
「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　

いやしなび100号達成！
ちょっと豪華に
答えて当てよう いいとこクイズ

京都ええ店食べある記

プロの写真家と巡る

京都名所フォト・レッスン

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.100

2 0 1 7
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会場／臨済宗東福寺派大本山 東福寺臨済宗東福寺派大本山 東福寺
日時／7月23日日 16：30～19：30 ※雨天決行

7月5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。
参加決定の方には参加証をお送りいたします。

プロの写真家と巡る

京都名所フォト・レッスン
　秋、紅葉で有名な名所古刹は今からその美しさを準備しています。
今はまだ瑞々しい青もみじを写真に残してみませんか。
京都の名所撮影の第一人者の写真家に撮影テクニックなどアドバイスを受けながら、境内を巡ります。
日の入り間近の通常ではご覧いただけない景色の中に身を置いて、感動そのものを撮影しましょう。

※大人子供同額　※料金に含まれるもの：講師料

2,500円会員 3,000円会員家族 7,500円会員外料　金  

●一脚・三脚はご使用いただけません。　
●お食事のご用意はありません。備　考

16：15
16：30
～18：00

18：00
～19：30

19：30

当日のスケジュール予定

受付開始

解散

本日の撮影について。
境内に移動。

境内の塔頭に集合し撮影した写真を
講評していただきます。

30名 最少催行人数10名、
参加者多数の場合は抽選定　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の他の写真は削除してご参加ください。

準備物

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

水野 秀比古 先生
　1968年、京都市に生まれる。義父である写真
家・水野克比古に師事。京都の美しい風景や、歴
史・文化の奥深さに魅了され、神社・仏閣を主とし
た作品を発表。京都に内在する多彩な情景や意
匠、四季の移ろい、幽玄の様相を撮り続けている。
水野克比古フォトスペース「町家写真館」副館長。
『京都桜旅』（光村推古書院）、『水野流>京都撮影
の手引き』（アスキー・メディアワークス）、『日本人
のこころ』『対訳京都の寺社』『桜 SAKURA』（IBC
パブリッシング）など写真集多数。

ご指導いただくのは

写真：水野秀比古先生

閉門後の静かな境内で実施します レッスン終了後、塔頭にて講評会を開催いたします



ヒント：上京区の小川寺之内通
の北西に残されている石です 

Q
応仁の乱の戦場となった
橋の礎石が今も残されて
います。この橋の名前は
なんというでしょうか？

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。

1名様

ひょうご憩いの宿
赤穂ハイツ
宿泊券

No.2
ダイソン 
No.1

ペア
1組様

10名様

5名様

30名様QUOカード
（500円）　

No.7
アサヒ スーパードライ
鮮度ギフトカード 5,000円分

No.6

受付締切
7月6日（木）

No.4
札幌かに家
かにみそ缶詰
100ｇ×２缶

No.3
M&S乗馬クラブ
乗馬体験1回コース
チケット
保険料やブーツなど
レンタル1280円は別途必要

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

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。

琵琶湖グランドホテル
滋賀県／大津

神戸ポートピアホテル
兵庫県／神戸

和歌山マリーナシティホテル
和歌山県／和歌山メニューNo.250024 メニューNo.280003 メニューNo.300045

12,960円～27,000円 7,000円～20,700円 13,400円～23,400円

ペア
2組様

ペア
5組様

No.5
京都ぼてぢゅう
ミックスお好み焼き、
とんぺい、ミックス焼きそば 
セット　

夏にオススメ！宿泊施設のご紹介！
もうすぐ夏本番を迎え、旅行の計画を立てている方もいることでしょう。

いやしなびＫＰＣライフサポート倶楽部では、近畿圏内も含め、全国各地の宿泊施設優待をご提供しています。
職場や家族の皆さんとの夏の思い出作りに是非ご活用ください。

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▼



絹谷幸二 
色彩とイメージの旅

山城総合運動公園 太陽が丘ファミリープール 8月31日まで

8 96 魔法の美術館 7

1 締切：7月6日 締切：7月6日

締切：7月6日

85 7 川口兄弟 ピアノコンサート
スイート＆エキサイティング！ ピアノデュオの世界

　超絶技巧が輝く連弾、2台ピアノによる迫
力の協奏曲など、若き天才ピアニスト兄弟の
華麗なる指さばきをお楽しみください。
[出演]兄弟ピアノデュオ 川口兄弟 川口晃祐
（兄）、川口智輝（弟）
●日時：９月１８日（月・祝）開演 午後３時
●会場：八幡市文化センター 大ホール
●定数：30枚 ●締切：7月10日 

6 京都市交響楽団首席トランペット奏者
ハラルド・ナエス　コルネット・リサイタル

（通常3,000円）2,000円全席自由 （通常2,000円）1,200円全席自由 学生
（4歳以上高校生以下）

（通常2,500円）1,500円全席自由
一般

[演奏曲]アーバン：華麗
なる幻想曲 D.ライト：コ
ルネット協奏曲 ベーメ：
コルネット協奏曲 ほか
●日時：9月27日（水）

19：00
●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：50枚
●締切：7月10日 

七月大歌舞伎

（通常17,000円）9,700円一等席

[出演]市川染五郎、
片岡仁左衛門、中村
時蔵、中村鴈治郎、
尾上松也、他
●日時：昼の部11：00
7月２０日（木）／２3日（日）
夜の部16：00
7月２2日（土）／２4日（月）

2 第29回 なにわ淀川花火大会 有料観覧席

4 キャッツ 大阪公演

　10号尺玉10連発は圧倒的ド迫力！今年はピ
アノの曲に合わせて打ち上げられる「コンチェ
ルトde花火」が登場しエレガントな演出で新境
地を切りひらく。キタの夜空を煌びやかに照ら
す国内最高峰の花火エンタティメントショー！！
●日時：8月5日（土）19：40
●会場：淀川河川敷 阪急十三駅寄り
●定数：100枚 ※雨天決行・荒天中止 ※3歳以上は有料
※全席禁煙 ※当日は17：30までにご入場ください。以降は交
通規制で入場できなくなります。

締切：7月6日3 第66回 亀岡平和祭保津川市民花火大会 有料観覧席

撮影：堀勝志古
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BRICKLIVE® IN JAPAN 20171 8月9日まで

10月2日まで 8月21日まで 7月21日まで8月31日まで

8月31日まで

　BRICKLIVE®は、世界で最も大きなLEGO®ファン
が集まるイベントです。創造力を高める造作やアート
（オブジェ）、キャラクターとのコラボレーション、たく
さんのLEGO®ブロックに囲まれて子供たちの想像を
豊かにしていくコンテンツが盛りだくさんです。
●会期：8月17日（木）～21日（月）
●会場：みやこめっせ３Ｆ  開館時間：10：00～16：30　
（最終入場16：00）（最終日は16：00閉場、最終入場は15：30まで）

（当日1,500円）1,000円大人（13歳以上）

（当日1,000円）600円こども（3～12歳） （当日100円）100円幼児（4歳以上）

2

（当日1,400円）800円一　般

（当日900円）400円大学生

（当日500円）200円高校生

●会期：8月22日（火）～10月15日（日）
●会場：京都国立近代美術館 休館日：毎週月曜日、
9月19日、10月10日 ※ただし9月18日、10月9日は開館  
開館時間：9：30～17：00 ※ただし金曜日、土曜日は21：00
まで開館（入館は閉館の30分前まで）※中学生以下、心身
に障がいのある方と付添者1名は無料（入館の際に証明で
きるものをご提示下さい）。 ※本料金でコレクション展もご
覧いただけます。

（通常1,500円）900円一　般

（通常1,200円）700円大学生

（通常900円）400円高校生

●会期：Ⅰ期 10月3日（火）～10月15日（日）
Ⅱ期 10月17日（火）～10月29日（日）
Ⅲ期 10月31日（火）～11月12日（日）
Ⅳ期 11月14日（火）～11月26日（日）

※4期に分けて一挙公開！
●会場：京都国立博物館 平成知新館
休館日：月曜日 ※ただし10月9日は開館、10日休館 
開館時間：9：30～18：00まで（入館は閉館の30分前まで）
※会期中の毎週金・
土曜日は20：00ま
で（入館は19：30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）

（当日1,300円）700円一　般

（当日800円）400円大高生

（当日500円）200円中小生

（当日1,000円）800円大　人

（当日700円）500円高校生

（当日450円）200円中小生

　未来のアートは、遊べるアート！見て、ふれ
て、遊べる話題の超体感型ミュージアム。
●会期：7月15日（土）～9月3日（日）
●会場：大阪文化館・天保山（海遊館隣）会期中無休
　開館時間：10:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）
※未就学児童は無料。
※障がい者およびその介助者1名は当日料金の半額。

びわ湖大花火大会 2017 有料観覧席

●日時：8月8日（火）19：30～20：30
●会場：滋賀県営大津港沖水面一帯
●定数：100枚

（通常4,300円）3,800円全席指定

（通常7,000円）6,000円ベンチ席
（3人着席可）

（通常1,500円）1,000円パイプイス席
（1人掛）

　大会オリジナルのかめまる花火や、最後の
「ウルトラ特大スターマイン」の打ち上げまで、
迫力ある亀岡の花火をお楽しみください。
●日時：8月7日（月）　●定数：各30枚
小雨決行。荒天時は8月9日（水）に延期。（それ以降再延
期なし）。延期時の払戻しはありません。両日ともに開催
中止となった場合は払戻しをいたしますが、降雨等で途中
中止となった場合は払戻しをいたしかねますので、あらか
じめご了承ください。

●会場：大阪四季劇場（ハービスPLAZA ENT 7F）
●定数：各公演10枚
※お申込みは会員おひとり1公演2枚までとします。
※お申込み頂いた順に予約していきます。確定後の変更
　は一切できませんのでご了承のうえお申込みください。
※日程の振替をお願いする場合があります。

●日程：9月27日（水）13：30／30日（土）17：30
10月4日（水）18：30／7日（土）17：30
8日（日）13：00

（通常10,800円）8,400円S席一般

（通常5,400円）3,400円S席小人
（3歳～小学6年生まで）

※少雨決行　※荒天は8月11日（金・祝）に延期します。
※返金は中止の場合のみいたします。延期では返金できません。
※お弁当・お飲み物はついておりません。

　約 1 万発の花火が湖面を鮮やか
に彩る、琵琶湖の夏の風物詩をゆっ
たり有料観覧席で。視野いっぱいに
打ち上げられる花火を真正面で余す
ことなく楽しめます。

亀岡運動公園プール
　カメプーの愛称でおなじみの緑に囲まれたレ
ジャープール。全長100mのウォータースライ
ダー（無料）が２基！京都南インターから25分で
アクセスも抜群！JR亀岡駅からはバスで１５分。
（7/15～8/27の間毎日運行）
●有効期間：７月１３日（木）～９月３日（日）
　営業時間：10時～17時 ※幼児の取扱なし
●あっ旋期間：8月31日まで

（通常1,230円）1,000円一　般

（通常510円）300円小中生

怖い絵展
　中野京子の大ベストセラー「怖い絵」が
2017年、ついに展覧会に！
●有効期間：7月22日（土）～9月18日（月・祝）
　休館日：月曜日 ※但し、９月１８日（月・祝）は開館 
　開館時間：10：00～18：00 
※金・土曜日は20：00まで（入館は閉館の30分前まで）
●会場：兵庫県立美術館 
※障がいのある方は各当日料金の半額（70歳以上を除く）、
　その介護の方1名は無料（要証明）。

（当日1,400円）800円一　般

（当日1,000円）500円大学生

　本格競泳プールをはじめ、波のプール、ファミリープール、
子供用プールなど、バラエティ豊かなプールが揃います。
ウォーターボブスレーなどの遊具も楽しめます。
●有効期間：7月15日（土）～9月3日（日） ●会場：山城総合運動公園
　営業時間：9：00～17：00　最終入場は16：00まで　

注）25ｍ・50ｍプールはご利用いただけない場合があります。
「きょうと子育て応援パスポート」をご利用いただけますので
チケットご購入時にご注意ください。

ひらかたパーク

京都国立博物館開館
120周年記念　
特別展覧会 「国宝」

（通常2,300円）1,700円プール入場付入園券
おとな（中学生以上）
プール入場付入園券
こども（2歳～小学生）

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

（通常1,300円）900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：
入園+フリーパス引換券 　7月1日（土）～9月3日（日）
入園+プール入場券        7月8日（土）～9月3日（日）
※期間中は休園日がございます。休園日および営業時間に
　つきましては、ホームページでご確認ください。
※天候により営業時間を変更する場合があります。

（通常5,000円）4,600円夏ぴあ
シートＳ 

●会場：大阪松竹座 
●定数：各20枚 ●締切：7月4日 

※0歳～2歳は無料。
※障がい者の方はこどもと同一料金。（手帳は要ご持参）

（通常8,300円）7,800円S　席

宝塚歌劇 星組公演
ミュージカル『ベルリン、わが愛』
タカラヅカレビュー90周年
　  ブーケ　  ド　　  タカラヅカ
『Bouquet de TAKARAZUKA』
●日時：10月1日（日）11：00

14日（土）11：00
17日（火）11：00
30日（月）13：00

●会場：宝塚大劇場
●定数：各30枚 ●締切：7月4日

©宝塚歌劇団
写真は公演内容とは異なります。　

《ミッキーのハワイ旅行》より
1937年　©Disney Enterprises, Inc.

※会員おひとり1公演2枚まで

10月13日まで

　「蒸気船ウィリー」から最新作「モアナと伝説の海」
に至るまで約500点の貴重な原画等が展示され
ます。そのほとんどが日本初公開！
●有効期間：10月14日（土）～2018年1月21日（日） 
　休館日：月曜日（1月8日は開館、翌9日は休館）、12月28日～1月4日
　開館時間：9：30～17：00（入館は閉館の30分前まで）
●場所：大阪市立美術館（天王寺公園内）

ディズニー・アート展 いのちを吹き込む魔法

（当日1,600円） 1,200円一　般

（当日1,200円） 800円大高生

駐車場料金
普通車400円／
大型車1,500円

※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方
　（介護者1名を含む）は無料（要証明）

●会場：パイプイス席／大堰川東緑地公園（亀岡市保津町西垣内）
ベンチ席／JR亀岡駅北口特設観覧席（駅から徒歩3分）

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）



ビアガーデン2017 ビアガーデンのご案内第2弾です。
事前にチケットをご購入ください。

・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。

・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）

・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。

●ご利用方法

●ご利用対象者

●ご注意事項

　近江八幡は、戦国時代秀吉の甥（後の関
白）秀次の開いた、京への物資を運ぶ水運
と近江商人で栄えた城下町です。尾根伝い
の山道から見える雄大な琵琶湖と対岸の比
良山系の山々は、素晴らしい景色です。
●日程：7月2日（日） 
●集合時間：午前8時15分
●集合場所：ＪＲ京都駅中央改札口
●行程：約6km 約4時間 一般向きコース
●装備：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：約2,000円

●ＪＲ京都駅（8：30発）▶9：06着八幡
駅（バス9：25発）▶百々神社（wc）▶
水郷展望台▶望西峰▶北虎の口展望
台▶北之庄城址▶八幡山▶日牟礼八
幡宮▶大杉町バス停▶ＪＲ近江八幡駅

コース

八幡山（鶴翼山：272m）
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

　四条通りと三条通りの中間位置、木屋町通
り沿いからすぐ。創業42年、焼き方も食材も
変えずに味を守り続けるお好み焼き店。１階
は全席鉄板のため、華麗な手さばきとソース
の香りで、できあがっていく焼きそば・お好み
焼きに目がくぎ付けになること間違いなし！

　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25
回目。今月は阪急河原町駅から徒歩8
分『京都ぼてぢゅう』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

京都ぼてぢゅう

【特典】ゆずシャーベットサービス

京都市中京区河原町通三条下る３丁目東入南車屋町279
【営業時間】12：00～22：00（ＬＯ21：00）
【定休日】月曜・木曜

店舗
情報

切り取り線

075-221-1662

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2017年8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

京都ホテルオークラ ビアテラス京都ホテルオークラ ビアテラス京都ホテルオークラ ビアテラス京都ホテルオークラ ビアテラス
前売券のみの販売です前売券のみの販売です前売券のみの販売です前売券のみの販売です前売券のみの販売です前売券のみの販売です

フリードリンク〈ビール（生・瓶）・ワイン・カクテル各種・ソフトドリンクなど〉
チャイニーズプレートまたはアメリカンローストビーフ付。その他の料理はオプションです。
当日ご精算ください。
KPC会員である旨伝えてご予約の上会員証提示で、お1人様に1皿の飲茶2種盛りの特典があります。

フリードリンク〈ビール（生・瓶）・ワイン・カクテル各種・ソフトドリンクなど〉
チャイニーズプレートまたはアメリカンローストビーフ付。その他の料理はオプションです。
当日ご精算ください。
KPC会員である旨伝えてご予約の上会員証提示で、お1人様に1皿の飲茶2種盛りの特典があります。

フリードリンク〈ビール（生・瓶）・ワイン・カクテル各種・ソフトドリンクなど〉
チャイニーズプレートまたはアメリカンローストビーフ付。その他の料理はオプションです。
当日ご精算ください。
KPC会員である旨伝えてご予約の上会員証提示で、お1人様に1皿の飲茶2種盛りの特典があります。
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料　金 3,200円（通常前売3,500円／当日4,000円）

グランヴィアテラス ビアパーティープラングランヴィアテラス ビアパーティープラングランヴィアテラス ビアパーティープラングランヴィアテラス ビアパーティープラン

料　金 通常プラン 　　　　　　　   　　3,300円（通常4,000円）
お料理グレードアッププラン（７品） 4,000円（通常5,000円）

ご予約・お問合せ 075-342-5525　※カフェレストラン「ル・タン」にて承ります。

ご予約・お問合せ 075-343-9090（直通）　受付時間10：00～18：00

ご予約・お問合せ 075-254-2509（受付時間11：30～21：00）

料　金 6/20（火）～6/30（金）3,800円（通常料金4,200円）
7/1（土）～8/31（木）  3,800円（通常料金4,200円）
9/1（金）～9/30（土）  3,300円（通常料金3,800円）

会　期 ～9月30日（土） 平日17：30～21：30（ＬＯ21：00）／土日祝15：00～21：30（ＬＯ21：00）

場　所 ホテルグランヴィア京都 Ｇテラス

会　期 8月1日（火）～9月30日（土） ※8/16（水）除く 17：00～21：00（L.O20：30）
1部17：00～19：00（L.O18：30）　2部19：30～21：30（L.O21：00）

17：30～21：00
（L.O20：30）

営業時間

※2名様以上で前日17:00までにご予約ください。※30名様以上の場合は2日前までにご予約ください。
※天候、強風の影響により予告無く営業を中止する場合がございます。

土・日・祝日は2部制　2時間制

京都タワーホテル 屋上ビアガーデン京都タワーホテル 屋上ビアガーデン京都タワーホテル 屋上ビアガーデン京都タワーホテル 屋上ビアガーデン

44

55

販売期間：9月26日（火）まで

販売期間：7月31日(月)まで
使用期間：8/1(火)～9/30(土)

販売期間：9月26日（火）まで

時間無制限

時間無制限

飲み放題

飲み食べ放題

飲み放題






