
「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　

スポーツクラブのご紹介

旅とグルメの会

盛夏の貴船

答えて当てよう いいとこクイズ

京都ええ店食べある記

検定・資格紹介セミナー

財務諸表を読む力が
仕事の幅を広げる！
6月17日（土） 14：30～　

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.99
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昨年も好評だった財務諸表分析入門セミナーを

今年も実施します！新聞記事を理解したり、

取引先や投資案件を評価したりと、財務諸表を

読む力が役立つ場面は多岐に渡ります。

本セミナーは会社の成績表である財務諸表の

分析を体験しながら、読む力の活かし方や

その知識を習得するのに最適な資格に

ついてご紹介します。

簿記検定／税理士／公認会計士／
中小企業診断士／ＦＰ／社会保険
労務士／宅建士／行政書士／公務
員など各種講座が、KPC会員なら
入会金10,000円免除＆受講
料金10%OFFになります。

■開催日：6月17日（土）14：30～16：30（120分）
■講　師：中小企業診断士  西内 裕次朗氏
■会　場：ＴＡＣ京都校　

■持ち物：電卓、筆記用具
■定　数：130名（先着順） ■参加料：無料　

■共　催：ＫＰＣ×京都商工会議所×ＴＡＣ

■お申込締切日：6月14日（水）
　KPCまで専用のお申込み用紙にてお申込みください。
※2016年5月実施のセミナーと同レベル・同内容です。

初心者でもわかる！
ビジネスに役立つ会計入門

ビジネス会計検定・中小企業診断士の魅力

財務諸表を読む力が
仕事の幅を拡げる！
財務諸表を読む力が
仕事の幅を拡げる！

検
定
・
資
格
紹
介
セ
ミ
ナ
ー

セミナー内容

セミナー対象・レベル： 初心者

▶貸借対照表、損益計算書の基本
▶事例から学ぶ！財務諸表分析の
　代表的な指標（収益性分析・効率性分析）
▶ビジネス会計検定・中小企業診断士の魅力

▶企業の財務状況を分析してみたい方
▶就職活動を優位に展開したいと考える
　会員のご家族（学生）様
▶スキルアップ、資格取得に興味のある方



※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QRコードを読み
取ってご覧ください▶

サービス提供にあたり、状況確認のため事前にお伺いさせて頂きます。
お申込みは右記フリーダイヤルまで　日・祝祭日は休み　※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40120-99-4576

ヒント：「あ○○通り」
Qこの通りは何と

読むでしょう？

0120-208-330（9：30～17：00）リソル 予約センター
ご不明な点はこちらまで

コナミスポーツクラブ メニューNo.640107

都度利用料金が毎月1回 540円OFF！
・対象者：会員ご本人及び二親等以内のご家族　
・優待回数：おひとり様につき毎月1回
・対象施設：コナミスポーツクラブ及び法人会員利用提携施設　
・利用料金：店舗のカテゴリにより異なります。

気軽に都度会員(Ａ)をご利用につき毎月1回割引になります。（平成30年3月末までの予定）

ご利用方法
「ライフサポート倶楽部会員証明書*」「ご本人確認証明書」「コナミスポーツクラブ会
員証発行手数料1,080円」をご持参のうえコナミスポーツクラブへお越しください。
*「コナミスポーツクラブ」の詳細ページの【申込用紙を印刷する】からプリントア
ウトできます。必要事項を記入して、施設の受付へ提出してください。「コナミス
ポーツクラブ会員証」が発行されます。次回以降はこちらの会員証を提示してご
利用ください。

ロ
グ
イ
ン

〈メニューの検索方法〉

いやしうぇぶKPCにアクセス
www.kpc.or.jp
「会員ページはこちら」へ

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
「げんき」を選択

1 2

3 4

コナミスポーツクラブのご紹介 コナミスポーツクラブのご利用で
お得な限定情報が入りましたので、
先月号に引き続きお知らせいたします。

※16桁の会員番号とパスワードが必要です。 ※右側のMENU検索窓に
　メニューNo入力し検索してください。

施工箇所 内　容 会員価格（税抜） フェア価格（税抜）

エアコンクリーニング ¥7,800 ¥7,300内部アルミフィンを高圧洗浄し、
カビ・汚れを除去。

室外機クリーニング ¥4,000 ¥3,500内部アルミフィンを高圧洗浄し、
汚れを除去。※単品不可

防カビ・抗菌・消臭効果に優れた
コーティング。※単品不可 ¥2,500 ¥2,000エアコン防カビ

コーティング

エアコンクリーニングフェア（9月末日迄のお申込み）
施工箇所 内　容 会員価格（税抜）

レンジフードクリーニング ¥6,800フード内外拭取り・フィルター洗浄・ロッコファン分解洗浄。

お掃除便利便2時間 ¥9,800部屋・トイレ・洗面・窓・高所にある照明・網戸・ベランダなど。

A ¥6,800換気扇廻り・バスタブ下

B
浴室クリーニング

¥7,800天井・壁・バスタブ・扉・蛇口

人気の高いクリーニングもご用意しております！！（通年価格）

本格的な梅雨の季節の前に、エアコンクリーニングフェア実施中！ 各施工箇所
500円引き

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。

2名様
コールマン（Coleman）
パワーハウスLPツーバーナーストーブII

劇団四季ミュージカル
『キャッツ』
大阪公演 招待券
7/15（土）17：30公演

No.2

No.3

No.1
ペア
1組様

ペア
1組様10名様 30名様ミュージアム

ぐるっとパス関西 普及版

No.4
QUOカード
（500円）　

No.6
ひょうご憩いの宿
六甲保養荘

No.5

撮影：堀勝志古

受付締切
6月8日（木）

ペア
2組様京やさいと水たき

華味鳥
味コース（おひとり4000円）
ご招待券



ミュージアムぐるっとパス・関西2017

ビアガーデン2017　ビアガーデンをお得に楽しみましょう。KPCでチケットのご準備を！

●ご利用方法
・お申込みは、本誌掲載のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、KPC 事務局まで
FAXにてお申込みください。

・各店舗にご予約していただいてから、KPCに人数分のチケットをお申込みください。
・チケットがないと会員料金にはなりませんので、お届けにかかる時間を見越して余裕を
もってお申込みください。

・各店舗のチケットとご請求書をお送りいたしますのでKPCへお支払ください。
　それ以外の追加料金が発生した場合は各自その場でお支払ください。

●ご利用対象者　・会員おひとりにつき5枚まで。
　 　 　 　 　 　・会員企業様の従業員の皆様でご利用ください。
　 　 　 　 　 　  （お友達や個人的な団体でのご利用はお断りいたします）

●ご注意事項　・店舗ごとにルールが異なりますのでご注意ください。　
　 　 　 　 　 ・払い戻しは基本的にいたしません。（天候・強風の影響による営業中止の場合を除きます）
　 　 　 　 　 ・他の割引との併用はできません。

ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展
16世紀ネーデルラントの至宝 -ボスを超えて-1 10月12日まで

7月24日まで

12月25日まで 12月20日まで

　１６世紀ヨーロッパを魅了した巨匠ブリューゲルと奇
想の画家ボスの傑作ついに日本上陸！
●会期：7月18日（火）～10月15日（日）  
●会場：国立国際美術館（大阪・中之島） 休館日：月曜日
※ただし、9月18日（月・祝）、10月9日（月・祝）は開館
開館時間：午前10時～午後5時 金曜日は午後7時まで（入場は閉館の30分前まで） 
※中学生以下無料。※心身に障害のある方とその付添者1名は無料（要証明書）。
※本料金で同時開催のコレクション展もご覧いただけます。　

76
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（通常8,300円）7,800円S　席

421 3 宝塚歌劇 宙組公演
ミュージカル・プレイ『神々の土地』
～ロマノフたちの黄昏～
レヴューロマン『クラシカル ビジュー』
●日時：8月20日（日）11：00

29日（火）11：00
9月11日（月）13：00
16日（土）11：00

●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚
　※会員おひとり1公演2枚まで
●締切：6月7日

子どものための”音楽のトビラ”
「マリンバの魔法」

（通常2,000円）1,500円全席自由
おとな

（通常1,000円）500円全席自由
こども（5～18歳）

　誰もが知っていて親しみのあるマリンバ
（木琴）。叩けば簡単に音が出る楽器も、神谷
百子の手にかかるとまるで魔法にかかったよ
うな新しい世界が広がるでしょう。
●日時：7月29日（土）14：00開演（13：30開場）
●会場：京都コンサートホール　

アンサンブルホールムラタ
●定数：30枚 ●締切：6月8日 ※4歳以下入場不可

©宝塚歌劇団

ピーテル・ブリューゲル1世　
「バベルの塔」　
1568年頃　油彩、板　
Museum BVB, Rotterdam, the Netherlands

　会場では、関西初公開となるスペインで発見された
ヨーロッパ最大の竜脚類「トゥリアサウルス」の復元
骨格をはじめ、多数の標本を一堂に展示。「なぜ、竜
脚類は大きくなることができたのか？」を主テーマに
その最新学説を紹介、＜巨大化の謎＞に迫ります。
●有効期間：7月25日（火）～9月3日（日） 会期中無休 
　開館時間：9：30～16：30（最終入場は16：00まで）
●場所：大阪南港ATCホール 

3 メガ恐竜展2017 -巨大化の謎にせまる-

（当日1,500円）500円一　般

（当日1,200円）300円大学生

（当日600円）200円高校生

（当日1,600円） 900円一　般

（当日900円） 500円3歳～中学生

2

4 5

SUMMER SONIC 2017 
OSAKA

[出演]CALVIN HARRIS／FOO FIGHTERS他
●日時：8月19日（土）／20日（日） 11：00～
●会場：舞洲SONIC PARK

（舞洲スポーツアイランド）
●定数：各20枚 ●締切：6月8日
※1日券は日付指定してください。

他注意事項など詳しくはオフィシャルサイトまで
http://www.summersonic.com/2017/ 

　世界各地から要人たちが大集結！？
徹底的に社会を風刺するコント集団が今年
も京都に笑いを振りまきます。
●日時：９月１８日（月/祝）

１回目＝１４：００開演　２回目＝１７：３０開演
●会場：ロームシアター京都サウスホール
●定数：各20枚 ●締切：6月8日
※未就学児入場不可
※終演後、出演者がロビーで、皆様をお送りいたします。

（通常25,500円）23,000円2日券

（通常14,000円）12,000円1日券

社会風刺コント集団　
ザ・ニュースペーパー京都２０１７

（通常6,300円）4,900円全席指定

　自転車をテーマにした楽しいアトラクションや、人気の
キャラクターショー、キャンプ場、プールもあり、こどもか
らおとなまで楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん！

●期間：～2017年12月24日（日）  
●場所：関西サイクルスポーツセンター

（大阪府河内長野市）  
●お問い合わせ：0721-54-3101

※各のりものは、安全のため、年齢・身長等により利用制限がありま
す。※一部フリーパスでご利用いただけない施設もございますので
ご了承ください。※現地にて、こどもBからこどもAに変更の場合は差
額800円が必要となります。

関西サイクルスポーツセンター
入場+フリーパス引換券

　六道絵や阿弥陀来迎図といった源信の影
響下に生まれた名品を一堂に会します。
●会期：7月15日（土）～9月3日（日）  
●会場：奈良国立博物館 開館時間：9：30～18：00
（入館は閉館の30分前まで）※毎週金土曜日と8/6～15は
19：00まで 休館日：月曜日・7/18（火）但し、7/17・8/14は開館
●あっ旋期間：7月14日まで

（当日1,500円）1,000円一　般

（当日900円）500円大高生

（当日500円）200円中小生

（通常4,500円）4,000円
（通常4,000円）3,600円
（通常3,500円）3,100円
（通常2,500円）2,000円

大　人
（18歳以上）
セニア
（65歳以上）
中人（中学生・高校生
12歳～17歳）
小人（幼児・小学生
4 歳～1 1 歳 ）

（通常2,800円）2,100円
（通常2,500円）1,800円
（通常1,700円）1,000円
（通常2,000円）1,600円

おとな
（中学生以上）
こどもA（3歳～小学生
かつ身長110cm以上）
こどもB（3歳～小学生
かつ身長110cm未満）
シルバー
（60歳以上）

1000年忌 特別展 
源信 地獄・極楽への扉

アドベンチャーワールド
入園引換券＜料金改定のご案内＞

7月27日まで

　西大寺をはじめ一門の各寺院に伝わる名宝の数々を四半世
紀ぶりに一挙公開！彫刻や絵画、工芸品など国宝6件、重要文化
財36件を含む優れた仏教美術を紹介します。
●会期：7月29日（土）～9月24日（日）  ●会場：あべのハルカス美術館
開館時間：火～金10：00～20：00 月土日祝10：00～18：00（入館は閉館30分前まで）
休館：7月31日（月）、8
月7日（月）、2 1日
（月）、28日（月）
※障がい者および介護人
　1名は当日料金の半額。

（当日1,300円）800円一　般

（当日900円）500円大高生

（当日500円）200円中小生

（ 2 , 0 0 0 円 ）1,500円ペアチケット

創建1250年記念 
奈良 西大寺展　叡尊と一門の名宝

重要文化財 釈迦如来立像
（部分）　奈良・西大寺
画像提供：奈良国立博物館
撮影：森村欣司

　２０１７年度版は新たに１６施設が初参加し、
９３施設（９４館）に拡大！
関西やおとなりの美術館・博物館など93施設
の無料入場券23枚・割引券98枚を添付、展
覧会年間全日程一覧やガイドブック機能の掲
載された便利でお得なパス・ブックです。
●有効期間：～2018年3月31日まで

●主な掲載ミュージアム：
＜大阪＞国立国際美術館・国
立民族学博物館・大阪歴史
博物館・大阪市立博物館・あ
べのハルカス美術館…
＜京都＞京都国立博物館・京
都国立近代美術館・京都文
化博物館・細見美術館・宇治
市源氏物語ミュージアム…
＜滋賀＞MIHOMUSEUM・
佐川美術館…
＜兵庫＞兵庫県立美術館…
＜奈良＞奈良国立博物館…
など93施設がまとめて一
冊に。

（通常1,800円）

（通常1,000円）

1,000円プレミアム版
（6ヵ月間有効）

各館大人料金が対象です。

800円普　 及　 版
（3ヵ月間有効）

　6月以降料金が変更になります。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
券との引換券です。現地で引き換えてください。
●有効期間：6月1日（木）～2018年3月31日（土）
●あっ旋期間：3月19日まで

京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
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料　金 ６月 3,200円（通常3,800円）
7月・8月 3,500円（通常4,100円）
5月・9月 2,900円（通常3,800円）

予約専用 075-343-5300（代表）
営業時間等お問合せください。
※8/16（水）は営業いたしません。

※7・8月の金土のみ
　2時間制

京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン

料　金 6月1日（木）～9月19日（火）  男性 3,200円（通常3,800円）
　　　　　　　　　　　　　女性 2,900円（通常3,500円）

予約専用 075-252-7869　営業時間等お問合せください。

会　期 ～9月23日（土） 除外日：金・土

料　金 大人　3,400円（通常4,100円）
予約専用 075-661-7111

（ビアガーデン係）
営業時間等お問合せください。

※ご予約は4名様より承ります。　※金・土はご利用いただけません。　
※全席禁煙です。おたばこは、「喫煙コーナー」をご利用ください。

新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン

11

33

販売期間：9月15日（金）まで

販売期間：9月21日（木）まで

販売期間：9月21日（木）まで2時間制

時間無制限

時間無制限

飲み食べ放題

飲み食べ放題

飲み食べ放題

入場料+
フリーパス
引換券
（乗り放題）

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）



　ケーブルに乗って比叡山に登り、駅から歩
き始めます。延暦寺方面に向かい峠を越えて
大原に向かいます。

●日程：6月4日（日）  
●集合時間：午前8時
●集合場所：叡山電車 出町柳駅改札口
●行程：約11km 約6時間 一般向きコース
●準備物：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、

手袋等
●交通費：約2,000円

　メロン狩り体験を
していただき、佳松
苑でのお食事後の
30分間メロン食べ
放題！自分で狩った
メロンは１玉お持ち
帰りいただきます。

●出町柳駅〈8：07〉▶八瀬比叡山口
▶ケーブル比叡駅（690m）▶根本中
堂▶釈迦堂▶玉体杉（710m）▶横高
山（767m）▶水井山（794m）▶分岐
▶仰木峠▶分岐▶大原戸寺バス停

コース

京都一周トレイル 比叡山～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

久美浜メロン狩りと夕日ヶ浦温泉『佳松苑』
バスツアー

●日程：7月23日（日）　●集合時間：8時15分
●集合場所：京都アバンティ前
●定数：30名（最少催行人数20名）　
●締切：6月20日

●京都駅南口〈8：30〉▶京都縦貫道▶久美浜メロン狩り▶
〈11：45〉夕日ヶ浦温泉『佳松苑』（昼食と入浴）〈14：00〉▶かに
一番木津店（買物）▶橋立やまいち（買物）▶与謝天橋立IC▶
（休/道の駅 味夢の里）▶京都縦貫道▶〈18：00〉京都駅南口 

コース

10,000円会　　員

11,000円会員家族

12,000円一　　般取扱旅行社 京都交通社

　観光客が多い四条通り沿いにある「華
味鳥」。独自の飼育方法と徹底した管理
の下育った自社ブランドの華味鳥と京や
さいを使い、今まで以上に京都らしさを感
じる店舗として、2017年リニューアル！

　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24回目。今月は阪急京都線烏
丸駅から徒歩5分『京やさいと水たき 
華味鳥』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

京やさいと水たき 華味鳥

先付け／汁物／お造り／焼き物／強肴／油物／〆／甘味
＋1,000円で博多華味鳥水たき小鍋をお付けできます。
※月によって内容は変わります。　※8名様まで
※営業日の17時以降ご利用いただけます。

●ご希望の方は、KPCまでチケットをお申込みください。
　ご予約の上チケットをご提出ください。
●有効期間：2017年7月31日まで

【特典】月替わりコース（季節の京野菜を使った料理が楽しめます）
3,800円▶1,900円（税込）

京都府京都市下京区
立売中之町99 四条SETビルB1
〈営業時間〉11：30～14：00、
17：00～22：30（ＬＯ21：30）
〈定休日〉無休

店舗
情報

切り取り線

075-254-8770

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●日程：7月23日（日）／8月6日（日）
●集合：京都駅 
●定数：各日40名
※「石庭盛り」とは、塩で波模様を描いた上に塩焼きした
　鮎を盛り付ける方法です。お申込みグループごとに料理
　長が盛り付けます。
※雨天の場合は室内でご賞味となります。
※施設の送迎車両を使用します。
※帰路のお時間は当日ご相談で対応します。
　施設の配車都合がつかない場合は、公共交通機関で
　お帰りください（料金は自己負担となります）。

●京都駅（10：30発）▶（11：30着）
貴船：『右源太・左源太』でお食事
（14：00発）▶京都駅15：00着

コース

　今回は、蒸し暑い京都の夏を避けて貴船に行きましょう。貴船川沿いの川床
で、涼をとりながら天然鮎の特別川床料理をご賞味いただきます。川のせせらぎ
を聞きながらお食事いただいた後は、近隣の貴船神社にお参りいただく等、自由
にお過ごしいただけます。

第2回 旅とグルメの会  盛夏の貴船

取扱：日本旅行　
※お申込みはKPC事務局まで※料金のお支払いは旅行会社にお願いします（お振込みの場合は手数料が必要です）。

8,700円会　　員

9,700円会員家族

10,700円一　　般

締切：7月10日

貴船の川床

〈イメージ〉

〈お食事について〉
天然鮎２尾を石庭盛りにした
特別懐石料理をお召し上がり
いただく予定です。




