
「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

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

第47回ボウリング大会 開催
1月27日㊏ 12：00～14：00
しょうざんボウル

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.105
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事業所代表 団体戦／個人戦
兼 近畿ブロック協議会

スコアランキング事業選考会

ボウリング大会
第47回

お申し込みはKPCまで。下記お申込み用紙にご記入の上
FAXいただくか、ホームページからお申込みください。

申込み
締切日 12月11日月

しょうざんボウル
会 場2018年

1/27土 12：00～
14：00

方法＝3ゲームハンディ込みトータル　
ハンディ＝1ゲームにつき、女性15点、
　　　　  50歳以上の方10点

競技内容

８０名

定員

▶会員・家族
　（事業所代表団体戦・個人戦とも）（1人あたり）

▶会員同伴者
　（会員と同じ事業所にお勤めの方）

貸靴代は別途必要です（324円）

1,600円　
2,300円

料金（3ゲーム・税込）

▶事業所代表団体戦は4名編成で1チーム
　各事業所から、代表4名様を選出してください（複数チームでの出場も可能です）
　1レーンでプレイしていただきます。
▶個人戦
　● 事業所代表団体戦に出場の方の個人成績で競技していただきます。
　● 個人のみでのご参加も可能ですし、事業所単位のご参加で4名に満たない場合は

個人戦のみ競技対象とさせていただきます。
　● 事業所を代表されない場合は、個人戦とさせていただきます。

各競技について

　KPCが所属している(一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンターの近畿ブロック内の共同事業としてボウリング大会成績優秀者を表彰いたします。近畿各地で開催された
大会を総合した結果を踏まえて、成績優秀な方には賞品をお送りさせていただきます。本大会での個人成績をKPC代表として申請させていただきます。※事業所での表彰はありません。
昨年は9団体474人で競い合い、男性の部2位（優勝者との差3点！）・3位に入賞されました。
※近畿ブロック協議会は、堺市・大阪市・姫路市・奈良市・和歌山市・大津市をはじめ37ヵ所、会員総数約24万9千人の団体です。

近畿ブロック協議会
スコアランキング
事業選考会について

KPC
主 催

FAX

第４７回 ボウリング大会 お申込み用紙

※ご家族でのご参加は個人番号横に【家族】とご記入ください。

企業番号 企業名 お申込担当者

E-mailTEL

№

№

№

№

№

№

№

№

＜氏名記入欄＞№の後は、KPC会員個人番号をご記入ください(４桁)

お申込みはKPCまで  FAX：075-255-6644

はい　　・　　いいえ団体戦として
ご参加ですか？
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グ
イ
ン

〈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
「リゾート・トラベル」を選択

1 2 3 4

〈宿泊施設例〉

温泉が楽しめる旅館・ホテルのご案内
寒風の吹く日が増え、冬を感じられる季節になりました。そんな日は温泉でゆっくり身体を温めたいものですね。
いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、温泉がある旅館やホテルを特別料金でご用意しております。

温泉やホテル・旅館でゆったりとした時間をお過ごしください。

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
12月5日（火）

Qダーツのように、あるもの
を投げて的を当てる遊び

が江戸時代中期に流行しまし
た。京都が発祥地といわれるこ
の遊び。
何を投げていたでしょうか？

京都/湯の花
メニューNo.260002

18,360円～27,000円 

おもてなしの宿 渓山閣

メニューNo.280042
兵庫／有馬

15,660円～32,400円 

月光園 游月山荘

メニューNo.250024
滋賀／雄琴

12,960円～27,000円 

琵琶湖グランドホテル

メニューNo.367007
徳島／祖谷

11,880円～22,680円 

新祖谷温泉 ホテルかずら橋

？

※画像はイメージです。※当選者には事務局
よりお届け先を伺います。（渡辺水産様より発送） スキージャム勝山　

リフト1日券

No.2

伊勢海老、蝦夷鮑、
車海老 ３種セット

No.1

30名様QUOカード500円分No.6

東宝映画観賞チケット　No.5

No.3
高鷲スノーパーク＆
ダイナランド
共通リフト1日券

No.4 ひるがの高原スキー場 
リフト1日券

5組
10名様

1名様

ペア1組
2名様

ペア5組
10名様

5名
1組様

スキー場のリフト券は2017-2018オープンからシーズンオフまで有効です



9,800円Ｓ席 （通常8,700円）8,000円Ｓ席

THE ORCHESTRA JAPAN
～FIRST RECITAL～　一音一会 宝塚歌劇 月組公演

（通常10,800円）

ゴッホ展　巡りゆく日本の夢

（当日2,600円）2,300円
（当日3,800円）3,200円小学生

（当日4,400円）3,700円おとな
(中学生以上)

（当日1,200円）800円
（当日2,000円）1,400円おとな

(中学生以上)

（当日　600円）400円大高生

（当日1,000円）600円一　般

（当日　500円）300円中小生

（当日1,200円）700円大高生

（当日1,500円）900円一　般

（当日　600円）100円高校生

（当日1,100円）600円大学生

（当日1,500円）1,000円一　般

ひらかたパーク 冬シーズン改組 新 第4回 日展 京都展

▶日時：3月21日㊌㊗17：00 ▶定数：20枚　
▶会場：ザ・シンフォニーホール
※未就学児入場不可。
※出演者、曲目等が変更になる場合がございます。

▶日時：2018年2月14日㊌19時
▶会場：大阪城ホール
▶定数：20枚　
※3歳以上チケット必要
 （ひざ上鑑賞不可）

　ウィーンフィル管弦楽団の第1コンサートマ
スターで指揮者でもある、ライナー・ホーネッ
クを迎え、充実のプログラムをお贈りします。
[演奏曲目(予定)]リムスキー=コルサコフ：
歌劇『ムラダ』より“貴族たちの行進”
モーツァルト：交響曲第25番 Ｋ.183
マーラー：交響曲第1番「巨人」

締切：12月11日
締切：12月11日

（通常2,700円）1,500円全席指定

[出演]辻本茂雄、末成由美、島田珠代　他
▶日時：12月15日㊎19：00 ▶定数：20枚　
▶会場：よしもと祇園花月 締切：12月4日

（通常3,000円）2,500円全席指定

▶日時：1月20日㊏　①11：30 ②14：30
▶定数：各20枚　
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール 
※3歳以上有料、2歳以下膝上無料、お席が必要な場合
　は有料。

　人気のお笑い芸人たちが城陽に大集合！
この機会をお見逃しなく！
[出演]アキラ100%、AMEMIYA、ヒロシ、
ハリウッドザコシショウ、さらば青春の光、小
梅太夫

締切：12月13日

（通常6,000円）4,500円一般

▶日時：1月4日㊍～25日㊍ 15日㊊は休演です。 
▶定数：各10枚 ▶会場：国立文楽劇場
※本公演で演目入替はございません。
※全公演「字幕表示」あり。

八代目竹本綱太夫五十回忌追善
六代目竹本織太夫襲名披露

[演目]
第1部(午前11時開演)「花競四季寿」「平家女護島」
「口上」 追善／襲名披露狂言「摂州合邦辻」
第2部(午後4時開演)「良弁杉由来」「傾城恋飛脚」

締切：12月13日

（通常2,700円）2,100円A席

「おかあさんといっしょ」　
ガラピコぷ～がやってきた！！

▶日時：3月31日㊏　①13：30 ②16：00
4月1日㊐　①11：00②13：30 

▶定数：30枚　▶会場：ロームシアター京都
※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）

[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）坂田おさ
む、はいだしょうこ、きよこ

締切：12月13日

　『リトル・マーメイド』をフルオーケストラ
の演奏とともに、大スクリーンで上映する
フィルム・コンサート。各方面で活躍するバ
ラエティ豊かなキャストの歌とパフォーマン
スに加え、スペシャル・ゲストを迎えてお贈り
する豪華イベント！

（通常8,300円）7,800円S席

締切：12月7日
▶日時：2月10日㊏11：00／13日㊋11：00

25日㊐11：00／3月2日㊎13：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：30枚

ミュージカル・プレイ
『カンパニー -努力（レッスン）、
情熱（パッション）、そして仲間たち
（カンパニー）-』
ショー・テント・タカラヅカ
『BADDY（バッディ）－悪党（ヤツ）
は月からやって来る－』
©宝塚歌劇団

Presentation licensed by Disney Concerts 
© All rights reserved © Disney

ファン・ゴッホ美術館(フィンセント・ファン・ゴッホ財団)蔵　© Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
左：《アイリスの咲くアルル風景》1888年　右：《画家としての自画像》1887/88年　いずれもフィンセント・ファン・ゴッホ作

4 5 7

2ディズニー・オン・クラシック プレミアム 『リトル・マーメイド』 イン・コンサート1 3

1 2

3 4

ターナー 風景の詩（うた）

▶会期：1月20日㊏～3月4日㊐ 
　開館時間：午前9時30分～午後5時 ※ただし金曜、土曜は午後8時まで開館（入館は閉館の30分前まで）
　休館日：月曜日および2月13日（火）　
　※ただし2月12日（月・振休）は開館
▶会場：京都国立近代美術館
※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）
※本料金でコレクションギャラリーもご覧いただけます。

国立文楽劇場 初春文楽公演6 2018新春！ お笑い夢ライブｉｎ城陽よるよる新喜劇

締切：1月23日

1月19日まで

　英国風景画の巨匠が京都に！最新の知見を
もとにターナー芸術を再考し、その核心と魅力
に迫る貴重な展覧会。イギリス各地と日本国
内の美術館から選りすぐって紹介します。
▶会期：2月17日㊏～4月15日㊐
　休館日：月曜日  開館時間：10：00～18：00　
　※金曜日は19：30まで（入場はそれぞれ30分前まで）
▶会場：京都文化博物館 

▶有効期限：12月1日㊎～2月25日㊐
※スケート貸靴は別途600円必要。※フリーパスは、のりもの乗
り放題+イベントホール入館（一部対象外）。ウインターカーニバ
ル入場は別途料金が必要。※休園日および営業時間はホーム
ページでご確認ください。http://www.hirakatapark.co.jp/

▶会期：
  12月17日㊐～1月12日㊎
　休館日：祝日を除く毎月曜日と年末
　年始（12月28日～1月3日）
　※12/18、1/8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17日㊐のみ午前10時
　から開会式

　ファン・ゴッホ美術館と初の本格的共同企画！日本初公開となるファン・ゴッホの4作品が登
場！！世界中の名だたる美術館が所蔵するファン・ゴッホの油彩画やデッサンに加え、浮世絵や
彼が眠る聖地・オーヴェール巡礼に関する資料などにより、ファン・ゴッホの魅力を紹介します。

2月16日まで

1月12日まで

2月22日まで

※障がい者およびその介護者1名は無料（要証明）

●専用のお申込み用紙にてKPCまでお申込みください。商品を発注後、KPCより
ご請求書を送ります。お支払いは銀行振り込み(京都銀行・京都信用金庫本支店窓
口でしたら手数料かかりません)、またはコンビニ決済がご利用いただけます（手数
料120円かかります）。●商品は、マル海渡辺水産様より直接お届けいたします。
●配達ご希望日は６日以後をご指定下さい。●年末年始は例年混み合いますので
ご利用前日のお届け指定をお勧めいたします。●贈答用には対応いたしません。
※上記は消費税・送料込み料金です。　※送料は、東北地方500円、北海道・沖縄1,500円が追加されます。
※受付は12／27で一旦終了し、1／4から再開いたします。

▶茹で松葉ガニ１杯 約800ｇ 12,000円 (通常13,500円)

▶塩カズノコ やまか 500ｇ
6,000円 (通常7,000円)

▶上削ぎカニスキ
　殻そぎ 5l-1.0kg ダシ1個付き

8,800円
（通常9,800円)

▶かにしゃぶ鍋 殻剥き身
1.0Ｋg（30～40本）だし１個

9,800円
（通常11,500円)

海鮮あっ旋 冬の味覚の王様「松葉ガニ」や日頃の食卓を彩る美味しい海鮮はいかがですか？

▶会場：京都市美術館 別館（第１・第２展示室）
　みやこめっせ（第１展示場、特別展示場） 日図デザイン博物館

こども
(2歳～小学生)

2歳～
未就学児

入
園+
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▶一夜干しカレイ・ハタハタ 各1.0ｋｇ
5,800円 (通常6,500円)

J・M・W・ターナー　《セント・オールバンズ・へッド沖》
1822年頃　水彩・紙　ハロゲイト、メ―サー・アート・ギャラリー
©Mercer Art Gallery, Harrogate Borough Council

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）



会員とご家族の方の引越基本料金30％OFFになります。
お見積は無料です！まずはお気軽にお問合せください！
※引越基本料金とは、車両費＋人件費のことになります。それ以外のオプションは優待対象外です。
※3月15日～4月10日のお引越は割引対象外となります。
※当社が同時期に実施する他のキャンペーンとの重複利用はできません。
※お見積後の割引適応のお申し出には対応できませんので何卒ご了承ください。

他に各コース毎に、登録費、月会費、(お試しコースのみお見合い料)、成婚料がかかります。
お申込みの際「KPC会員」である旨お伝えいただき、ご面談時にKPC会員証をご提示してください。

各種婚活プランの入会金をご優待いたします。まずは相談所のカウンセラー
と面談してください。その後ご入会を決定される際に優待が受けられます。

　1300年の歴史ある「伏見稲荷大社」から登り
はじめ、将軍塚からは京都市内を一望できます。
●日程：12月3日㊐ 
●集合時間：午前8時30分
●集合場所：ＪＲ稲荷駅
●行程：約12km 約6時間 
　　　　一般向きコース
●装備：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等

●伏見稲荷大社▶稲荷奥宮▶稲荷
山四つ辻▶五社の滝▶泉涌寺▶剣
神社▶滑石街道交差点▶渋谷街道
▶清水山（241m）▶清水寺分岐▶
将軍塚▶粟田口▶蹴上（解散）

コース

京の自然を歩く、京都一周トレイル⑥ 稲荷～蹴上
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

京都北山ダイニング 切り取り
クーポン

京都本店　イオンモール京都4F   4075-644-9232
久御山店　イオンモール久御山1F   4075-631-9380
あべのハルカスダイニング店　あべのハルカス13F   406-6625-2129
伊丹昆陽店　イオンモール伊丹昆陽4F   4072-771-1290

　山陰で人気のお店が今年京都にオープン！
旬の魚介を豪快にお客様に提供。お昼の
「サーモンとイクラの親子丼」「海鮮丼」等の
刺身が厚切りで食べごたえあり！夜は海鮮は
もちろん、大山ハーブ鶏、山陰のお酒・・・と満
足間違いなし！

　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28回目。今月は
烏丸駅から徒歩5分、東洞院通にある
『炉端かば』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

炉端かば

【特典】ワンドリンクサービス
利用可能時間17：00～24：00

京都市中京区東洞院通
錦小路下ル阪東屋町658 B1
ランチ 11：00～14：30（ＬＯ.14：00）
月～土 ディナー17:00～翌3:00（L.O.2:30）
日曜日・祝日 17：00～24：00（ＬＯ.23：30）
【定休日】年中無休

店舗
情報

切り取り線

075-256-0330

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2018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。

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

新規契約  アート引越センターNewNew

お申込みの際は、「KPC会員」とお伝えください。　

（受付時間／9：00～18：00）
40120-0123-66

新規契約  京滋ブライダルNewNew

京都オフィス

会員と
ご家族の方の
入会金割引

お勧めコース 50,000円 ▶30％割引
お誘いコース 25,000円 ▶50％割引
20歳代男性限定コース 20,000円 ▶50％割引

Email:keijibridal@gmail.com　https://www.keijibridal.com
〒604-0882 京都市中京区福屋町722-2
　　　　　　ＤＥＴＯＭ-1御所南406号

京滋ブライダル IBJ(日本結婚相談所連盟)加盟相談所

4075-757-4122
滋賀オフィス 〒527-0006 東近江市建部日吉町392-1540748-22-6204

切り取り線

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

※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。
※お会計時にこのクーポンをご提出ください。　※コピー使用可能。
〈対象店舗〉

ご利用代金から10％OFF 有効期限：
2018年6月30日まで






