


不朽の児童文学「アルプスの少女ハイジ」

(作：ヨハンナ・シュピリ)が本国スイスで実写映画になりました。

世界中でこれほど長く愛され続けているのは、

ハイジの物語には子供たちが大人になる時に、

そして大人になってからも迷った時に、

心に響くメッセージがたくさん詰まっているから。

なぜ学ぶことが必要なのか、なぜ人を思いやることが大切なのか、

ハイジがまぶしい笑顔で教えてくれます。

不朽の児童文学「アルプスの少女ハイジ」

(作：ヨハンナ・シュピリ)が本国スイスで実写映画になりました。

世界中でこれほど長く愛され続けているのは、

ハイジの物語には子供たちが大人になる時に、

そして大人になってからも迷った時に、

心に響くメッセージがたくさん詰まっているから。

なぜ学ぶことが必要なのか、なぜ人を思いやることが大切なのか、

ハイジがまぶしい笑顔で教えてくれます。

日時●2018年2月3日（土）
10：00～上映開始／12：30終了予定

会場●COCON烏丸
▶ 映画鑑賞 … 3F  京都シネマ
▶ お食事 …… 1F  AUX BACCHANALES
　　　　　　　　　（オーバカナル京都）

京都市下京区烏丸四条下ル西側

1,000円会員・家族
（大人・子供とも）　 4,000円会員同伴者

（会員外・KPCに登録のない方）料金ランチ＋映画鑑賞

60名（最少催行人数30名）定数 1月9日（火）本誌内の用紙にご記入のうえKPC事務局までお申込みください。申込み締切日

KPC会員とご家族の皆さまだけの先行上映会です。
映画は日本語吹き替え版にて上映します。
(一般上映は字幕版)
また終映後に、ハイジが食べていたような
あつあつチーズとパンのランチをお召し上がりいただきます。

KPC会員とご家族の皆さまだけの先行上映会です。
映画は日本語吹き替え版にて上映します。
(一般上映は字幕版)
また終映後に、ハイジが食べていたような
あつあつチーズとパンのランチをお召し上がりいただきます。

出演：アヌーク・シュテフェン、ブルーノ・ガンツ、イザベル・オットマン　　監督：アラン・グスポーナー　　脚本：ペトラ･ヴォルぺ
原作：ヨハンナ・シュピリ「アルプスの少女ハイジ」(講談社青い鳥文庫)
©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

アルプスの山の大自然に囲まれ、
ガンコだけれど優し

い祖父や、麓に住むヤギ飼いの
ペーターと楽しく暮

らしていたハイジ。ところがある
日突然、大富豪の

お嬢様のクララの話し相手として
、フランクフルトの

都会へ連れていかれることに。足
が悪く車いす生活

を送っていたクララは、明るく素
直なハイジに励まさ

れ、元気を取り戻していきます。や
がてハイジとクララ

は固い友情で結ばれますが、ハイ
ジは日に日に山へ

帰りたいという想いが強くなって
いくのでした。そん

な時、お屋敷で幽霊騒動が持ち上
がります――。

KPC
主催 



QUOカード500円分映画チケット

●応募期間：1月19日(金)まで   ●対象：KPC会員の方で、「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」にご登録済みの方　
●賞品の当選：KPC事務局にて厳正な抽選を行います。

国内20,000ヵ所以上のホテルや旅館をはじめ、各種アミューズメント施設の割引や
ショッピング・自己啓発・医療・育児・介護までサポートする多彩な特典をご利用いただけます。

これだけのサービスが、KPC会員であれば無料です（KPC会費に含めております）。
使わないと損！ぜひご活用ください。まずは初回だけご利用登録が必要となります。

スタートキャンペーン

リソルポイント
10,000円分

特選焼肉ギフトセット
ミートショップヒロ

アサヒスーパードライ
鮮度ギフトカード

全国お取り寄せ
スイーツカード

まだスタートしていない方！まずはパソコンでログインしてみましょう！まだスタートしていない方！まずはパソコンでログインしてみましょう！

3名様 10名様 30名様

50名様50名様
（ペア25組）

25名様

その他、カプリ食堂（本誌で掲載）
20％OFF券 10名様 もございます。

4 会員情報をご自身の内容に変更
してください。またパスワード
も変更してください。

KPCホームページを開き、
会員ページはこちらをクリック

いやしなびKPCの
ロゴをクリック

1 2 3 ライフサポート俱楽部MEMBERSNAVIが開きます
のでログインしてください。ログインIDとパスワード
については、こちらのQRを読み取ってご覧ください。

全ての入力が終了しますと会員情報変更完了のページが
表示されます。登録されたメールアドレスに「会員情報
変更のお知らせ」メールが届きます。

次回から16桁のIDと
変更したパスワードで
ログインしてください。

5

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
方
法

●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。
※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。

●FAX（075-255-6644）
専用のお申込用紙に必要項目と　❶希望商品
❷KPCへのご意見　を記入しお送りください。

・賞品はご登録の企業所在地に発送いたします。（2月中旬予定）   ・生鮮食品は、店舗より直送いたします。
・リソルポイントは、宿泊ご利用時に１ポイント＝１円で精算にご利用いただけます。ただし有効期間があります。



全長4kmのロングコースのスノーパーク、子供も楽しいキッズパーク。最長滑走距離5800m！3つのマウンテンパークに多彩な12コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）をリフト券売り場でお支払い下さい。
※2歳以下無料

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの補償金
　500円を別途お預かりいたします。
　お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。
※お食事券は、３スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます。（当日限り）
※年末年始（12/29～1/3）は、土休日料金となります。
※子供料金は、中学生以下です。子供料金は、現地にてリフト１日券2,000円です。
※ダイナランド毎週水曜日（1/3を除く）女性リフト無料。（ダイナランドエリアのみ）
※３月２１日はレディースデー対応いたします。

土休日は1,000円分のお食事券付！
とにかくスケールのデカさが魅力の高鷲スノーパークと、
西日本最大級の変化に富んだ20コースのダイナランドの共通リフト券。

大人（中学生以上）  2,900円（通常4,700円）
子供（小学生） 2,000円（通常3,000円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  2,900円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券） 4,400円（通常5,900円）

利用料金 大人   3,900円（通常5,300円）
シニア（55歳以上） 3,000円（通常4,300円）
子供（18歳以下） 2,600円（通常4,000円）
大人   3,400円（通常4,800円）
シニア（55歳以上） 2,500円（通常3,800円）
子供（18歳以下） 2,100円（通常3,500円）

利用料金

※ハチ北高原スキー場　宿泊補助券2000円分を配布いたします。
　ご希望の方は、チケットお申込み時にお書き添えください。
※ハチ北の宿泊施設のみ有効。「リゾートヴィラハチ北」は宿泊補助券は使用できませんが、
　会員割引（大人1,080円/こども756円Off）があります。他詳細はお問合せください。
※平日は土・日・祝・12/31～1/3以外の日となります。

滋賀県高島市今津町日置前
※ゴンドラは１往復のみのご利用です。
※レンタルのこども料金は12歳以下。中高生18歳以下はおとな料金になります。

所 在 地

兵庫県養父市ハチ高原・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹所 在 地

利用料金 全日／大人 3,500円（通常4,500円）
平日／大人 3,000円（通常4,500円）
  2,500円（通常3,500円）全日／子供・シニア
（4歳～小学生・60歳以上）

12/15～
3/11まで

3/12～
シーズン終了

●チケットは引換券ですので所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください。　●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です。
●ご利用枚数制限：会員おひとりにつき5枚まで。　●PTAや子供会など親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします。
●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認のうえお申込みください。

販売期間：2018年3月30日金
利用期限：～2018年3月31日土まで

11 スキージャム勝山 リフト1日券 333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

スキー場リフト 1日券のあっ旋スキー場リフト 1日券のあっ旋

岐阜県郡上市高鷲町西洞所 在 地

レンタル・レストラン・売店・スクールにてご利用いただける
金券500円分付！ レンタル20％割引（小物除く）券付！

【取扱いのご注意】

【取扱いのご注意】 ●KPCまでお申込みが必要です。会員おひとり5枚まで。会員とご家族までのご利用に限ります。 ●本誌内のお申込書に、必要枚数をご記入のうえお申込みください。　
●ナガシマリゾート施設利用補助券では「なばなの里」にご入場できません。 ●ご利用は今シーズン1度切りとさせていただきます。　●補助券の有効期間は2018年2月28日水までです。

（通常7,560円）7,560円全席指定

宝塚歌劇 宙組公演スキマスイッチ TOUR 2018 京都水族館 入館券

京都水族館 お宝ハンター京都水族館 お宝ハンター

▶日時：6月18日㊊19：00 ▶定数：30枚　
▶会場：ロームシアター京都 メインホール
※小学生以上はチケットが必要。※未就学児童のご入場は、同
行の保護者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にな
らないようにご覧いただくことを大前提とさせていただきます。

　

締切：1月15日

（通常8,300円）7,800円S席

締切：1月8日
▶日時：3月23日㊎13：00／27日㊋11：00

4月1日㊐11：00／21日㊏11：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：30枚

ミュージカル・オリエント
『天は赤い河のほとり』
ロマンチック・レビュー
『シトラスの風－Sunrise－』
～Special Version for 20th 
Anniversary～

©宝塚歌劇団

運営協力：京都水族館　技術協力：グレートインフォメーション(株)
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▶有効期間：2018年3月31日㊏まで
▶京都水族館
　所在地：京都市下京区観喜町35-1(梅小路公園内)
　営業時間：10時から18時

3月19日まで

3月14日17：00まで

　「シナモロールと水族館の仲間たち」3月14日
(水)まで、京都水族館で開催中。
シナモンフレンズがいきものの魅力を伝え、シナ
モロールのような「ふわふわ」をテーマに、ファンタ
ジーの世界を体感することで、いきものを近くに感
じることができるイベントです。

　スマートフォンをお持ちの方限定。本号を京都水族館にご持参いただき、下記掲載のQR
コードを京都水族館内で読み取りますと「お宝」がスマートフォンに現れます。お宝がそろった
方には、シナモロールコラボグッズをプレゼント！
＜お宝ハンターについて＞KPCでも初めての試みになります。参加方法については、チケット
を購入されるときにお渡しいたします。すでに購入済みの方にはお送りいたします。事前にス
マホ参加証を作成いただいてご参加ください。
※コラボグッズは、お宝ハンターご参加の方ひとりにつき1個です。※コラボグッズの数は限定です
のでなくなり次第、終了いたします。※また、本企画は予告なく変更・終了することがございます。
※今回の参加料は無料です。 （通常　500円）200円中小生

（通常　900円）500円大高生

（通常1,300円）700円一　般

　前衛からモダン美人画まで！見逃せない逸
品から希少品までが一堂に！
▶会期：2月16日㊎～4月15日㊐
　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
　休館日：2月19日㊊、26日㊊、3月5日㊊、4月2日㊊
▶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。 2月15日まで

KPC会員の方には、
水族館内にて
秘密の企画を

お楽しみいただきます

さらに！

（通常2,050円）1,650円大人 ※他のチケットは
　館内でご購入ください

そら

（当日1,200円）1,000円ムビチケ

（当日1,100円）900円紙チケット

8年越しの花嫁 奇跡の実話 生誕120年 東郷青児展
　「YouTube」に投稿された動画をきっか
けに、「奇跡の結婚式」「号泣する実話」として
一気に広がり、TVや新聞、ネットなど数々の
メディアで取り上げられ、海外にも拡散、本当
に起きた、最高の奇跡「8年越しの花嫁 奇跡
の実話」。
▶会期：12月16日㊏より全国ロードショー
　

2018年全国
ホールツアー
開催決定！

1月12日まで

　さまざまなイルミネーションが里内を華やかに彩る、国内最大級の光の祭典、「なばなの里イルミネーション」。
このイルミネーションを開催している2018年2月28日(水)までの間におひとり1度ご入場いただける補助券を
KPC会員の皆様に配布しております。※なばなの里内でご利用いただける入村券付きクーポン(1000円)付です。

※通常料金は2,300円(イルミネーション期間中)
※なばなの里入村券売り場にて、料金をお支払のうえ「入村券」（クーポン付）とお引換ください。
※消費税込。※幼児は入村可能ですがクーポンは付きません。1,900円小学生以上／補助券利用で

指定
厚生施設
補助券

なばなの里　三重県桑名市長島町駒江漆畑270番地　http://www.nagashima-onsen.co.jp　TEL:0594-41-0787

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。



KPC会員様特別ご優待券
　新年最初のハイキング例会は、眼下に渡月
橋や天龍寺などを見渡せる松尾山の山頂を
経て、嵐山まで歩きます。
●日程：平成30年1月14日㊐ 
●集合時間：午前8時45分
●集合場所：松尾大社（阪急松尾大社駅）
●行程：約6km 約2時間 家族向きコース
●装備：軽食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●その他：解散後、有志の新年会を予定しています。

●松尾大社▶苔寺谷（京都一周トレ
イルコース）▶松尾林道No,51▶
四つ辻No,32▶周回路▶四つ辻
No,32▶松尾山（△275.6m）▶松
尾山登山口▶嵐山公園（解散）

コース

京の自然を歩く、京都一周トレイル⑦ 松尾～嵐山
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

　地中海のカプリ島の食堂がコンセプト
で、レモンをふんだんに使った料理とお
酒のお店。外観・内観も可愛いレモン色
で、まさにインスタ映えのお店です！

　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29回目。
今月は地下鉄五条駅から烏丸通を四
条駅の方へ徒歩３分のところにある
「カプリ食堂」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

カプリ食堂

【特典】レモネード１杯サービス

京都市下京区大堀町479 1階
【営業時間】
ランチ    11：30～15：00
ディナー 17：00～23：00（L.O.22：30）
【定休日】不定休

店舗
情報

切り取り線

075-708-8870

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2018年2月28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

　今回は蕎麦屋で日本酒を味わってみましょう。
仕事帰りの一杯、蕎麦をたぐりながら飲み比べを楽しんでいただきます。

　蕎麦を注文し、食べる前まで
に日本酒とおつまみをささーっ
と味わうのを「蕎麦前」といい
ますが、その部分もしっかりと
お楽しみいただきます。そして
締めの蕎麦でちょっと酔いを
醒ますぐらいの余裕が、粋なお
酒の嗜み方。くれぐれも飲みす
ぎないように。

蕎麦屋で地酒を味わう会員美味交流会 vol.3
～蕎麦前から締めの蕎麦まで～

●日程：2月6日㊋ 19時～20時30分予定
●会場：京都 中之光庵
　〒600-8032 京都市下京区寺町通仏光寺上ル中之町569
　電車でお越しの場合：阪急河原町駅10番出口から徒歩3分
●参加料：4,000円
　▶地酒の飲み比べ
　▶地酒に合った料理について
　　（蕎麦前として「前菜七種」と「天ぷら」）
　▶蕎麦～蕎麦湯の説明
　　（蕎麦の産地、十割と二八の違い、食べ方など）
　▶締めの蕎麦
●定員：14名 （最少催行人数10名、お申込み多数の時は抽選）
●備考：参加決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もありますのであらかじめご承知おきください。
　お申し込みは、KPC事務局まで。

※会員美味交流会とは、テーマを決め「社会人のため」になる美味な
　会員交流会です。

※画像はイメージです。
締切：1月10日

切り取り線
▲切り取ってご利用ください






