
「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

●京のいいとこコラム　
●京都ええ店食べある記　●ハイキングサークル
●会社見学　●KPC事務局からのお知らせ

Paper Airplane Game 開催
●チケットのあっ旋 ： SEKAI NO OWARI、ナイトロ・サーカス 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～
依山楼岩崎（鳥取）
メニューNo.317004

～ライフサポート倶楽部～
ホテル鐘山苑（山梨）
メニューNo.150060

～ライフサポート倶楽部～
かがり吉祥亭（石川）
メニューNo.190102

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.93
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お申込み締切日：12月14日（水） 本誌掲載のお申込み用紙かKPCホームページよりお申込みください。

誰もが手軽に飛ばすことができる「折り紙ヒコーキ」。

小さい頃は夢中でいろいろ作ったりしませんでしたか？

友達といっせいに飛ばして競ったり、

自分だけのオリジナルなヒコーキを考えたり。

KPCでは、そんな紙ヒコーキ大好きな大人とそのご家族に向けて

ゲームを開催いたします。ご家族そろってお申込みください。

▶講師：折り紙ヒコーキ協会近畿支部の皆様
よく飛ぶ折り方・飛ばし方のコツを学びましょう。お話の通りに折るとよく飛びます。

折り紙ヒコーキの作り方を学ぶ折り紙ヒコーキの作り方を学ぶ

▶シューティング部門　▶ロングディスタンス部門
※競技部門は変更及び追加する場合があります。

競　技競　技

第1部第1部
イベント内容

事前にKPCまでお申込みください。「参加者証」を送ります。
当日参加者証の提出でご入場していただきます。

備 考

大人500円　子ども（中学生まで）無料
※事前お申込み制

参 加 料

KPC会員ご本人様とご家族様（大人／子どもとも）参加資格

80名（参加者多数の場合は抽選）定 　 数

KPC
Paper 

 Airplane
 Game

第2部第2部

▶紙は主催者側で用意いたします。A4サイズを使用します。
▶セロテープ・ホッチキス・接着剤等加工は禁止とします。
▶紙ヒコーキの持ち込みはご遠慮ください。

注意
事項

日程　●

会場　●

運営協力：折り紙ヒコーキ協会



京のいいとこ
コラム

v o l . 5 1

「ジ
ャパン」。日本から輸出された品々のすばらしさから、欧米でそう呼ばれるように

なったという「漆器」。その中でも美術工芸品としても名高いのが、京塗、京蒔絵

とも呼ばれる京漆器です。その歴史は古く、平安時代には祭祀用の装飾品、室町時代には茶

道具。江戸時代には、琳派の本阿弥光悦による「光悦蒔絵」という技法も登場するなど、長い

歳月をかけて日本独自の技が磨かれてきました。近年は、現代の生活様式に合う食器として

の京漆器も登場しています。実用品として触れることではじめて伝わってくる、細部にまで

生きる職人の技。なめらかな手触り、あたたかい木のぬくもり。日常使いしてこそ、京漆器

の「ジャパン」を感じることができるのかもしれません。

京都が誇る「ジャパン」

触れて感じる京漆器の魅力

661年に創業した京漆器の老舗「象彦」。2014年に寺町
二条に移転オープンした本店は、「京漆器を身近に感じて

もらいたい」という想いから生まれた店舗です。店内に置かれたカ
ップや酒器から京蒔絵の品など、さまざまな京漆器を実際に手に
取り、その軽さとやさしい手触りを確かめられるようになっています。
使い慣れていない方でも安心して購入できるように、普段の手入れ
についてもアドバイス。プレゼントにもおすすめです。

1
中京区寺町通二条上ル
西側要法寺前町719-1
075-229-6625
10：00～18：00　不定休
地下鉄東西線「京都市役所前」駅から
徒歩5分
http://www.zohiko.co.jp/

きょうしっき ぞうひこ きょうとてらまちほんてん

京漆器 象彦 京都寺町本店

京漆器 お す す め ス ポ ッ トの

ロ
グ
イ
ン

露天風呂がある旅館・ホテルのご紹介
冷たい風が吹き、段 と々冬の気配が感じられる季節となりました。こんな時にはゆっくりとお風呂で身体をあたためたいものですね。

いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、多数の温泉旅館・ホテルを特別料金にてご利用いただけます。
露天風呂から眺める景色、おいしいお料理と共に、至福のひとときをお過ごしください。

〈メニューの検索方法〉

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

メニューカテゴリーより
「リゾート・トラベル」を選択

1 2 3 4

〈宿泊施設例〉その他施設料金等の詳細はいやしなびKPCを御覧ください。 ※宿泊施設例の料金は2016年10月～2017年3月のお一人様 1泊2食付の料金です。

25,920円～43,200円 15,400円～25,300円 14,040円～28,080円 11,880円～22,680円

ホテル鐘山苑
No.150060山梨県／富士五湖

ねぎや陵楓閣
No.280008兵庫県／有馬

依山楼岩崎
No.317004鳥取県／三朝

新祖谷温泉 ホテルかずら橋
No.367007徳島県／祖谷



ひらかたパーク 冬シーズン1 2月23日まで12月23日まで

1 2

2

　樂雅臣の神秘な世界をご堪能ください。
●会期：2017年1月2日（月・振休）～17日（火）
●会場：美術館「えき」KYOTO 
開館時間：午前10時～午後８時
（入場締切：閉館30分前）※1月２日、３日、１１日は午後8時
30分閉館※未就学児は無料
●あっ旋期間：12月23日まで

8,100円全席指定

締切：12月13日

●日時：2017年2月11日（土・祝）18：00
12日（日）17：00

●会場：京セラドーム大阪  
●定数：各日10枚

　ブッ飛んだハイスピードパフォーマンスの
連続に湧き上がる絶叫と爽快感！！２年ぶりに
日本に再上陸する超ド級アクション・スポー
ツ・エンターテイメント！
●日時：2月25日（土）開演16：00（開場14：00）

26日（日）開演14：00（開場12：00）
●会場：京セラドーム大阪　●定数：各10枚
※4歳以上はチケット必要
※席種は、エキサイトシート（特典付）､SS･A･B席もあります
　が、S席のみのご案内

3
　“音楽の殿堂”フェスティバ
ルホールになり響く日本の心。
●日時：4月9日（日）
　13：00/17：00
●会場：フェスティバルホール
●定数：各20枚　
●締切：12月12日
※未就学児入場不可

4 石川さゆり
コンサート2017 大阪公演

締切：12月12日

（通常12,000円）9,800円S　席

（通常2,600円）1,800円A　席

ナイトロ・サーカス 10周年ワールドツアーSEKAI NO OWARI ドーム・スタジアム・ツアー2017

（通常7,000円） 6,000円S　席

［出演］ガラピコぷ～の仲間たち（チョロミー、
ムームー、ガラピコ）、速水けんたろう（うたの
お兄さん）、はいだしょうこ（うたのお姉さん）
●日時：3月25日（土）13：30／16：00 
●会場：ロームシアター京都 メインホール
●定数：20枚　●締切：12月13日
※1歳以上有料。
※1歳未満で保護者の膝上でご覧になるお子様は、保護
　者1名につきお子様1名まで無料（1歳未満でも座席が
　必要な場合は有料）。

5 おかあさんといっしょ
ガラピコぷ～がやってきた！！【京都公演】

※3歳以上の場合チケット必要
　（2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。
　ただし座席が必要な場合はチケットが必要。）
※親子席の取扱いはございません。
※お申込みは会員おひとりにつき、どちらかの公演2枚まで。
　抽選が予想されます。当選の方には、お申込み締切日以降
　2週間後からご連絡いたします。

締切：12月13日ロームシアター京都オープニング記念事業
阿部真央 らいぶNo.7

5,800円全席指定

　産後、本格始動をスタートし全国15箇所
16公演に及ぶツアーの開催決定！精力的に
動きはじめた阿部真央から目が離せない！！
●日時：2017年4月9日（日）18：00
●会場：ロームシアター京都 メインホール 
●定数：10枚
※未就学児童のご入場はできません。
※お申込みは会員おひとりにつき2枚まで。
　抽選が予想されます。当選の方には、お申込み締切日以降
　ご連絡いたします。

●会期：2017年1月1日（日・祝）～5日（木）
1月7日（土）～9日（月・祝）8日間

●会場：大阪南港ATCホール
開館時間：10：00～16：30（最終入場16：00）
※1月6日（金）はお休みとなります。※2歳以下無料。
※入場記念品・北海道新幹線はやぶさ （中間車）含む
※障害者手帳をお持ちの方1名に対し、「介助者1名に限り無料」。
■入場記念品北海道新幹線はやぶさ 中間車　
　ＪＲ北海道商品化許諾済 ※レールはついておりません。

プラレール博 in Osaka
～ひろがる！新幹線×プラレールワールド！！～

3 彫刻家 樂 雅臣展
らく   まさおみ

7 海遊館入館券 8 アドベンチャーワールド　
入園券 9 姫路セントラルパーク

入園引換券　 10 神戸市立須磨海浜水族園
入園引換券

5 拝啓 ルノワール先生
梅原龍三郎が出会った西洋美術 6 アドルフ・ヴェルフリ

二萬五千頁の王国　

（当日700円）300円子ども
（3歳～小学生）

（当日900円）500円大人（中学生以上）

© TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

（通常2,000円）1,400円入園+ウインターカーニバル入場券
おとな（中学生以上）
入園+ウインターカーニバル入場券
こども（2歳～小学生）

入園+フリーパス引換券
おとな（中学生以上）
入園+フリーパス引換券
小学生
入園+フリーパス引換券
2歳～未就学児

（通常1,200円）800円

（通常4,400円）3,700円
（通常3,800円）3,200円
（通常2,600円）2,300円

●有効期間：12月2日（金）～2月26日（日）  ●会場：ひらかたパーク
●休園日：ひらかたパークホームページでご確認ください。

※スケート貸靴のご利用には、貸靴料金（600円）が別途必要です。※フリーパスは
「のりもの乗り放題+イベントホール入館可（一部対象外イベントあり）」です。但し、
今季イベントホール催事につきましては、フリーパスではご入館いただけません。
また、ウインター
カーニバル入場券は
現地で別途お買求
めください。

（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

　光の生き物の世界が広がる！「海遊館イル
ミネーション」が、11月22日から開催されま
す。「生き物によるイルミネーション点灯式」、
冬の風物詩「水槽からメリークリスマス！サン
タダイバー」や子どもたちに大人気の「ペン
ギンパレード」も開催します。
●有効期間：～2017年3月31日（金）
開館時間：10：00～20：00
●あっ旋期間：3月10日まで
チケットブースで並ばなくても入館できるチケットです。

天保山大観覧車のイルミネーションも同時開催！

（当日2,300円）1,800円大　人

（当日1,200円）700円小人（小・中学生）

（当日600円）200円幼児（4才以上）

（当日800円）400円一般（3才以上）

●会期：
12月10日（土）～1月15日（日）
●会場：京都市美術館 
休館日：祝日を除く毎月曜日と年末年始
（12月28日～１月２日）は休館（1月９日
は開館）
開館時間：午前9時～午後5時（入館は午
後4時30分まで） ※12月10日（土）の
み午前10時から開会式
●あっ旋期間：12月23日まで

4 改組 新 第3回日展京都展

（当日1,000円）600円一　般

（当日600円）400円高大生

●会期：1月24日（火）～3月26日（日）
●会場：あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階）
開館時間：火～金：10時～20時、月土日祝：10時～18時（入館は閉
館の30分前まで）休館日：1月30日、2月6日・13日・20日・27日
●あっ旋期間：1月23日まで
※障がい者手帳等をお持ちの方は、ご本人と付添1名まで
　当日料金の半額

（当日1,400円）800円一　般

（当日1,000円）500円大高生

（当日500円）200円中小生

　世界的な評価を得るヴェルフリの作品を
“目撃”する絶好の機会です。
●会期：1月11日（水）～2月26日（日）
●会場：兵庫県立美術館
開館時間：10:00～18:00　金・土曜日は20:00まで
（入場は閉館の30分前まで）※休館日月曜日
●あっ旋期間：2月25日まで
高校生・65才以上は当日現地で700円です。※障がいのあ
る方は各当日料金の半額。その介護者1名は無料（要証明）

（当日1,400円）900円一　般

大学生 （当日1,000円）500円

　2016年9月18日アドベンチャーワールド生
まれのジャイアントパンダ「良浜」が出産しまし
た！屋内運動場で、元気な赤ちゃんの様子をご
覧になれます。（1日2回、各20分ほどの予定
ですが、赤ちゃんの体調や成長に伴い予告な
く変更中止される場合があります）
●有効期間：～2017年3月31日（金）
営業時間 12～2月10：00～17：00／3～11月9：30～17：00
●あっ旋期間：3月10日まで
入園・マリンライブ観覧・ケニア号でのサファリ見学ができ
る1日券との引換券になります。現地のチケット窓口で引換
のうえご入園ください。

　風の城内の屋内型アイススケートリンク
「アイスパーク」。お子様から大人まで存分
にお楽しみいただけます。
＜開催予定＞11/23（水/祝） ～ 2017/4/9（日） ※予定
※滑走料金、貸靴代は入園料金に含まれております。（手袋着用）
〔姫路セントラルパーク冬季営業案内〕
■営業時間 １０：００～１７：0０（遊園地、サファリ、スケート）
１１/２４～ １６：３０まで、２/１８～ １７：００まで、３/１８～ １７：３０まで
※11/23までと３/１８と以降の日祝は９：３０～　※入園受付は
閉園の１時間前まで　※営業時間は変動する場合があります。
■休園日 １２/７、１２～１６、１/１１、１８、２５、２/１、８、１５、２２、３/１

●有効期間：～2017年3月31日（金）
●あっ旋期間：3月10日まで
サファリ・遊園地・プール・アイススケートがご利用いただけるチケット
との引換券です。現地のチケット窓口で引換のうえご入園ください。（当日4,100円）3,600円大　人

（18才以上）

（当日3,700円）3,300円セニア
（65才以上）

（当日3,300円）

（当日2,500円）

2,900円中　人
（中・高校生）

2,000円小　人
（4才～小学生）

（当日3,100円）2,300円大　人
（中学生以上）

（当日1,900円）1,300円小人（小学生）

（当日1,200円）700円幼児（3才以上）

　今冬も夜間限定イルミネーション「神戸須磨
アクアイルミナージュ」を開催します。屋外植栽
エリアを含む水族園に配置された約300万球
ものイルミネーションが、幻想的な夜の水族館
を演出します。マッピング映像とコラボした「イ
ルカナイトライブ」も1日1回公演いたします。
開催期間：12月3日～平成29年2月12日
※期間中の水曜は休み（但し、12月28日、1月4日は開園）
開園時間：9時～21時（最終入園は20時30分）
イルミネーション点灯時間：16時～21時（最終入場は20時30分）
通常営業時間：9時～17時（最終入場16時）

●有効期間：～2017年3月31日（金）
●あっ旋期間：3月10日まで

（当日1,300円）1,000円大　人
（18才以上）

（当日800円）600円中　人
（15才～17才）

（当日500円）400円小人（6才～14才）

桜浜 桃浜（撮影日2016年8月14日）

※17：00公演にご来場の皆様には、
　ささやかな春を感じるお品を会場
　にてプレゼント致します。

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）



●ご相談お見積り無料　●完全予約制　●出張料金はありません。　
●施工は在宅中にいたします。　
●お支払いは作業終了後にスタッフにお支払ください。
お申込みは下記フリーダイヤルまで　
※ご予約の際に、KPC会員である旨をお伝えください。

●日程：12月4日（日）  
●集合時間：午前9時
●集合場所：近鉄「京都」駅改札口前
●行程：約9ｋｍ 約4時間 

一般向けコース
●準備物：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、

手袋等
●交通費：800円（京都駅から）　

　一休寺でひと休み、そして神の御座所
とされる笠形の甘南備山（221ｍ）山頂
へ、京田辺市が一望できます。 ●近鉄「京都」駅 9：10発橿原神宮前行

急行▶新田辺駅9：35分着▶棚倉孫神社
▶一休寺▶登山口▶展望台▶甘南備山
（神南備神社）▶取付口▶登山口▶一休
寺▶近鉄「新田辺」駅14：30頃解散予定

コース

京都府　甘南備山（221ｍ）
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

　こちらは町家を改装した店内で京野菜をたっぷり使った
イタリアン＆デザートをいただけるお店です。カウンターも
テーブル席もあるバールスタイルで、カフェにもしっかりご飯
にも使えます。
京都市営地下鉄「四条駅」徒歩５分、
阪急京都線「烏丸駅」　19番出口から徒歩7分　詳しくは 
http://kyoto-bar-uno.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、ＫＰＣ会員特約店「食べ歩きレポート」
第１9回目。
今月は京野菜イタリアンバール UNO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

京野菜イタリアンバール 
UNO

●有効期間：2017年1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】バーニャカウダｏｒ前菜盛り合わせ３種
をサービス（１グループに１皿）

会員番号 ー

切り取って店舗へご提出ください。

※17時以降利用可能

ご利用人数 名

施工箇所 内　容 通常価格（税抜） 会員価格（税抜）

台所レンジフード清掃 ¥11,000 ¥6,800内外拭取り・フィルター洗浄・
シロッコファン分解洗浄

浴室清掃A ¥11,000 ¥6,800換気扇廻り・バスタブ下

浴室清掃B ¥12,000 ¥7,800天井・壁・バスタブ・扉・蛇口

その他 特別割引価格部屋・トイレ・洗面所・トイレ・窓・網戸・照明・他

エアコン清掃 ¥9,800 ¥7,800前面パネルはずして
アルミフィン洗浄・フィルター洗浄

レンジフードフィルター ￥2,900×枚数 ¥0無料お試しサービス

京都市下京区東洞院高辻下ル
燈龍町579
〈営業時間〉
11：30～23：00（L.O22：00）
〈定休日〉火曜日

店舗
情報

切り取り線

075-756-4970

　年末年始の大掃除に、プロの技を！
キッチンや浴室等、手の届かないところや頑
固な汚れ落としはプロに任せてみませんか。
KPC会員特別料金でハウスクリーニングを
ご利用いただけます。

新規契約　ハウスクリーニング　ブレスNewNew

せんべい絵付け体験と焼きガキ食べ放題 締切：12月13日
バスツアー　岡山県

●日程：1月22日（日） 
●集合時間：8時30分
●集合場所：京都駅南口
●定数：35 名（最少催行人数 25 名）

　せんべいの手焼き体験を
した後、虫明湾で養殖され
たとれたて新鮮なカキを炭
火で焼きあげ、６０分間食べ
放題！新鮮魚介のお買物も、
いかがでしょうか？

●京都駅南口（8：30）▶京都南IC～岡山ブルーライン▶「畠山
製菓 豊原工場店」（手焼きせんべい絵付体験・製造直売店のお買
物）（12：00）▶とれたて漁師の店「稲荷丸」（昼食/６０分焼きガキ
食べ放題）（13：40）▶日生町漁協魚市場「五味の市」（旬の海産
物お買物）（14：50）▶赤穂IC▶京都南IC▶京都駅南口（18：00）

タイムスケジュール

取扱：京都交通社

7,980円会　　員

8,980円会員家族

9,980円一　　般

株式会社ブレス 〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5丁目23番15号
40120-99-4576

2017年1月31日（火）までなら、さらに会員料金から500円引き！

http://www.kk-bless.com/

グルメクーポン 京都ええ店食べある記




