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３Ｆ 暮らしの品＆キッズのフロア 
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【キッズ】 

ファッションコーナーは、日々の通学に最適なアイテムや、子どもお出かけ用のファ

ッションに加え、「ＰＵＭＡ」（プーマ）等のスポーツブランドや、バッグや帽子など雑

貨の品揃えも充実、トータルコーディネートでご提案します。学校関連商品も、毎日の

授業から修学旅行などのイベントまで、地域のニーズに合わせた品ぞろえを随時展開し

ます。 

また、靴はイオンの靴専門店「Ｇｒｅｅｎｂｏｘ
グ リ ー ン ボ ッ ク ス

」が展開します。「瞬足」など通学に好適

な商品を取り揃えるほか、「足のサイズ無料計測会」などのイベントを開催し、足のサイズが

変わりやすいお子さまにぴったりの靴をご提案します。 

 

【ベビー】 

素材・デザインにこだわった新生児用のドレス・肌

着を取り揃え、専門のコンサルタントがお客さまをお

迎えするギフトショップ「チャックルベビー」が登場

します。専門知識と技術をもったアドバイザーが妊婦の方

や小さなお子さまがいらっしゃるお客さまのお手伝いを

させていただきます。また、海外のベビー用品やトイ  

（玩具）などを揃えたコーナー「ベビーポケット」も導入。

お祝いのギフトにも最適です。 

 

【おもちゃ】 

小学生の女の子に人気の「サンリオ」キャラクターを集めたファンシーコーナを展開する

ほか、知育玩具を集めた“ラーニングキッズ”のコーナーも導入。タッチ＆トライで、実際

に触れて楽しみながら商品をお選びいただけるほか、品揃えでもこだわりの木製玩具など、

お孫さんへのプレゼント需要等にもお応えするアイテムも取り揃えます。 
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【イオン京都桂川 こだわりのサービス】 

 

＜サービスカウンターに「くらしのコンシェルジュ」を設置＞ 

 「くらしのコンシェルジュ」では、公共料金の収納代行や家事

代行業務、冠婚葬祭、鍵や水回りの緊急トラブルの受付、デジ

カメプリントやトラベル相談など、お客さまの日々の暮らしを

幅広くサポートします。店内には「イオンＷｉＦｉ」を導入し

ており、お客さまのお好きな場所で、電子書籍やレシピをはじ

め、ショッピングセンターの専門店情報などインターネット閲

覧をお楽しみいただけます。 

 

＜「カートインレジ」でお買物カゴを載せたままご精算＞ 

  レジでのご精算時に、商品が入ったカゴをレジカウンターに

下ろさず、カートに載せたままご利用いただける「カートイン

レジ」を導入します。商品を多数ご購入いただいたお客さまや

ご高齢、妊婦の方などのご負担を軽減し、お客さまに快適にご

利用いただけます。 

 

＜「“おうちでイオン” イオンネットスーパー」京都府全域配送を実施＞ 

 生鮮食品や冷凍食品、ベビー用品などの暮らしに便利

な生活必需品を中心に、ご来店されるお客さまだけでな

く育児や介護、お仕事などで店舗に立ち寄る時間のない

方のために、インターネットでご注文いただき、ご自宅

へお届けする「“おうちでイオン”イオンネットスーパー」をオープン後に実施予定です。

当店のネットスーパーは、京都府北部などご来店が困難なお客さまにもご利用いただける

ように、京都府全域を配送エリアとする予定です。 

 

＜「即日便」宅配サービス＞ 

  徒歩や自転車でご来店され、お米やビール、日用品など重たいものや大きいものなどご

自宅に持ち帰るのが困難なお客さまのために、便利にお買物をしていただけるよう、京都

市西京区を中心に、京都市南区、向日市の一部にお住まいの方を対象に、その日のうちにご

自宅にお届けするサービスです。※指定の時間までにお買い上げいただいた商品を、その日

のうちにご自宅にお届けします。１箱３００円（イオンカード、ＷＡＯＮカードで３,０００

円以上お買い上げの場合１００円） 

 

■「イオン京都桂川店」地域の皆さまとのつながりを大切にした取組み 

＜京都高齢者あんしんサポート企業としての取り組み＞ 

 近畿・北陸カンパニーでは、２０１１年１１月、京都府との包括提携の

一環として、京都府が推進する「京都高齢者あんしんサポート企業設置事

業」に唯一小売業として参加しています。高齢者への理解を深め、お客さ

まに適切な応対ができる従業員を育成し、誰もが安心して暮らせる地域づ

くりに取り組んでいます。 
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イオン京都桂川店では、１０月の開店に向け、厚生労働省が推進する「認知症サポーター※２

養成講座」に加え、高齢者向けの傾聴・接遇訓練などのカリキュラムで「京都高齢者あんしん

サポート研修」を京都府と協働で実施し、従業員約５００名(オープン前受講予定者数)がご高

齢のお客様や認知症のお客さま、およびそのご家族をサポートします。 

また、公的資格「サービス介助士」２級※１を有する約２０名が、ご高齢の方、ハンディキャ

ップをお持ちの方のご要望に応じて介添えします。 
※１「認知症サポーター」とは、認知症について理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、できる範

囲での手助けをするもので、所定の講座を受講することで認定されます。 

※２「サービス介助士」とは、お年寄りや体の不自由な人に対する「おもてなしの心」と「介助技術」を身

につけるための資格です。 

 

＜アジア初の京都府機船底曳網漁業連合会のＭＳＣ認証商品をお客さまにご提案＞ 

イオンでは、２００６年より、限りある水産資源をまも 

り、伝統的な魚食文化を未来の子どもたちに残していくた 

めに、持続可能な水産物の調達に積極的に取り組んでいま 

す。その取り組みの一つが「海のエコラベル」と言われる 

「ＭＳＣ認証」商品の取り扱いです。 

現在イオンで１３魚種販売しているＭＳＣ認証商品の１

つ「赤かれい」は、２００８年９月、日本のみならずアジア

で初めて認証取得した京都府機船底曳網漁業連合会（京都府舞鶴市）の漁業で漁獲されており、

同年９月、イオンリテール株式会社が国内で初めて京都で販売を開始しました。 

イオン京都桂川店では、開店よりＭＳＣ認証商品コーナーを展開し、京都女子大学、ＭＳ

Ｃ（海洋管理協議会）、地球環境関西フォーラムと協働でお客さまにＭＳＣ認証商品をご提案

します。 

（※）ＭＳＣ（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会） 

ＭＳＣは、自然破壊につながる方法にたよらず、水産資源利用の持続性と環境保全に配

慮した漁業に認証を与え、そこで漁獲された魚介原料のみを使用し、製品化されたもの

にＭＳＣエコラベルを付ける取り組みを行っている団体です。同団体は、各国で資源・

環境配慮型の漁業を認証する認証機関を設定し、その機関が実際の現場で漁業の認証を

行います。現在、魚の乱獲や枯渇が問題視される中、世界でＭＳＣエコラベルが付いた

製品が普及しはじめており、注目されています。 

 

＜お客さまとともにＣＯ２の削減と環境保全活動を促進するお買物袋持参運動＞ 

イオンは、レジ袋の原料である石油資源の節約やレジ袋のＣＯ2排出量を削減するために、

１９９１年から２０年以上にわたり、さまざまな取り組みを行っています。 

２００７年、日本の全国チェーンストアとして初めて、京都市内でレジ袋無料配布中止を

開始、イオン京都桂川店においても、開店時から食品売場においてレジ袋の無料配布を実施

せず、環境にやさしいバイオマス素材でできた有料レジ袋の提供を行います。 

 

＜環境活動を通じて子どもたちの健全な育成を目指す「イオンチアーズクラブ」＞ 

イオンでは小学１年生から中学３年生までの子どもたちを対象に、環境学習や体験の場を

提供する「イオンチアーズクラブ」を各店に結成しています。店舗の近隣に住む子どもたち

が集まり、イオン従業員がサポートしながら「環境」に関するさまざまな活動に取り組んで

います。イオン京都桂川店でも参加する子どもたちを募集し、「イオン京都桂川チアーズクラ

ブ」を結成します。 
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【イオンモール京都桂川 専門店一覧】 
１Ｆ 

番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

1 京都銀行 ＡＴＭ   ○ 
2 京都信用金庫 ＡＴＭ   ○ 
3 京都中央信用金庫 ＡＴＭ   ○ 
4 ゆうちょ銀行 ＡＴＭ    
5 イオン銀行 ＡＴＭ    
6 ２１２ ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＯＲＥ キッチン雑貨    
7 ダックス ドラッグストア   ○ 
8 ＱＢハウス ヘアカット専門店    
9 ＲＡＮＤＡ 靴    
10 ＤＨＣ直営店 化粧品・サプリメント    
11 ハロー！パソコン教室 パソコン教室   ○ 
12 チュチュアンナ 靴下    
13 ミシャ 化粧品  ○  
14 ワコール新業態 ランジェリー 全国初 ○ ○ 
15 フェミニンカフェ 靴    
16 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ Ｏｕｔｆｉｔｔｅｒｓ レディス・メンズ  ○  
17 ＤＯＵＢＬＥＤＡＹ 家具・インテリア・生活雑貨  ○  
18 靴下屋 靴下    
19 ＩＮＧＮＩ レディス    
20 ｅａｒｔｈ ｍｕｓｉｃ＆ｅｃｏｌｏｇｙ Ｎａｔｕｒａｌ ｓｔｏｒｅ 

れ 

 

レディス    
21 みどりの雑貨屋 ガーデニング関連・雑貨・家具  ○  
22 コレクターズ 雑貨  ○  
23 ＯＮＬＹ メンズ・レディス   ○ 
24 Ｚｅｒｂｉｎｏ ｍａｕｒｉｚｉ 紳士靴 全国初 ○  
25 イレブンカット 美容室    
26 ラクシア リラクゼーション  ○  
27 ザ・ダイソー 100円均一ショップ    
28 スポーツオーソリティ スポーツ  ○  
29 イオンバイク サイクル    
30 イオンペット ペット    
31 ペットパラダイス 雑貨    
32 ＷＯＯＤＹ ＨＯＵＳＥ レディス・メンズ・キッズ   ○ 
33 リサイクルキング 貴金属買取    
34 金犬くん 金券ショップ・プレイガイド    
35 チャンスセンター 宝くじ   ○ 
36 倭物や カヤ 和雑貨  ○  
37 クリーニングルビー クリーニング    
38 ハイダウェイ ｇ+ メンズ・レディス ○ ○  
39 ラギットファクトリー メンズ・レディス  ○  
40 セシルデイズ レディス・キッズ・雑貨  ○  
41 アズールバイマウジー レディス・メンズ    
42 レプシィムローリーズファーム レディス    
43 イノブン 生活雑貨   ○ 
44 アクシーズファム レディス・キッズ    
45 カトルフィーユ レディス・雑貨    
46 大垣書店 書店＋カフェ   ○ 
47 デイアンドデイズ 生活雑貨  ○  
48 ページボーイ レディス    
49 ロペピクニック レディス    
50 アナザーブランチ バイ オリーブ デ オリーブ レディス   ○ 
51 マジカルボックス 鞄  ○  
52 girl's talk！ 

 talk! 
 
S 
 
‘ 
S 
 
L 
‘ 
S 
 
 
irl’s 
irl’s 
 
Girl’s 
irl’s 

アクセサリー 全国初 
 

○  
53 ｍｅ ｄｉ ｍｏメディカルモール クリニックモール    
54 ハートマーケット レディス  ○  
55 スタディオ クリップ レディス・雑貨    
      
      

 
フィットネス棟 

番号 店名 業種 近畿地区
初 

京都府初 地元企業 
56 東急スポーツオアシス フィットネスクラブ  ○  
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１Ｆ 
「桂川市場」 

番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

57 志津屋 ベーカリー   ○ 
58 ルピシア 紅茶    
59 北海道うまいもの館 北海道物産 ○ ○  
60 京のお肉処 弘 精肉・グリドル   ○ 
61 鮮魚 むさし 鮮魚・寿司 全国初 ○ ○ 
62 カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品    
63 柿安 口福堂 

 
和菓子    

64 クレーム デ ラ クレーム スイーツ   ○ 
65 ハタケノパスタ パスタ&ピッツァ 全国初 

 
○  

66 ロベックスジュース スムージー・アサイーボウル ○ ○  
67 美山のめぐみ牛乳工房 スイーツ   ○ 
68 銀だこＫＩＴＣＨＥＮ たこ焼き・たい焼き・惣菜 ○ ○  
69 久世福商店 グロサリー ○ ○  
70 スターバックスコーヒー カフェ    

 
２Ｆ 

番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

71 リアット！ 靴修理/クリーニング・合鍵    
72 マジックミシン 洋服お直し    
73 ＡＷＥＳＯＭＥ ＳＴＯＲＥ 生活雑貨 ○ ○  
74 パラス パレス レディス    
75 ハミルトンエッセンス レディス  ○  
76 ル ティロワ ドゥ ドレステリア レディス・メンズ・雑貨 ○ ○  
77 ベイフロー レディス・メンズ  ○  
78 アルファベッツ アルファベット レディス    
79 Ｐ.Ｒ.Ｓ 鞄 ○ ○  
80 ボンメルスリー ド アナトリエ レディス    
81 モントロンド シュシュ 宝飾 全国初 ○  
82 ＨＳ ～Ｆｌｏｗｅｒ＆Ｇｒｅｅｎ 生花 ○ ○  
83 １４＋ 帽子  ○  
84 Ｐｕｒｅｔｒｅ アクセサリー  ○  
85 ドゥミエール ｂｉｊｏｕ ＳＯＰＨＩＡ 宝飾  ○  
86 ウンナナクール ランジェリー   ○ 
87 テチチ/ルノンキュール レディス    
88 シャンブル ドゥ シャーム レディス 

ィス 
 

   
89 メルローズクレール レディス  ○  
90 ニコアンド レディス・雑貨    
91 ハンプティーダンプティー 生活雑貨  ○  
92 Ｚｏｆｆ Ｍａｒｃｈé 眼鏡  ○  
93 Ｖｉａ Ｌａｔｔｅａ ｉｏｎｅ 靴  ○  
94 ウィルセレクション シュシュ レディス  ○  
95 Ｎａｉｌ ｄｅ ｌｉｅｎ ネイルサロン ○ ○  
96 ＫＥＹＵＣＡ インテリア雑貨  ○  
97 アリーナ ドゥ－ジェム 美容室   ○ 
98 Ｊｏｓｈｉｎ 家電    
99 雑貨館インキューブ 雑貨 ○ ○  
100 エステティックＴＢＣ エステ    
101 （仮称）ナチュラルガーデン/ハーブギャラリー ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｻﾛﾝ/ｱﾛﾏ＆ﾊｰﾌﾞｼｮｯﾌﾟ    
102 シルエット アイラッシュ・アイブロウ  ○  
103 ＮＩＰＰＯＮ ＴＡＴＡＭＩ 畳・ふすま・インテリア雑貨  ○  
104 暮らしのマネープラザ フィナンシャル    
105 セサミ＋ 雑貨 全国初 ○  
106 Ｂａｔｈ ｔｕｂｌｅｔ 雑貨    
107 ａｌｂｉｄａ アクセサリー・服飾雑貨 全国初 ○  
108 ＪＯＵＲＮＥＹＪＯＵＲＮＥＹ ＢＹ Ｕ.Ｑ 生活雑貨 ○ ○  
109 ＡＵＪＯＵＲＤ’ＨＵＩ 

OURDHUI 
アクセサリー ○ ○  

110 タオル美術館 タオル専門店    
111 クオカショップ 

   
 

製菓製パン材料・道具専門店 ○ ○  
112 未定 コンタクトレンズ    
113 ソフトバンク 携帯電話    
114 ａｕショップ 携帯電話    
115 ＪＴＢ トラベル    
116 ブランドショップ ハピネス インポート雑貨    
117 Ｊ．ＦＥＲＲＹ メンズ・レディス・キッズ・雑貨  ○  
118 アルデルクス レディス ○ ○  
119 ａｎｙ ｓｉｓ ｂｌａｎｃ レディス  ○  
120 ＰＬＳＴ レディス・メンズ    
121 サマンサ＆シュエットギャラリー 服飾雑貨  ○  
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２Ｆ 
番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

122 トランスコンチネンツ メンズ・レディス    
123 デッサン アンタイトル レディス  ○  
124 ブリスポイント レディス・メンズ・雑貨  ○  
125 シャルディ ペギーラナ レディス・雑貨 ○ ○  
126 フリーズマート レディス  ○  
127 ラバーズルーム インテリア雑貨 ○ ○  
128 ｎａｎａ’ｓ ｇｒｅｅｎ ｔｅａ 和カフェ   ○ 
129 センスオブプレイス バイ アーバンリサーチ メンズ・レディス 

redexisus 
   

130 アーバンリサーチドアーズ メンズ・レディス・キッズ  ○  
131 ルジュン メンズ・レディス ○ ○  
132 チャールズ＆キース 鞄・靴  ○  
133 トカドール レディス ○ ○  
134 ＬＵＣＡ レディス  ○  
135 ゴディバ チョコレート    
136 サマンサベガ 服飾雑貨    
137 ピンクレモンツリー 服飾雑貨  ○  
138 （仮称）プラスハート 生活雑貨 全国初 ○  
139 ＷＨＡＴ ＷＥ ＮＥＥＤ’ 服飾雑貨 全国初 ○  
140 メローブラウンコーヒー カフェ ○ ○  
141 ＰＡＲＩＳ ＪＵＬＩＥＴ 雑貨 ○ ○  

 
２Ｆ 

レストラン街 

番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

142 おひつごはん 海の穂まれ 和食  ○  
143 ポムの樹Ｃａｆé 創作オムライス、カフェ ○ ○  
144 杬之蔵 和食   ○ 
145 焼肉 炎蔵 焼肉オーダービュッフェ ○ ○  
146 串かつ食べ放題 串まる 串かつ食べ放題  ○  
147 倉式珈琲店 カフェ、珈琲専門店  ○  
148 （仮称）市場小路 おばんざい・和食   ○ 
149 ＡＮ パスタ 全国初 ○  
150 ロティサリーハウス ロティサリーチキン ○ ○  
151 ハンバーグ＆ステーキ 雨明 ハンバーグ・ステーキ 全国初 ○  
152 バケット ベーカリーレストラン    
153 鶴橋風月 お好み焼き    
154 梅蘭 中華  ○  
155 （仮称）とんかつ かつ喜 とんかつ 全国初 ○  
156 ワンディッシュピッツァミール イタリアン ○ ○  
157 どうとんぼり神座 ラーメン    
158 （仮称）有喜屋 そば   ○ 
159 オリーブチャオ 中華 ○ ○ 

 
 

160 仙台牛たん森商店 牛タン 全国初 ○ ○ 
161 （仮称）バルビダ ブラッスリー 全国初 ○  
162 （仮称）しゃぶしゃぶ美山 しゃぶしゃぶ  ○  
163 ビュッフェダイニング 馳走小町 

Ｉ 

総合ビュッフェ 全国初 ○  
164 にぎりの徳兵衛 寿司  ○  
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３Ｆ 
番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

165 駄菓子 夢や 駄菓子    
166 サーティワンアイスクリーム アイスクリーム    
167 ＪＥＮＮＩ キッズ    
168 マザーガーデン おもちゃの森 雑貨 全国初 ○  
169 ＡＬＧＹ キッズ    
170 ＳＴＯＮＥ ＭＡＲＫＥＴ 天然石・アクセサリー    
171 サンリオギフトゲート キャラクター雑貨    
172 未定 キャラクター雑貨    
173 メガネのアイガン 眼鏡    
174 ＪＥＷＥＬＲＹ ＴＳＵＴＳＵＭＩ 宝飾    
175 京都インバン 印章   ○ 
176 ランドリー レディス・メンズ・キッズ  ○  
177 Ｃｒｏｃｓ ｆａｍ 靴    
178 ＪＩＮＳ 眼鏡    
179 ３ＣＯＩＮＳ 雑貨    
180 ユニクロ レディス・メンズ・キッズ    
181 タイムステーションＮＥＯ 時計    
182 きものやまと 呉服  ○  
183 島村楽器 楽器    
184 島村楽器 ミュージックサロン 教室    
185 ｉｋｋａ ＬＯＵＮＧＥ メンズ・レディス ○ ○  
186 グローリークルー メンズ    
187 ドラスティック ザ バゲージ ロッソ 鞄  ○  
188 カールカナイ メンズ  ○  
189 ＷＥＧＯ メンズ・レディス    
190 タカキュー メンズ・レディス    
191 ライトオン メンズ・レディス・キッズ    
192 コンファーム・イルズ メンズ  ○  
193 レピピアルマリオ キッズ  ○  
194 アスビーキッズ 靴  ○  
195 ｐｅｔｉｔ ｍａｉｎ キッズ  ○  
196 楽市楽座 アミューズメント  ○  
197 アスビー 靴    
198 BREEZE キッズ    
199 ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ キッズ・レディス・メンズ  ○  
200 ＤＵＣＫＴＡＩＬ バラエティ雑貨   ○ 
201 サン宝石ファンシーポケット アクセサリー・雑貨  ○  
202 ブランシェス キッズ  ○  
203 小学館の幼児教室ドラキッズ 幼児教室    
204 イオンシネマ シネマ    

 
３Ｆ 

フードコート 

番号 店名 業種 近畿地区初 京都府初 地元企業 

205 マクドナルド ファーストフード    
206 ミスタードーナツ ドーナツ   ○ 
207 ケンタッキーフライドチキン フライドチキン   ○ 
208 ＯＬＤ ＡＭＥＲＩＣＡＮ ＢＡＲ バー／グルメバーガー 全国初 ○  
209 ＩＰＰＵＤＯ ＲＡＭＥＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ラーメン ○ ○  
210 海鮮寿司 北海素材 海鮮寿司  ○  
211 Ｈａｗａｉｉａｎ Ｐａｎｃａｋｅ Ｆａｃｔｏｒｙ パンケーキ・カフェ  ○  
212 テキサスキングステーキ ステーキ・ハンバーグ  ○  
213 Ｖ²＆Ｍ Ｆｒｕｉｔｓ Ｂａｒ ＡＯＫＩ フレッシュジュース  ○  
214 焱 焼肉重 全国初 ○ ○ 
215 天しん爛漫 

 てんしん 
十割蕎麦つけ麺 全国初 ○ ○ 

216 中華のハマムラ 中華   ○ 
217 大釜屋 たこ焼き    
218 ＭＡＲＵＧＡＭＥ ＵＤＯＮ うどん ○ ○  
219 パルメナーラ パスタ・イタリアン    
220 石焼ビビムパとスンドゥブの店 ビビム 韓国料理  ○ 

 
 

221 京都北白川 ラーメン魁力屋 ラーメン   ○ 
222 鶏三和 親子丼、鶏惣菜    
223 ドラゴンクレープ＆デリ スイーツ ○ ○  

 
１Ｆ～３Ｆ 

番号 店名 業種 近畿地区
初 

京都府初 地元企業 
- イオン京都桂川店 総合スーパー    

 
全国初出店：２０店舗／近畿地区初出店：５０店舗／京都府初出店：１１０店舗／地元企業：３２店舗 

※「近畿地区」は京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県を指します。 

※店名・業種及び本資料については、６月１７日現在の為、変更になる場合がございます。 
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【周辺・広域地図】 

＜広域ＭＡＰ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近隣ＭＡＰ＞ 

 

 

 

 


