
「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 24,000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

答えて当てよう いいとこクイズ
京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

バスツアー

平成30年度 
優良従業員表彰式及び会員の集い
開催いたします
11月22日㊍ ANAクラウンプラザホテル京都

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.115
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200名定 員

 • 表彰対象の申請は終了しております。
 • 事業所内で表彰対象者がいらっしゃる場合は同席になります。
 • 企業主と表彰者は別途案内を同封しております。
　ご出席よろしくお願いします。
 • 表彰対象外の会員の方は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。

ご 注 意

10月26日（金） 申込締切日

企業主 10,000円　表彰者・会員 5,000円
※ご飲食料金、アトラクション参加料金を含みます。

参加料金

　公益財団法人京都中小企業振興センターにご加入の優良従業員の皆様方の
表彰式及び会員の集いを下記の要領で行います。

（被表彰者の方は推薦にて決定し、ご参加案内を別途お送りいたします）
会員の集いでは、アトラクションもございますので
表彰対象外の会員の方もご一緒にご参加ください。

17：00～日時●11/22（木） 会場●ANAクラウンプラザホテル京都
　　  （京都市中京区堀川通二条城前）

第1部　表彰式　17：00～
　　　　京都府知事表彰（勤続25年以上）
　　　　京都市長表彰（勤続20年以上）
　　　　京都商工会議所会頭表彰（勤続15年以上）
　　　　センター理事長表彰（勤続25年以上・20年以上・15年以上）

第2部　会員の集い（懇親パーティー）　18：00～20：00 
　　　　フルコースのお料理をお楽しみください
　　　　アトラクション
　　　　田中彬博　アコースティック ギター・ライブ
　　　　豪華賞品が当たる！ラッキーカード抽選会

実 施 内 容

今年のパーティーに華を添えていただけるアーティスト

1986年1月2日生まれ。アコースティック・ギタリスト。2007年、モリダイラ(株)
主催フィンガーピッキングコンテスト全国決勝大会において「最優秀賞（グラン
プリ）」ほか、人気投票により選ばれる「オーディエンス賞」、最も優れたカヴァー
アレンジに贈られる「オリジナルアレンジ賞」の三冠を獲得。2010年、アメリカ
で開催される世界規模のギターコンテスト、39th Walnut Valley Festival 
「International Fingerstyle Guitar Championship」にて日本人初、大会史上
最年少でのグランプリを受賞。出身地である京都を拠点に国内外で活動中。
http://tanakaakihiro.com/

田中彬博 たなか あきひろ

KPC
主催

KPC
主催

KPC
主催



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
10月8日（月）

Qとある町では、稲刈りが終わった田
んぼに「古老柿（ころがき）」という干

し柿をつくるための棚「柿屋（かきや）」が建
てられます。これは11月上旬～12月下旬
頃にしか見られない初冬ならではの風景。
何という町の風物詩でしょう。

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

1 2 3 メニューカテゴリーより
「あそぶ」を選択
4

アクティブに秋を楽しもう！
アウトドアや文化体験を楽しむメニューも追加されました！ 「いやしなびＫＰＣ ライフサポート倶楽部」をぜひご利用ください。

㊟

No.4 炭櫓 おすすめランチ

3名様

50名様
QUOカード
500円分

No.6

Ｔジョイ京都
映画観賞券

No.5 10組
20名様

会社のみんなで分けてね

チョコラBB
スパークリング
グレープフルーツ&
ピーチ味
140mlビン 48本セット

No.3

3名様

スープオリジナルバラエティー
（じっくりコトコト他）
6種48個セット

No.2

〈メニュー例〉詳しいご利用方法はKPC会員専用ホームページからメニュー検索でご覧ください。

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

淡路ファームパーク 
イングランドの丘フォレストアドベンチャー・栗東 宅配バーベ急便

メニューNo.750608メニューNo.753734メニューNo.751145 メニューNo.750231

㊟会員番号（17桁）とパスワードについては②のページをご覧ください。　※会員特典内容は変更となる場合がございます。　※ご利用方法は、いやしなびＫＰＣをご覧ください。　　　

嵐電の嵐山本線と北野線が一日中、乗り
放題のお得な乗車券です。「足湯」の割引
利用のほか、沿線の神社や観光施設など
約30施設の特典がついています。
さらに、嵐山グルメぐりクーポンもセット
にしたお得なチケットです。
2019年3月31日まで有効

嵐電1日
フリーきっぷ

No.1

賞味期限:
2019年5月

賞味期限:2019年6月

アクティビティジャパン

入園料   おとな（中学生以上）800円 ⇒700円 
                こども（4才～小学生）400円 ⇒300円 4名まで
※3才以下無料 ※WEB会員証の提示が必要です。

ライフサポート会員限定　割引クーポンをご提供。
ご予約の総額から3％引き　
※事前にご予約が必要です。

日本各地で大人気の森林アウトドアパークが
滋賀県初上陸！

アドベンチャーコース：
通常3,600円/名⇒特別割引 3,100円/名
※事前にご予約が必要です。 
※クーポン券をコピーして持参してください。

手ぶらでＢＢＱ！
食材器材を現地までお届けいたします。

氷+保冷ＢＯＸサービス（2,700円相当）
※参加人数に応じて数量増
※事前に予約が必要です。「ご利用方法」をご確認
　ください。

日本全国の様々なアウトドアアクティビティ・
文化体験を予約できるサービスです。

遊びにグルメ、体験がイッパイ。
コアラに会える農業公園。

NEW NEW

2名様

2018年
11月末まで

ヒント：府内でも有数のお茶の生産地で「日本緑
茶発祥の地」といわれる

10組
20名様
(大人)



（通常2,500円）1,000円1Fゴール裏 小中

（通常3,500円）2,000円1Fゴール裏 大人

南座発祥四百年 南座新開場記念 
京の年中行事　　　　　　　　　當る亥年吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎京都ハンナリーズ 自由席

パリ木の十字架少年合唱団
クリスマス・コンサート

阿部真央 らいぶNo.８～10th Anniversary Special～

（通常2,000円）500円2F 小中

（通常3,000円）1,500円2F 大人

（通常1,000円）500円全席自由 高校生以下

（通常3,000円）2,500円全席自由 一般

（当日3,240円）2,000円小人(小学生)

（当日3,780円）2,900円大　人

締切：10月10日

締切：10月9日

▶日時：12月1日㊏14：00
▶会場：京都コンサート
　　　　ホール 大ホール
▶定数：20枚

　クリスマス・シーズンに
響きわたる天使の歌声と
パイプオルガンの音色。
【曲目】レノン＆オノ：ハッ
ピー・クリスマスほか

▶日時：1月27日㊐17：30
▶会場：神戸ワールド記念ホール
▶定数：20枚
※未就学児童のご入場はできません。
※小学生以上はチケットが必要になります。

　2019年1月にデビュー10周年を迎える阿
部真央「らいぶNo.8」が開催決定！
臨場感&一体感の出るワールド記念ホールに
て、阿部真央10周年集大成をお届けします。

はるひざ

新春公演 春陽座　大衆演劇とお食事プラン

（通常4,500円）3,500円お食事（寿）

（通常3,500円）2,500円お食事（春）

締切：10月10日▶日時：１月４日㊎～２９日㊋
　昼の部11：30～14：20  夜の部18：00～20：50
　※千穐楽は昼の部のみ、10日㊍は終日休演。
　※毎昼夜、演目が変わる予定です。
▶会場：臨済宗妙心寺派 花園会館
　京都市右京区花園木辻北町１-５ 
　お問合せ先：京料理 花ごころ TEL：075-467-1666
▶定数：各20枚

　笑いあり、涙ありの大衆演劇。春のような美
しさを持つ劇団“春陽座”のお芝居、舞踊ショー
とお食事がセットになったお得なプランです。

（通常6,500円）6,500円全席指定

締切：10月10日

1 2

5

3

茂山狂言・笑の収穫祭2018

（通常6,500円）5,500円全席指定

締切：10月5日
▶日時：11月24日㊏14：00　▶会場：金剛能楽堂
▶定数：20枚

【演目】「素袍落（すおう
おとし）」「宗旦狐（そうた
んぎつね）」「かけとり」
【出演者】（予定）茂山千
作、茂山七五三、茂山
あきら、茂山千五郎、
茂山宗彦、茂山茂、茂
山逸平、茂山童司 ほか

64

1 2

みどり農園 野外BBQ+きのこごはん+お土産付 京都温泉 日帰り温泉プラン〈昼食〉3 4
　野外でのBBQに「きのこごはん」それにお土産
もついて、1日のんびり過ごせる観光農園です。
▶Cコース：柿＋みかん狩り 10月下旬～12月上旬
▶場所：みどり農園 
営業時間：10：00～17：00頃 期間中無休
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる
　旨伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する
　場合があります。

■お問い合わせ・ご予約先 京都府綴喜郡井手町多賀小払1
TEL.0774-82-2654 駐車場80台無料

　2016年10月に開幕した
B.LEAGUEも今年で3シーズ
ン目に突入！
17-18シーズンはB.LEAGUE
チャンピオンシップにも出場
し、ベスト8の成績を残しまし
た。18-19シーズンもメン
バーは大きく変わらず、安定
した粘り強いディフェンスを
軸にした戦いに期待ができま
す。今、注目のB.LEAGUE。ぜ
ひ会場でスピード感と迫力を
体感してください！

以降の試合はホームページをご覧ください
▶定数：各試合10枚　試合日ごとにチケットが必要です。

（通常25,000円）23,000円一等席

締切：10月9日

　師走の訪れを告げる「まねき」とともに「吉例顔見世興行」
がいよいよ帰ってきます。
【出演者】坂田藤十郎、片岡仁左衛門、中村芝翫、片岡愛之助他
【昼の部】第一部 菅原伝授手習鑑 寺子屋／第二部 鳥辺山心中
／第三部 ぢいさんばあさん／第四部 恋飛脚大和往来 新口村
【夜の部】第一部 義経千本桜 すし屋／第二部 面かぶり／第三
部 弁天娘女男白浪／第四部 三社祭
▶日時：昼の部（10:30）12月7日㊎、11日㊋

夜の部（16:30）12月5日㊌、13日㊍
▶会場：京都南座　▶定数：各10枚
※出演者、演目は変更になる場合がございます。

9月29日まで

（通常　400円）200円中小生

（通常　700円）400円大高生

（通常1,100円）800円一　般　

第70回 正倉院展
　今年は合わせて56件の宝物が出陳されます。そのうち
の10件は初出陳を含みます。
▶会期：10月27日㊏～11月12日㊊ 開館時間：午前9時～午後6時
　※金曜日、土曜日、日曜日、祝日は午後8時まで
　※入館は閉館の30分前まで
▶会場：奈良国立博物館
　※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料です。

10月26日まで

（当日　500円）200円中小生

（当日1,000円）500円大高生

（当日1,500円）900円一　般　

生誕120年 イスラエル博物館所蔵 ミラクル エッシャー展
The Miracle of M.C. Escher: Prints from The Israel Museum, Jerusalem

イスラエル博物館から選りすぐった約150点を日本初公開。
▶会期：11月16日㊎～2019年1月14日㊊㊗ 
　開館時間：火～金／10時-20時、月土日祝／10時-18時
　休館日：11月19日㊊・26日㊊、12月31日㊊、1月1日㊋㊗
　※入館は閉館30分前まで
▶会場：あべのハルカス美術館
※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターでご購入された
　ご本人と付き添い1名様まで当日料金の半額。 11月15日まで

（通常5,500円）5,000円栄寿庵御膳

（通常4,500円）4,000円野点

 京都駅前初、地下910ｍから汲みあげる自家源泉の湯を備え
た和のホテル「京湯元ハトヤ瑞鳳閣」にて温泉（炭酸水素塩温
泉）とお食事をお楽しみいただけるプランです。男湯、女湯共に
半露天風呂があり大パノラマの眺望をお楽しみいただけます。
▶有効期間：2019年3月31日㊐まで
▶プラン内容　●レストラン「栄寿庵」にて昼食（11：30～）
　　　　　　　●「京都温泉」にて入浴（12：30～）
　　　　　　　●カフェタイム　●入浴剤プレゼント
▶ご予約・お問合せ先：京湯元ハトヤ瑞鳳閣  TEL：075-361-8108
※清掃のため使用不可の日がありますので、ご確認下さい。

3月20日まで

©kyotohannaryz/B.LEAGUE

平成27年吉例顔見世興行より

アルバルク東京 ハンナリーズアリーナ
大阪エヴェッサ ハンナリーズアリーナ
三遠ネオフェニックス ハンナリーズアリーナ
秋田ノーザンハピネッツ 三段池公園総合体育館
シーホース三河 ハンナリーズアリーナ

10/27㊏18：05   10/28㊐14：05
日程・試合開始時間 対戦相手 会 場

11/7㊌19：05
11/10㊏18：05   11/11㊐14：05
12/8㊏14：05     12/9㊐14：05
12/15㊏18：05   12/16㊐14：05

ライジングゼファー福岡 ハンナリーズアリーナ12/26㊌19：05
新潟アルビレックスBB ハンナリーズアリーナ1/5㊏14：05       1/6㊐14：05

ご注意　●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。●補助券ですので、ご入場時に現地窓口にて下記の料金をお支払のうえクーポンをお受け取りください。●「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度切りです。●有効期間は2019年2月28日まで。●裏面のお申込み書に必要事項をご記入のうえ事務局までFAXでお申込み下さい。

ご利用方法：KPCまでお申込みが必要です。補助券をお届けしますので、なばなの
里販売窓口に提出してください。なばなの里販売窓口にてお支払いいただき、
「なばなの里入村券付きクーポン(500円×2枚)」をお受けください。

なばなの里

〒511-1144 三重県桑名市長島町駒江漆畑270 なばなの里
TEL：0594-41-0787（代）1,900円ルミネーション10/20㊏～2/28㊍

小学生以上／補助券利用で （通常2,300円）1,200円花まつり（秋）9/15㊏～10/19㊎
小学生以上／補助券利用で （通常1,600円）

指定厚生施設補助券
ご利用案内

三
代
目
座
長

澤
村
か
ず
ま

二
代
目
座
長

澤
村
心

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）

平螺鈿背八角鏡（へいらでんはいのはっかくきょう）

《相対性》　1953年 
All M.C. Escher works © The M.C. Escher Company,
The Netherlands. All rights reserved. www.mcescher.com



[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

　前年度から京都の自然を歩く『京都一周
トレイル』の続編です。鷹峯から沢ノ池を経
て高雄へ。
●日程：10月14日㊐　
●集合時間：午前8時30分
●集合場所：京都市営地下鉄

北大路駅 南改札口前
●行程：約10Km 約6時間（一般向きコース）
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、

昼食、手袋等
●交通費：約1,000円

●北大路バス停[8時39分発 市バス
（北1系統）鷹峯・源光庵・玄琢 乗車]▶
鷹峯▶千束▶上ノ水峠▶（少し寄り道 
菩薩の滝）▶沢ノ池80▶仏栗峠▶林道
分岐85▶白雲橋87▶槇ノ尾▶高雄・
市バス停（15時頃解散予定）

コース

京都一周トレイル⑫ 鷹峯～高尾
ハイキングサークル

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

　先日「鰻イベント」でお邪魔させていた
だいた「炭櫓」さん。入口横で鰻のさばき、
焼きをガラス越しに見ることができます。
厳選鰻を備長炭で関西焼した鰻料理の
「パリッふわっ」を堪能してください！

　京都在住の弾き語りシンガーソング
ライター小林未菜さんのＫＰＣ会員特
約店「食べ歩きレポート」。
今月は阪急河原町駅直結、住友不動産
京都ビル FOOD HALLの「炭櫓」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

うなぎ･ひつまぶし 炭櫓
京都四条河原町店

【特典】１人１品サービス
（17：00~のお客様に限る／10月末まで）

075-254-8006

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.34

店舗情報 京都市下京区四条通河原町東入真町68
住友不動産京都ビル FOOD HALL 8F

〈営業時間〉 11:00～21:00(L.O.20:30)
　　　　 　※売切れ次第終了
〈定休日〉　 無休

●ご利用方法：ジョルダンパスポートマーク付きのKPC会員証を店頭でご提示ください。

ハローキティと一緒に
ハローキティ新幹線で行く博多

申込締切日は10月10日水

2018年
10月21日㈰
　出発限定

❶ハローキティに会える♪
❷ハローキティ新幹線グッズが付いてくる
❸先着50名様博多総合車両所運転台見学券をご用意♪
❹サンリオショップで利用できるお買い物割引券付！

KPC会員証
（全福マーク付き）を
店頭で本申込時に
提示して5％OFF

◀仮申し込み
https://gicz.jp/open/kittydem
ツアー詳細は日本旅行ホームページにて
確認して下さい。

お問合せ・取扱いは 日本旅行 京都四条支店
〒600-8006 京都府京都市下京区四条通柳馬場西入
ニッセイ四条柳馬場ビル２階
TEL：０７５-２２３-２３１１

●京都駅八条口（8：30）▶京都東
IC▶休/御在所SA▶（10：50）名古
屋城本丸御殿（金シャチ横丁）等▶
（12：45）名古屋東急ホテル（オー
ルデイダイニングモンマルトルで
ブッフェランチ）（14：00）▶ノリタ
ケの森自由見学（15：20）▶京都
東IC▶（18：00）京都駅八条口

コース

名古屋城本丸と金シャチ横丁
バスツアー

　復元が待ち望まれていた「名古屋城本丸御殿
（2018年6月公開）」や、名古屋めしが堪能できる城
下町を再現した「金シャチ横丁」をお楽しみいただ
けます。昼食は五感の全てを刺激するオールデイ
ダイニング「モンマルトル」にていただき、その後は
「ノリタケの森」をご自由にご見学いただけます。
●日程：11月11日㊐  ●集合時間：8時15分
●集合場所：京都駅八条口
●定数：25名（最少催行人数20名）
●料金：会員・会員家族 9,800円　一般 11,800円

取扱：京都交通社 締切：10月15日

●対象：KPC会員本人　●定数：100名
●有効期間：平成31年11月末まで
●利用方法：専用の申込書でKPCまでお申込ください。
　ご登録完了後、深草ゴルフより手続き完了通知が
　送られます。

深草ゴルフ 京都市山科区勧修寺南大日町１６２
TEL：075-571-3696
営業時間：早朝7時より深夜0時まで

入場料　▶平日108円引き
　　　　　土日祝216円引き
ボール代▶平日108円引き
　　　　　土日祝216円引き（50球）

通常5,400円の年会費をKPCが負担いたします。

新規 更新深草ゴルフ友の会　　  ＆　　  会員募集！！
自然がいっぱい、気分爽快




