
「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 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

京都名所フォト・レッスン2 開催
12月3日㊐  宇治・萬福寺へ

ライフサポート倶楽部

ハイキングサークル

答えて当てよう　いいとこクイズ

ダーツ会員交流パーティー 開催
リバースイート京都鴨川迎賓館
12月1日㊎

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.104
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日時●12/1（金）19：30～22：00 終了予定
会場●リバースイート京都鴨川迎賓館

120名（お申込み者多数の場合は抽選となります）定 数

ダーツゲームについて
パーティーの進行中に、グループ単位でダーツをしていただき、
そのグループ全員の得点により順位を決定いたします。
●ダーツは今回だけのオリジナルルールで行います。
●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。

備 考

11月10日（金） 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

※ご参加は大人のみ。未成年者のお申し込みはご遠慮ください。
3,500円 会員同伴者 4,500円会員・家族参 加 料

この他にも豪華商品を
多数ご用意しております！

NECタブレット
タブレット LAVIE Tab　

京都焼肉弘
特選焼肉ギフトセット

RICOH  
全天球撮影カメラ THETA
高画質な360°全天球イメージの撮影が可能

リバースイート京都鴨川迎賓館
京都市中京区木屋町通三条上る上大阪町525番地
京都市役所前 / 地下鉄東西線京都市役所前駅

1番出口より徒歩3分/京阪三条駅7番出口より徒歩3分

ダ

流
交
会
員

【卓盛料理】
チーズムースと無花果コンフィのプチタルト／シャリュキュトリー盛り合わせ
タスマニアサーモンのシャンパンマリネ ジュレ添え／鮪ミ・キュイとアボカドのライスサラダ添え
ローストビーフのシーザーサラダドレッシング／本日の魚料理
オマールエビのアランチーノとカキフライタルタルソース添え／牛サーロインのグリエ茸ソース
ミックスピザ／本日のデザート・季節のフルーツ盛合せ／コーヒー
【フリードリンク】
ビール・ノンアルコールビール／ワイン（赤・白）・焼酎（麦・芋）
カクテル 5 種（ジントニック・モスコミュール・スクリュードライバー・ブルーハワイ・カシスソーダ）
烏龍茶・ジュース（オレンジ・アップル・ジンジャーエール・コーラ）
※メニューは入荷状況・時節により一部変更させていただく場合がございます。予めご了承くださいませ。

コ
ー
ス
料
理
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　KPCは、会員の皆様の力添えをいただきまして本年創立50周年を迎えました。
その記念に会員の皆様で楽しんでいただけるパーティーを、ゴージャスに開催いたし
ます。みんなで一緒に楽しんでいただけるゲームもありますよ。ぜひご参加ください。

　KPCは、会員の皆様の力添えをいただきまして本年創立50周年を迎えました。
その記念に会員の皆様で楽しんでいただけるパーティーを、ゴージャスに開催いたし
ます。みんなで一緒に楽しんでいただけるゲームもありますよ。ぜひご参加ください。

しもぐち☆雅充さんDJ
司 会

KPC
主 催

KPC
主 催

KPC
主 催
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〈メニューの検索方法〉
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
「くらし」を選択

1 2 3 4

〈メニュー例〉レストランご利用の場合は直接施設にご予約いただき、ご利用時にクーポンをご提示ください。

グルメおすすめメニューのご案内
秋晴れの爽やかな日がつづき、過ごしやすい季節になりました。そんな中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おります。
ぜひ職場やご家族の皆さんとご利用ください。

http://www.kpc.or.jp詳しくはいやしなびKPCへ！
多数の提携先があります

※会員特典内容は
変更となる場合が
ございます。
※ご利用方法等は、
いやしなびKPCを
ご覧ください。

会員番号（16桁）と
パスワードについて
は、こちらのQ R
コードを読み取って
ご覧ください▼

答えて当てよう いいとこクイズ！

皆様からのご意見は各種事業に反映させていただきます。

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●メール≪推奨≫
KPCモバイルサービス会員の方：
URL（毎月のメールに記載）からご応募ください

●FAX（075-255-6644）
専用のお申込用紙に必要項目と　❶クイズ
の答え　❷希望商品　❸KPCへのご意見　
を記入しお送りください※会員登録がまだの方は kpc@posh.jp に空メールを送り登録手続きをお願いします。

※会員登録するとモバイルサイト限定の賞品にも応募可能です。

受付締切
11月6日（月）

写真は明治維新時代の維新勤王隊列

Q明治維新から延暦時
代へと遡る時代祭。

近年一番新しく加わった
列は何時代でしょう？ 

ミシガン80・竹生島クルーズで
ご利用いただけるチケットです。
※当選者には事務局よりチケットをお届け
　いたします。ご都合の良い日をご予約
　ください。

遠赤グラファイトが0.2秒で発熱！短時間で
外カリ中モチの美味しいトーストが焼けます。

1名様 びわ湖クルーズNo.2
アラジン
グラファイトトースター

No.1
ペア5組
10名様

ペア5組
10名様

5組
10名様 30名様QUOカード

500円分

No.6
東宝映画鑑賞
チケット

No.5ペア5組
10名様

京都サイクリングツアー
プロジェクト
レンタサイクル1日無料券

No.4

No.3
京都北山ダイニング
和食・洋食・中華からデザートまで
食べ放題のビュッフェレストランにご招待。
　 京都本店(イオンモール京都4F)
　 久御山店(イオンモール久御山1F)
　 あべのハルカスダイニング店(あべのハルカス13F)
　 伊丹昆陽店(イオンモール伊丹昆陽4F)
※ランチ・ディナーともに利用できます。
　他券との併用はできません。

〈
対
象
店
舗
〉

メニューNo.721249
④日本各地のうまいもん

お取り寄せ

会員特別ご優待

大阪市北区天満橋1-8-50
帝国ホテル大阪23階

メニューNo.720201
③帝国ホテル大阪中国料理

「ジャスミンガーデン」

ご飲食代金から10％割引

京都府与謝郡与謝野町字岩滝68
橋立ベイホテル１Ｆ

メニューNo.720618

②レストラン フィーヌズエルブ

ご飲食代金から5％割引

京都市下京区烏丸通六条下る北町190
ホテルカンラ京都内

メニューNo.720814
①ホテルカンラ京都イタリアンダイニング

「THE KITCHEN KANRA」

合計金額から10％割引



（通常1,500円）1,100円全席自由 大人

▶有効期間：最大2年間 ※店頭で利用またはチャージ
　でさらに2年間へ更新。お届けは１２月上旬予定。
▶定数：100セット 1人２枚まで。申込み多数の場合は抽選。
※お釣りは出ません。※１０円単位で使用できます。 
※事務局での販売はございません。 
※抽選となった場合当選者にのみご連絡いたします。 
※オークションサイトなどへの転売は
　固くお断りいたします。

有馬温泉 元湯 古泉閣

京フィルクリスマスコンサート2017
サンタウサギのおんがくかい 宝塚歌劇花組

（通常800円）500円全席自由 こども
（３才以上中学生以下）

（通常3,963円）3,500円料金

プラレール博 in OSAKA ～プラレールがいっぱい！ミュージアムに出発進行！！～

（当日　500円）100円中小生

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）1,100円一　般

　ジブリ作品に登場する、印象的な建物に注目し、建築家 藤森
照信氏の監修により紹介します。 
▶会期：12月2日㊏～2018年2月5日㊊
　休館日：12月4日（月）、11日（月）、2018年1月1日（月・祝）
　開館時間：10：00～20：00（予定）入館は原則閉館30分前まで。ただし、会場
　の混雑状況により変更することがあります。
▶会場：あべのハルカス美術館
※障がい者およびその介護者１名は　当日料金の半額。

12月1日まで

ジブリの立体建造物展 部分を見れば、全体が見える。

▶日時：12月16日㊏11：00 ▶定数：20枚　
▶会場：八幡市文化センター
         大ホール

▶有効期限：2022年12月31日
▶定数：300セット
ご利用いただける店舗は下記URLからご確認ください。
http://toycard.co.jp
※おひとり様2セットまで。
※お届けは12月上旬になります。
※ご家庭用にご利用ください。

　音楽に親しんでもらうため、こどもたちが
知っているクリスマスにちなんだ曲、手作り楽
器などを使った演奏など、家族揃って鑑賞、参
加できる内容です。
[予定曲目]もろびとこぞりて、ポストホルン
ギャロップ、シングルベルロック（うた）他

4,500円料金　5,000円分（1,000円×5枚）

締切：11月8日

締切：11月8日

　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？

（3,000円分使用可能）2,700円１枚

締切：11月8日

　全国のケンタッキーフライドチキンの店頭でご利用
いただけるプリペイドカードです。（特殊店舗は除く）
チャージすることで繰り返しご利用いただけます。
3000円分ご利用いただける状態でお渡しします。

（通常8,300円）7,800円S席

締切：11月8日

▶日時：1月7日㊐11：00／18日㊍11：00
19日㊎13：00／20日㊏11：00

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各日30枚

ミュージカル・ゴシック 
『ポーの一族』
漫画史上の傑作・萩尾望都
の「ポーの一族」が宝塚歌劇
に登場する。

明日海りお

©宝塚歌劇団
Photographer Chagoon
(www.chagoon.com)

5 6

32KFCカード こども商品券1 4

1 2

4 ザ・リッツ・カールトン京都 イタリア料理 ラ・ロカンダ「Rosso」3 ザ・リッツ・カールトン大阪 アフタヌーンブッフェ「チョコ・ファクトリー」
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（当日　700円）300円こども(3歳～小学生)

（当日　900円）500円大人(中学生以上)

第10回 大阪モーターショー
▶会期：1月1日㊊㊗～1月8日㊊㊗ 
　開館時間：10:00～16:30（最終入場16:00）
▶会場：大阪南港ATCホール
※2歳以下無料。※入場記念品【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」。
入場記念品はどちらか選択
・Ｅ７系新幹線かがやき 中間車（プラレール博仕様）ＪＲ東日本商品化許諾済
・プラレールトーマス クリアブルーバージョン アニー
　©2017 Gullane (Thomas) Limited.
　※レールはついておりません。

▶内容：日帰り入浴（1回）＋昼食（慶月にて精進料理+
　喫茶券）1名様　※フェイスタオル＋バスタオル付
▶入浴時間：八角堂10：30～13：30、15：00～24：00
　　　　　　岩風呂12：30～23：00
　※どちらか入浴1回、2回目以降追加料金が必要
▶食事時間：11：30～16：00（LO15：00）
▶休憩場所：本館ロビーなどのパブリックスペース
▶住所：兵庫県神戸市北区有馬町1455-1
※除外日：休館日（施設にお問い合わせください）
※有効期限：発行日より約5ヵ月

　自家泉源から湧き出る源泉掛流しの温泉を
お楽しみください。

締切：11月13日

伏尾温泉 不死王閣

（通常4,280円）3,600円料金（ペア）

▶内容：日帰り入浴＋ワンドリンク ペアチケット
　　　　※フェイスタオル＋バスタオル付
▶入浴時間：11：00～16：00　
▶休憩場所：ロビー
▶住所：大阪府池田市伏尾町128-1
※除外日：休前日、年末年始、ゴールデンウィーク
※有効期限：発行日より約5ヵ月
※チケットに記載の連絡先へ事前にご予約のうえ、
　ご利用ください。

　緑に囲まれた庭園露天風呂が人気の温泉
旅館。

締切：11月13日

雄琴温泉 里湯昔話 雄山荘

（通常10,000円相当）8,500円料金（ペア）

7 8

▶内容：日帰り入浴+昼食（食事処にて会席料理）　
　　　　ペアチケット
▶入浴時間：11：30～14：30
▶食事時間：11：30～14：30（LO）
▶休憩場所：ロビー
▶住所：滋賀県大津市雄琴1-9-28
※除外日：年末年始、お盆期間
※有効期限：発行日より約5ヵ月
※チケットに記載の連絡先へ事前に
　ご予約のうえ、ご利用ください。

　高台から琵琶湖が眺望できる近江昔話を
イメージした宿。

締切：11月13日

天橋立温泉 文珠荘

（通常9,160円）7,900円料金（ペア）

▶内容：日帰り入浴+昼食
　　　　（レストランにて松花堂弁当）　ペアチケット
　　　　※フェイスタオル＋バスタオル付
▶入浴時間：11：00～15：00 ▶食事時間：11：30～14：30
▶休憩場所：ロビー
▶住所：京都府宮津市文珠510
※除外日：不定休
※有効期限：発行日より約5ヵ月
※チケットに記載の連絡先へ事前に
　ご予約のうえ、ご利用ください。

　天橋立運河沿いの美しい景色のレストラン
にて、旬の食材をお楽しみください。

締切：11月13日

© TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
12月25日まで

（当日1,600円）1,200円大人(中学生以上)

　国内外の近未来の自動車が一堂にそろう西
日本最大級の自動車展。来るべき第10回展
は、「クルマがクルマを超える日～進化と深化
の物語～」をテーマに掲げ、来場の皆様にも
車の進化の”今”を体感いただけるような
ショーを目指します。
▶会期：12月8日㊎～12月11日㊊ 
　開館時間：１２月8日㊎10：00～17：00／9日㊏9：30～18：00、
　10日㊐9：30～18：00／11日㊊10：00～17：00
▶会場：インテックス大阪 

※前日までにご予約をお願いします。※他の優待および特典と
の併用はできません。※レストラン内は全席禁煙です。※ドレス
コードはカジュアルエレガンスを設けております。※アレルギー、
お苦手食材をお持ちの場合はご予約の際にお申し付け下さい。
ご予約・お問合せ先　ザ・リッツ・カールトン京都
〒604-0902　京都市中京区鴨川二条大橋畔
TEL：075-746-5522
（レストラン予約9：00～18：00）

▶場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 1F 
　　　　スプレンディード 事前にご予約ください
TEL：06-6343-7020（直通）（レストラン予約9：00～18：00）
〒530-0001 大阪市北区梅田2丁目5番25号

12月7日まで

（通常12,204円）
（税金・サービス料込）9,000円おひとり

　お誕生日会や女子会など、一流のサービ
スとエレガントな雰囲気の中で本格的な
イタリアンをお楽しみください。
［ディナー内容］アミューズ/前菜/パスタ/魚料理
肉料理/お口直し/デザート/食後のドリンク

▶有効期間：~2018年3月31日㊏
　除外日：2017年12月23日～2018年1月3日、
　その他貸切などイベントがある日
　営業時間：5:30p.m.~9:30p.m.(ラストオーダー)
▶場所：ザ・リッツ・カールトン京都 1階
　　　イタリア料理 ラ・ロカンダ

3月19日まで
（通常5,813円）
（税金・サービス料込）4,400円おひとり

　今回のテーマは、「チョコレートの工場」。ノス
タルジックな工場のパイプやギアをチョコレー
トで表現した芸術的なブッフェ装飾と、約50種
のチョコレートアイテムの甘い香りが五感を刺
激します。イタリアの伝統菓子ブティーノなど
のデザートはもちろん、チョコレートお好み焼
きやチョコレートリゾットなど、ユニークな軽食
もご用意しております。
▶有効期間：～12月15日㊎
　営業時間：2：30p.m.～6：00p.m.
　　　　　（90分制） 12月15日まで

（通常2,000円）1,000円おひとり

京都ホテルオークラ テラスレストラン ベルカント  ワインバー
　世界のワイン常時10種類をフリーフローで
お楽しみいただけます。自家製のフォカッチャ
付き。生ハムやアヒージョの他、季節の料理も
ご用意しております。コース料理と組み合わ
せて、忘年会や女子会などにもご利用いた
だけます。
▶有効期間：～12月22日㊎
▶場所：京都ホテルオークラ 2階
　営業時間：17:00～21:00（ラストオーダー）※90分制
　特典：お一人様に生ハム2スライス
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540

12月18日まで

※チケットに記載の連絡先へ事前にご予約のうえ、
　ご利用ください。

※小学生以下無料
※障害者手帳をお持ちの方はご本人と付添い1名まで無料

予約あっ旋チケット（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）

随時あっ旋チケット（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）



〒541-0048 大阪市中央区瓦町4丁目7-4
※ご予約の際に、KPC会員である旨をお伝えください。

株式会社ブレス http://www.kk-bless.com/ お申し込みは下記フリーダイヤルまで

40120-99-4576

紅葉がちょうど見ごろ。鞍馬から薬王坂(やっこ
うさか)を越えて、静原の里山から大原へ向
かって歩きます。
●日程：11月12日㊐ 
●集合時間：午前8時
●集合場所：叡山電鉄出町柳駅
●行程：約8km 約4時間 
　　　　一般（家族）向きコース
●装備：昼食、雨具、軽登山靴、水筒、等
●交通費：約500円

●叡山電鉄出町柳駅（8:15発・所要
時間30分）▶鞍馬駅下車▶薬王坂
▶石碑（弥陀二尊板碑）▶静原神社
▶江文峠▶江文神社（昼食）▶大原
バス停（13：30解散予定）

コース

京の自然を歩く、京都一周トレイル⑤ 鞍馬～大原
ハイキングサークル

[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

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

日時／12月3日日 8：00～12：00 予定

11月15日水 締切日
お申込みは、専用のお申込用紙でＫＰＣ事務局まで。

　今回は寺院と紅葉をテーマに開催いたします。
黄檗宗大本山・萬福寺にご協力を頂き、開門前の静かな寺院に入ります。
ベストショットを狙いましょう。さらに今回同行される方のみの特典として
通常非公開の「松隠堂」「東方丈」の中にも入り撮影いただけます。

※大人子供同額　※料金に含まれるもの：講師料、拝観料
3,000円会員・家族 9,000円一般料　金  

●三脚はご使用いただけません。●雨天決行です。
●駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。備　考30名 ※最少催行人数10名

※定数を超える場合は抽選定　数

一眼レフカメラ（ミラーレス可・スマホは不可）デジタルカメラの方はその後の講評会にご参加いただけます。
撮影データを読み込みますので、CFカード・SDカード等メディアカードは空にしてご参加ください。

ご準備

8：00 総門に集合▶8：10 松隠堂へ▶9：30頃 東方丈へ入場▶10：30 水野先生による講評会▶12：00 終了予定スケジュール

水野秀比古 先生
講　師

運営：フォト・テラネス　企画：㈱コギト　協力：㈱水野克比古写真事務所

写真：水野秀比古先生

会場／黄檗宗大本山 萬福寺黄檗宗大本山 萬福寺
京都府宇治市五ケ庄三番割34
JR奈良線「黄檗」、京阪宇治線「黄檗」駅下車 徒歩5分

プロの写真家と巡る

京都名所
フォト・レッスン2

－特別拝観－

水廻りセット ¥66,800 ¥50,000キッチン・浴室・洗面・トイレ

窓ぴかぴかセット ¥15,200 ¥9,800窓4枚・網戸2枚・サッシ

エアコン分解
クリーニング ¥10,800 ¥9,800※お掃除ロボット機能付き・家庭用天井

　埋込エアコンは18,000円（税別）と
　なります。

浴室内の壁・バスタブ下・バスタブ・床
天井・蛇口・扉・排水口・鏡・換気扇カバー ¥44,000 ¥33,000浴室まるごとクリーニング

＋防カビコーティング

年末年始キャンペーン
有効期限
1月31日までハウス

クリーニング
施工箇所 内　容 会員価格（税抜） 会員特別価格（税抜）






