
「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」が始まっています。
ＫＰＣホームページからログインし、特別な優待内容をご覧ください。
●パソコンの場合は上のアドレスよりご登録してください。
●スマホからの場合は右のQRコードよりアクセスしてください。
●初回ログイン時にご利用の登録が必要です。※「いやしうぇぶショップ」への登録とは異なります。

発行●KPC （公財）京都中小企業振興センター 
京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階
TEL：075-255-6655　FAX：075-255-6644
営業時間●AM9：00～PM5：30　休業日●土曜・日曜・祝日

毎月20日発行　発行部数 23,000部

●なばなの里 厚生施設利用補助券　●京都ええ店食べある記
●丹後くろまつ号ツアー　●ハイキングサークル　
●会社見学　●KPC事務局からのお知らせ

ダーツ交流パーティーを開催します。
●チケットあっ旋 京都鉄道博物館、吉例顔見世興行　他

コンテンツ

KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」もご覧ください。
KPC 検索www.kpc.or.jp

～ライフサポート倶楽部～
ドミノピザ

メニューNo.720230

～ライフサポート倶楽部～
招待日和

メニューNo.770702

なび

京都ではたらく人々にライブな福利厚生を提案する会報誌　 vol.92
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日時●12/2（金）19：30～21：30 終了予定
会場●THE SODOH HIGASHIYAMA

100名（お申込み者多数の時は抽選となります）定 数

今回だけのオリジナルルールです。参加者全員ダーツに参加いただきます。
初心者でも安心して楽しんでいただけます。マイダーツの使用はできません。ゲームについて

11月14日（月） 専用のお申込み用紙かKPCホームページからお申込みください。申込締切日

2,900円
KPC会員外（会員同伴者）3,900円
KPC会員参 加 料

【前菜】真鯛のカルパッチョ レモンのヴィネグレットとディルの香り　
【温前菜】パルマ産プロシュートと季節野菜のオーブン焼き

【パスタ】ペンネ カルボナーラ　【魚料理】スズキのオーブン焼き レモン添え
【メインディッシュ】牛ほほ肉の赤ワイン煮込み　 【デザート】ティラミス　パン　コーヒーもしくは紅茶

※フリードリンク制（ex.ビール、ワイン、日本酒、カクテル各種、ジュース等）  ※料理内容は変更になる場合があります。

コース料理

テパダ ィー ー
流交ーツ

G-SHOCKなど
豪華賞品を多数
ご用意しております！

ＣＡＳＩＯ 
G-SHOCK

京都焼肉弘
特選焼肉ギフトセットしもぐち☆

雅充さんDJ
しもぐち☆
雅充さんDJ

◀至京阪祇園四条駅
八坂神社 円山公園

高台寺

圓徳院

霊山観音

法観寺
（八坂の塔）

東
大
路
通

高
台
寺
公
園

下
河
原
通

東山安井

高台寺南門通

祇園

東山安井
バス停

THE SODOH
HIGASHIYAMA
KYOTO

東山安井
バス停

THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO
京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町 366

　今年のダーツ交流パーティーは、
八坂の塔と優美な佇まいの日本家屋に広がる紅葉をバックに開催いたします。

京都の食材を生かしたイタリアンを味わっていただき、ダーツも投げて楽しみましょう。
とても美味しくて楽しいパーティーですので、ぜひご参加ください。

KPC
主 催

KPC
主 催

KPC
主 催



京のいいとこ
コラム

v o l . 5 0

国
内外に人気の観光地・京都。観光時に使う交通手段はいろいろありますが、

市バスや京都バスを利用する方も多いですよね。京都中に張り巡らされたバス

網を使いこなせば、古都の町を縦横無尽に移動することができます。最近では、小型

のラッピングバスも運行。それは京都市左京区の岡崎エリアを走る「京都岡崎ループ」

です。動物園や美術館が集う文化的な岡崎と、アクセスの拠点となる三条京阪周辺、

はたまた知恩院の三門前や青蓮院門跡といった今までバスの運行がなかった場所をつな

いでいます。バスのボディに描かれた岡崎の名所のイラストもほのぼのとした雰囲気

で、見かけると思わず写真を撮りたくなります。従来の1日乗車券も使えますよ。

岡崎を走る
かわいい小型バス

こだわりの京うどんに舌鼓
崎通沿いにある京うどんの名店。ややコシのある細
めの自家製麺と、鰹の削り方にまで工夫を凝らした

ダシが多くの人を魅了しています。秋冬には、ダシの旨みを
たっぷり吸った刻み揚げを琥珀色のあんに閉じ込めた
『たぬきうどん』など、体温まるあんかけメニューがおすすめ。
かしわ好きの京都で親しまれ続ける、朝挽き鶏のモモ肉を
使った『鳥なんば』や『親子なんば』も絶品です。

岡
左京区岡崎南御所町34
075-771-4831
11:00～20:00　
火、第1・3水休
市バス「岡崎公園 動物園前」
バス停から徒歩2分
http://www.kyoto-okakita.com/

おかきた

岡北

岡崎エリア お す す め ス ポ ッ トの

ロ
グ
イ
ン

レストラン優待のご紹介
本格的な秋を迎え、歴史ある京都の神社仏閣に映える紅葉が美しい季節になりました。ゆったりと美味しい食事を楽しみたいですね。

いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、飲食店等の優待サービスもご用意しています。
ぜひ、お仲間・ご家族との散策の途中にご利用ください。

〈メニューの検索方法〉

〈レストラン優待（例）〉

http://www.kpc.or.jp多数の提携先があります。詳しくは『いやしうぇぶKPC』へ！

いやしうぇぶKPCに
アクセス

KPC会員専用メニューから「いやしなび
KPCライフサポート倶楽部」にアクセス

会員番号・パスワードを
入力してログイン

「飲食店クーポン
検索サイト」を選択

1 2 3 4

※ご利用の際には、「飲食店クーポン検索
　サイト」より、ご利用施設のクーポンを
　ダウンロードし、提示する必要があり
　ます。詳しくは、いやしなびKPCライフ
　サポート倶楽部をご覧ください。

日本料理 閑清居 料亭 東山山荘 そば打ち体験 きよみず亭
京都府相楽郡精華町光台1-7けいはんなプラザ1F 京都市山科区北花山上稚児ヶ池1 京都市東山区清水二丁目257-17

ご飲食代7,000円以上のお客様 5%割引 一部コース料理10％割引 試食時に地酒1杯またはラムネ1本プレゼント



ミロコマチコ いきものたちの音がきこえる茶碗の中の宇宙　樂家一子相伝の芸術1 11月30日まで12月16日まで

　～彗星のごとく現れた、今注目を集める絵本作家～
代表作の絵本原画をはじめ、絵画･立体などの
大型作品や最新作を含め、ミロコマチコの“今”
を切り取ります。
●会期：12月1日（木）～12月25日（日）
●会場：美術館「えき」KYOTO 会期中無休

1

（通常8,300円）7,500円S　席

宝塚歌劇宙組公演
ミュージカル・コメディ「王妃の館」
～原作 浅田次郎「王妃の館」（集英社文庫刊）～

スーパー・レビュー「VIVA！FESTA！」
●日時：2017年
　2月　9日（木）11：00
 12日（日）11：00
 17日（金）13：00
 18日（土）11：00
●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚 ●締切：11月7日

2

8 97 オムロン パイプオルガン 
コンサートシリーズVol.59 
「世界のオルガニスト」

（通常1,000円）500円全席自由

キッサコ　
ライブツアー２０１７ 日日是好日

（通常5,000円）4,200円全席指定

●日時：2017年
1月8日（日）14：00

●会場：京都府立
文化芸術会館

●定数：30枚　
●締切：11月14日
※小学生以上有料
　（未就学児は保護者1名
　につき1名ひざ上鑑賞可）

　日本最大級のオルガンの響
きを楽しむシリーズに、世界各
国でコンサートを行う、ダヴィ
デ・マリアーノが初登場！
［プログラム］～オルガンでめ
ぐる５ヶ国の音楽の旅～
●日時：2017年2月25日（土）14：00

●会場：京都コンサートホール　大ホール
●定数：30枚　●締切：11月14日 主演の朝夏まなと

※写真は公演内容とは異なります（イメージ）©宝塚歌劇団 

（当日800円)400円一　般

（当日600円）300円高・大学生

（当日400円）100円小・中学生

2
　一子相伝により継承されてきた樂焼の歴代作品に本阿
弥光悦等の作品を含め、樂焼の美的精神世界を通観し、そ
の極めて日本的な深い精神文化を紹介します。　
●会期：12月17日（土）～2017年2月12日（日）
●会場：京都国立近代美術館 開館時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）
※中学生以下、心身に障がいのある方と付添人1名は無料。（要証明）
※本展入場券でコレクション展もご覧いただけます。

（当日1,400円）900円一　般

（当日1,000円）500円大学生

（当日500円）200円高校生

（通常1,200円）900円一　般

（通常1,000円）700円大高生

（通常500円）200円中小生

（通常200円）100円幼児（3歳以上）

締切：11月8日

締切：11月8日

（通常4,000円）2,800円全席指定

米朝一門 花形落語会6
［出演］桂塩鯛、桂米團治、
桂南天、桂鯛蔵、桂米輝
●日時：
2017年2月26日（日）
14:00
●会場：文化パルク城陽

ふれあいホール
●定数：20枚　
●締切：11月14日
※未就学児入場不可。

　館内の展示は、「見る、さわる、体験する」
など様々な角度から鉄道を体感できます。

●有効期間：平成29年9月末まで
●会場：京都鉄道博物館  ●定数：100枚

初代長次郎　黒樂茶碗　銘　大黒[重要文化財]
桃山時代（十六世紀）　個人蔵 〈グランドガゼルもまってる〉 2010年

　今年の顔見世興行は先斗町歌舞練場で開
催します！
［演目］第１部  一、実盛物語  二、道行旅路の嫁入り

第３部  一、引窓  二、京鹿子娘道成寺
［出演者］雀右衛門、藤十郎、仁左衛門、

海老蔵、愛之助、他
●日時：
第1部 12月13日（火）11：00／17日（土）11：00
第3部 12月14日（水）17：45／19日（月）17：45
●会場：先斗町歌舞練場　●定数：各10枚

（5000円分＝
1,000×5枚）4,000円1セット

　全国のおもちゃ屋さんや量販店でご利用
いただける商品券です。これからのクリスマ
スシーズンに向けてプレゼントの購入にいか
がでしょうか？
●有効期間：2021年12月31日まで
●定数：300セット（申込多数の場合は抽選）
※お一人様2セットまで

※締切日後KPCにてとりまとめて発注いたします。お届けは11月下旬の予定です。
※ご家庭用にご利用ください。金券ショップへの持込みは厳禁です。
※有効期限内であっても払戻しはいたしません。

ご利用いただける店舗は右記アドレスからご確認ください。 http://toycard.co.jp

3 こども商品券
　　 ～おかげさまで15周年！
　　　 47都道府県 DE カーニバル～
●日時：2017年1月21日（土）18：00
●会場：文化パルク城陽 プラムホール
●定数：20枚　●締切：11月14日
※小学生以上の方はチケットが必要になります。
※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席の範囲
　内（膝上鑑賞）で、周りのお客様のご迷惑にならないよう
　にご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

4 ORANGE RANGE
LIVE TOUR 016-017

締切：11月7日

（通常16,500円）15,000円一等席

當る酉歳吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎
五代目 中村雀右衛門襲名披露　京都鉄道博物館　入館券

（通常5,800円） 4,500円全席指定

［出演］藤岡幸夫（指揮）、関西フィルハーモ
ニー管弦楽団、京都府立西城陽高等学校
合唱部
エントランスホールにて14：00からウェル
カムコンサート（無料）
●日時：2017年1月8日（日）15：00
●会場：文化パルク城陽 プラムホール
●定数：20枚　●締切：11月14日

5 ニューイヤーコンサート2017

（通常2,000円） 1,500円全席指定
大学生以下

（通常3,000円） 2,500円全席指定
一　　般

〈アクセス〉
京都市バスをご利用の方 「京都駅」B3バスのりばから
●205・208系統乗車、「梅小路公園前」下車徒歩約3分。
●急行103・急行104・急行110・86・88系統乗車、
　「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車徒歩すぐ。
または「京都駅」中央口より西へ徒歩約20分。

　WEBショップ「福利厚生本舗」は、一般には流通しない地域限定品、少量数の商品、インターネット販売ができない生産者からの商品等を仕入れ、契約
する従業員の方々へのみ販売するというサイトです。商品内容は一般には非公開ですが、例えばこんな商品があります。ぜひご利用ください。

❶https://kk-smartlink.com/ へアクセスしてください。
❷新規会員登録方法：メールアドレスを入力しますと本人確認コードが自動返信されるので、登録画面に入力。
　個人情報を入力する際に必ずグループID＝KPC604を入力してください。後の項目は指示に従って入力してください。
❸閲覧・購入方法：上記のURLにログインしてから商品を閲覧してください。
　決済は各種クレジットカード・コンビニエンスストア・銀行振り込み利用できます。

ご利用の手順

運営：㈱紀和 特販部 
〒640-8481　
和歌山県和歌山市直川160-24
TEL：072-462-8123

特定商取引法に基づく表記（抜粋）

自社商品の出品についても
ご相談できます。

商品あっ旋 社内の福利厚生として特別価格でご購入いただけるWEBショップのご案内

日本ハム
本格派 ギフト

（送料648円）3,271円
希望小売価格5,400円のところ、

銀座千疋屋
銀座タルト（フルーツ）

（送料無料）4,022円
希望小売価格4,320円のところ、

ずわいガニ姿 約600ｇ3杯

（送料無料）6,870円
希望小売価格7,560円のところ、

但馬牛の
コロッケセット

（送料無料）3,926円
希望小売価格5,400円のところ、

有田みかん 5kg

（送料無料）3,024円
希望小売価格5,184円のところ、

閲覧、ご購入には個人でのご登録が必要であり、福利厚生団体の会員であることを証明するグループIDが必要です。

※写真はイメージです。金額は税込表示です。

Ticket Information 随時あっ旋 （お申込みごとにあっ旋させていただきます。制限枚数等、裏面の注意事項をお読みください）

Ticket Information 予約あっ旋 （締切日まで受付し取りまとめて発注いたします。定数を超えると抽選となる場合もあります）



●日程：11月6日（日）  
●集合時間：午前8時
●集合場所：JR京都駅 中央改札口
●行程：登り約4ｋｍ 

約2時間30分
初心者向きコース

●準備物：弁当、水筒、雨具、
軽登山靴、手袋等各自持参

●交通費：約3,000円

観光列車　丹後くろまつ スイーツ列車

1,800円会　　員

2,800円会員家族

4,800円一　　般

　もみじの美しい紅葉を見ながら
沢の側道を登ります。

　車内に天然木を贅沢に使い、落ち着いた雰囲気と
懐かしくて新しい、上質な空間が演出された「丹後くろ
まつ号」。その車内で、地元の食材にこだわり続ける
「夢の里やながわ」のスイーツをご賞味。「和のモンブ
ラン」に新メニューを加えた4種のスイーツをご提供い
たします。くろまつ号でしか味わえない貴重なお味を
ぜひお楽しみください。

●JR京都駅（8：14発）▶園部駅（8：59着）▶
バス園部（9：36発）～途中乗換～るり渓温泉
口（10：20着）▶沢登り▶昼食▶道天湖▶るり
渓温泉入浴（料金必要・希望者のみ）▶るり渓
温泉（15：00発）▶園部駅（15：30着）▶JR園
部（15：37）▶JR京都駅（16：07）▶解散

コース

●福知山駅（10：12発）▶丹後くろまつ号（車内で
スイーツをお楽しみください）▶天橋立（11：38着）

コース

京都府　るり渓 渓谷沢登り
ハイキングサークル

初めてご参加の方のみ事務局までご連絡下さい。
お問合せは
こちらまで 075-255-6655

[ご注意]
●予約チケットは会員お1人様4枚まで。
　お申込み多数の場合は抽選となり、ご購入いただけない場合もございます。
※抽選となった場合は締切日以降約1週間後に当選者のみに連絡いたします。
　座席の指定・交換・キャンセルはできません。

●随時販売のチケットはあっ旋期間中はKPC事務局にて取扱いいたします。
枚数制限：会員お一人につき、映画鑑賞券は各チケット合計で月間5枚まで。映画以外のチケットは
　　　　　月間8枚まで。公演催事ごとに制限枚数を設けている場合はそちらを優先します。
●ご案内しているチケット等の金額は、補助金を差し引いた金額です。
●発送ご希望の場合、休前日は発送いたしません。また送付先は、事業所に限らせていただきます。

イベント・チケットお申込書 今月号掲載以外にも、常時あっ旋しているチケットがあります。詳細はKPCホームページをご参照ください。

企業番号

イベント／チケット名称 単　価 枚　数 ご希望日程が複数の
場合ご記入下さいご参加される会員名 ［　会員番号　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

［　　　　　　］

所 在 地

イ ベ ン ト ・ チ ケ ッ ト 決 済 方 法 銀行振込
（事業所へ発送後）

コンビニ決済
（事業所へ発送後）※手数料120円／件

お 申 込
ご担当者名

企業名称
F A X

T E L

現　　金
（KPC事務局にて）

お申込み先：FAX＝075-255-6644　郵便＝〒604-8156京都市中京区蛸薬師通室町下ル山伏山町540番地 丸池藤井ビル5階

　2015年12月にオープンした隠れ家的カジュアルフレンチ
レストラン。メインのお料理が日替わりの「アフタヌーン
プレート」をいただきました。味はもちろん、見た目もキレイ。
ショーケースに並んであるケーキもすごく美味しそうでした！
フランスで修業したシェフによる「手軽に作れるフランス
料理教室」も随時開催しているそうです。
阪急京都線「烏丸駅」16番出口から徒歩2分　詳しくは 
http://ail-en-chemise.com/

京都出身のピアノ弾き語りシンガーソングライター森
ゆきこさんの、「食べ歩きレポート」第１8回目。今月は
阪急烏丸駅から徒歩２分アイアンシュミーズさんです。

お店の食事レポートをもっと詳しくご覧になりたい方は、KPCホームページでご覧ください。
http://www.kpc.or.jp

Ail En Chemise
アイアンシュミーズ

●有効期間：2016年12月31日まで
●入店時に必ずこのKPCのキリトリクーポンご利用の旨お伝えください。

【特典】アフタヌーンプレート　Ｃセット
1,600円▶1,000円（税込）

会員番号 ー

切り取って店舗へご提出ください。

ご利用人数 名

京都府京都市中京区東洞院通り
四条上る阪東屋町670 共栄ビル5階
〈営業時間〉
火～土曜日（12：00～23：00）
日曜日（12：00～17：00）
月曜日（14：00～23：00）　
〈定休日〉年中無休

店舗
情報

切り取り線

075-256-0237

●日程：12月18日（日）　
●定数：30名（お申込み多数の場合は抽選）
●締切：11月14日
■料金に含まれるもの：福知山駅～天橋立駅間の
　乗車運賃と、くろまつ号の指定席料金、コース
　食事代が含まれています。
■福知山駅までの乗車券、天橋立駅からの乗車券は別途必要です。必要な場合は下記旅行社まで発注してください。
■キャンセルの場合は、ご乗車の21日前から一般料金の10％がかかります。その他詳細は下記旅行社からのお知らせをご覧ください。
■専用のお申込み用紙にてお申込みください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取扱旅行社：日本旅行

ご利用の注意
■KPCまでお申込みが必要です。会員おひとり5枚まで。会員とご家族までのご利用に限ります。
■下記のお申込み欄に、必要枚数をご記入のうえお申込みください。
■補助券ですので、ご入場時に現地窓口にて上記の料金をお支払のうえクーポンをお受け取りください。
■ナガシマリゾート施設利用補助券では「なばなの里」にご入場できません。
■ご利用は今シーズン1度きりとさせていただきます。
■補助券の有効期間は2017年2月28日（火）までです。イルミネーションは5月7日まで続きますが
　有効期間以降はご利用いただけません。

（通常2,300円）1,900円小学生以上
補助券利用で
※なばなの里入村券クーポン（1,000円）付です。
※幼児は入村可能ですがクーポンは付きません。
※消費税込。

　今年の「なばなの里イルミネーション」は
10月15日から始まっています。イルミネー
ション開催期間中（～2017年2月28日）に、
ご入場いただける補助券（1枚につき1名、1
回限り）をKPC会員の皆様に配布いたします
のでご利用ください。

新規優待　なばなの里 厚生施設利用補助券NewNew

営業時間
9時～21時まで：
●期間中の平日（平成28年12月28日～30日、
　平成29年3月1日～5月7日は除く）
●平成28年12月31日（土）　
●平成29年1月1日（祝）　

9時～22時まで：
●期間中の土日祝（平成28年12月31日・平成29年
　1月1日は除く）
●平成28年12月28日～30日、平成29年3月1日
　～5月7日

グルメクーポン 京都ええ店食べある記




