
「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

ライフサポート倶楽部

ダーツ交流パーティー 開催！
11月30日㊎ THE SODOH HIGASHIYAMA

秋の会員美味交流会 開催！
11月19日㊊ スプリングバレーブルワリー 京都

京都名所フォト・レッスン 開催！
12月2日㊐ 仁和寺

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.116
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司　会
DJしもぐち☆雅充さん

司　会
DJしもぐち☆雅充さん

日時 ● 11/30（金）18:30～20:30 
会場 ● THE SODOH HIGASHIYAMA

100名（お申込み者多数の時は抽選となります）定 数

パーティーの進行中に、グループ単位でダーツをしていただき、
そのグループ全員の得点により順位を決定いたします。
今回だけのオリジナルルールです。参加者全員ダーツに参加いただきます。
初心者でも安心して楽しんでいただけます。マイダーツの使用はできません。

ダーツゲーム
に つ い て

11月7日（水） 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。申込締切日
4,500円

※ご飲食料金、アトラクション参加料金を含みます。
※ご参加は大人のみ。未成年者のお申し込みはご遠慮ください。

会員外
（会員同伴者）10,000円会員参 加 料

◀至京阪祇園四条駅
八坂神社

円山公園

高台寺

圓徳院

霊山観音

法観寺
（八坂の塔）

東
大
路
通

高
台
寺
公
園

下
河
原
通

東山安井

高台寺南門通

祇園

東山安井
バス停

THE SODOH
HIGASHIYAMA
KYOTO

東山安井
バス停

THE SODOH HIGASHIYAMA KYOTO
京都市東山区八坂通下河原東入八坂上町 366

豪華賞品多数ご用意しております！

●SONY ワイヤレスイヤホン

●京都焼肉 弘 
　特選焼肉ギフトセット

●プリンセス テーブルグリル・ピュア
●パナソニック ドライヤー

●一休 .comギフト

伝統的なイタリア料理をベースにしたコース。
秋に旬をむかえる食材を集め、香りと食感にもこだわっています。

炙りカンパチと京小蕪 酢橘
白神あわび茸とスイスチャード パルミジャーノソース

秋刀魚と九条葱 カンパネーレ
国産牛サーロインのグリル 黒胡椒と蜂蜜のソース
マロンムース ジャスミンティーのアイスクリーム

パン　コーヒーもしくは紅茶
※フリードリンク制（ex.ビール、ワイン、日本酒、カクテル各種、ジュース等）  

※料理内容は変更になる場合があります。

コース料理

今年ほぼ1年の締めくくりとして、
恒例となりました「ダーツ交流パーティー」を開催いたします。

全員参加型ダーツ団体戦も実施。優勝チーム他豪華な賞品もご用意。
今年はシックな雰囲気で行います。ぜひご参加ください。

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
11月5日（月）

Q「蚕都」と呼ばれた綾部
には、この地で創業した

某老舗繊維メーカーの手がけ
るミュージアムがあります。
その施設名は？

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
「くらし」を選択
4

美味しい情報をお届けします！
グルメを楽しむメニューが追加されました！「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。

㊟

50名様
QUOカード
500円分

No.8

Ｔジョイ京都
映画観賞券

No.7 10組
20名様

2組
4名様

2組
4名様

会社のみんなで分けてね

オムロン パイプオルガン 
コンサートシリーズVol.63
「世界のオルガニスト」 招待券
2019年2月23日（土）
京都コンサートホール大ホール
出演：アレシュ・バールタ
曲目：ボエルマン/ゴシック組曲 他

No.3丹波茶屋 ゆらり由良川
ランチ ペア

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

㊟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。　　　

どんな部屋でもGoogleアシスタント
がハンズフリーでお手伝い。あなただ
けのGoogleアシスタントが、いつでも
あなたの知りたいこと、やりたいこと
をサポートします。
※カラーはお任せください

2名様

Google Home Mini
No.1

6名様

10名様

No.6
UCC 職人の珈琲
ドリップコーヒー
深いコクのスペシャルブレンド
（7g×50袋）　賞味期限:2019年6月

No.4
お好み焼き 風月
お食事優待券
2,500円分

2名様

全店で利用可能

No.5
湯快リゾートグループ
ご宿泊券
有名温泉地のギフト券です。

メニューNo.770710

契約農家で育てた地鶏と九州郷土料理が味わえる本格居酒屋

会員限定クーポン提示で、お会計時10％割引

宮崎県日向市 塚田農場 
京都西院店

宮崎県日向市 塚田農場 
京都三条大橋店 ホテルカンラ京都

メニューNo.720814

利用総額に対しての10％OFF
※お電話でお申込みください。
※クーポンの提示が必要となります。  

旬の食材と酒で、京都の食文化を楽しむ
・イタリアンダイニング「THE KITCHEN KANRA」　 
・鉄板料理「花六」　  

NEW一休.comレストラン
メニューNo.720816

※全ての予約で使える200円ＯＦＦクーポン
※おひとり様1万円以上のプランのご予約に使える
　500円ＯＦＦクーポン 
※事前にご予約が必要です。

ライフサポート倶楽部会員のみが利用できる
一休.comレストランで使えるクーポン特典！ 

NEW

こころに
贅沢させよう

NEW

Google Home Mini は、Google LLC の商標です。

623-0037 京都府綾部市並松町寺下1-1



※大高生は対象外

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ
「くるみ割り人形」

宝塚歌劇 星組公演

京フィルクリスマスコンサート２０１８　
サンタウサギのおんがくかい

（当日　200円）100円幼児

（当日　500円）200円中小生

（当日1,200円）900円一般

1 東京スカパラダイスオーケストラ
2018 TOUR「SKANKING JAPAN」

梅沢富美男劇団公演2019
～梅沢富美男魅力のすべて～2 3 4

765 湯快リゾートグループ ご宿泊券 KFCカード 8こども商品券

（通常1,500円）1,100円大人

▶有効期間：最大2年間
　店頭で利用またはチャージでさらに2年間更新

▶定数：200枚 ※会員お一人2枚まで購入可。お申込み 
　多数の場合は抽選、お届けは12月上旬予定 
※お釣りは出ません ※10円単位で使用可 ※事務局での
販売はなし ※抽選の場合当選者にのみご連絡 ※オーク
ションサイトなどへの転売禁止 ※払戻し不可

（通常800円）500円子ども
（３才以上中学生以下）

▶日時：12月16日㊐11：00 ▶定数：30枚　
▶会場：八幡市文化センター
         大ホール

▶有効期限：2023年12月31日㊐まで
▶定数：300セット※会員お一人2セットまで購入可。
　お申込み多数の場合は抽選、お届けは12月上旬予定 
※お釣りは出ません ※事務局での販売はなし ※抽選
の場合当選者にのみご連絡 ※オークションサイトなど
への転売禁止 ※払戻し不可

　子どもたちが口ずさめる曲の数々と共にコ
ンサート終了後の楽器体験など家族揃って楽
しんでいただける公演です。
[予定曲目]チャイコフスキーくるみ割り人形
より“クリスマスツリー”“花のワルツ”、
ジブリメドレー、アンパンマンマーチ 他

4,500円1セット /1,000円×5枚セット（通常 5,000円）

締切：11月5日

締切：11月10日

　全国のおもちゃ屋さんや量販店でご利用いただ
ける商品券です。これからのクリスマスシーズンに
向けたプレゼントの購入にいかがでしょうか？

▶日時：
　12月30日㊐14:00
▶会場：
　ロームシアター京都 
　メインホール
▶定数：30枚 
※3歳以下入場不可、
　4歳以上有料
※演奏は特別録音音源を
　使用

締切：11月12日

（3,000円分使用可能）2,700円１枚

締切：11月5日

　全国のケンタッキーフライドチキン店頭でご利
用可能なプリペイドカード（特殊店舗は除く）。
チャージで繰り返しご利用いただけます。▶有効期間：2019年10月31日㊍まで

▶定数：300枚※会員お一人10枚まで購入可
▶ご予約・お問い合わせ先：各館に直接お電話か湯快
　リゾートホームページ（yukai-r.jp/）へ
※予約必須
※チェックインの際に必要ですので、必ず事前にご準備し
てください。後日申告はできません
※追加での支払い可（おつりは出ません）
※入湯税には充当不可
※チケットの払戻し不可

（8,100円分）7,400円1枚　　　　会員料金

締切：11月5日

　有名温泉地に28館ある、湯快リゾート各館での
ご宿泊・ご飲食の精算にご利用いただけます。

（通常8,300円）7,800円S席

締切：11月5日

▶日時：2019年1月11日㊎13：00/13日㊐11：00
24日㊍11：00/2月2日㊏11：00

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

Once upon a time in Takarazuka
『霧深きエルベのほとり』
スーパー・レビュー
『ESTRELLAS（エストレージャ
ス）～星たち～』

©宝塚歌劇団
《主演》紅ゆずる、綺咲愛里

1 2 京都鉄道博物館 入館券

3 4

　「地域と歩む鉄道文化拠点」を基本コンセプ
トとし、子どもから大人まですべての人が楽し
める日本最大級の鉄道博物館です。
▶有効期限：2019年3月31日㊐まで
▶会場：京都鉄道博物館
　営業時間:10:00～17:30（入館は17:00まで）
　休館日:毎週水曜（祝日は開館）・年末年始・一部火曜
　詳細はホームページでご確認ください

在庫限り（当日　700円）300円子ども(3歳～小学生)

（当日　900円）500円大人(中学生以上)

プラレール博 in OSAKA ～ようこそ！夢のテーマパークへ！！～
　プラレールのなかまたちがキミを待ってるよ！ぜん
ぶ遊びつくしちゃおう！！
▶会期：2019年1月1日㊋㊗～6日㊐
　　　　12日㊏～14日㊊㊗ 
▶会場：大阪南港ATCホール
　開館時間：10:00～16:30（最終入場16:00）
※2歳以下無料　※入場記念品【中間車】含む
※障害者手帳をお持ちの方お一人に対し、介助者お一人に限り無料

12月25日まで

12月19日まで

／2店舗共通2,900円1名　

大原温泉 紫の湯  入浴券 味噌鍋のお食事付
　「民宿大原の里」「民宿 大原山荘」2店舗でご利用
いただけます。
▶場所：
　民宿大原の里
　京都市左京区大原草生町41　TEL:075-744-2917
　営業時間:12:00～15:30頃
　民宿大原山荘
　京都市左京区大原草生町17　TEL：075-744-2227
　営業時間:11：30～14：30頃
　※事前予約必須

在庫限り

（平日3,200円／土日祝3,500円）2,800円お一人 
全日

※2018年11月3日、12月31日、2019年3月30日は除外日となります。 ※他の割引券類との併用は出来ません。 ※宿泊プランはございません。九州地区にお勤めの方はぜひご利用ください。
備考　●1会員様につき5名様まで補助対象となります。 ●KPCまで補助券を申請してください。（スマホの方は右のQRコードから） ●ご利用当日はKPC発行の補助券とKPC会員証が必要です。
イベントについてのお問合せは　ハウステンボス　＜総合案内ナビダイヤル＞tel.0570-064-110

輝きを極めた夜景は水上へ　世界最大1300万球　ハウステンボス　光の王国　
光の大平原にいるかのような広大なガーデンなど世界最大1300万球のイルミネーションが街並みを彩ります。
今年からは光と噴水のスペクタルショー「ウォーターマジック」が誕生します。

ハウステンボス

5,800円大人（18歳以上） （通常7,000円） 4,800円中人（中・高校生） （通常6,000円） 3,400円小人（4歳～小学生） （通常4,600円） 5,300円シニア（65歳以上） （通常6,500円）

1Dayパスポート購入補助券

S席 （通常7,500円）6,500円 全席指定 （通常6,800円）6,300円

▶日時：12月24日㊊㊗17:30
▶会場：大阪城ホール ▶定数：20枚
※3歳以上有料、3歳未満入場不可 締切：11月12日

　ライブハウスか
らはじまりホール
公演も経たファイ
ナルは、“スカフェ
ス in 城ホール”編
として12/24大阪
城ホールで開催！

▶会場：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数：各30枚 ※未就学児童入場不可

締切：11月5日

　観客を楽しませることに徹
した至極のエンターテイメン
ト、梅沢富美男劇団公演。一
度観たらクセになる！その人
気の理由を、ぜひご自分の目
でお確かめください。
▶日時：2019年1月27日㊐
　13:00/16:30

全席指定 （通常5,500円）4,600円

リーガロイヤルホテル大阪  「オールデイダイニング リモネ」
ランチビュッフェチケット

　シェフができたてをお届けするスタンドクッキング
や、10種類以上のドレッシングやサラダディップが並
ぶサラダバー、趣向を凝らしたオードブルに温かな
煮込み料理等、バラエティ豊かなお料理をお好きな
だけお楽しみいただけます。
▶有効期限：2019年3月31日㊐まで
　※12/21～1/8は除外日

▶場所：リーガロイヤルホテル大阪　
　　　　ウエストウイング1階
　　　　「オールデイダイニング リモネ」　　
　営業時間:11:00～15:00（ラストオーダー14:30） ※90分制

2019年3月31日まで

5 6

（通常4,514円）3,900円おひとり

京都ホテルオークラ 中国料理 桃李
　大人気の「ランチオーダーバイキング」を特別価格でご
用意。蒸しズワイ蟹や飲茶に酢豚など約40種類の本格中
国料理をお好きなだけお召し上がりください。11月・12月
はあわびや牡蠣、牛フィレ肉など豪華食材も登場します。

▶有効期間：11月1日㊍～12月30日㊐
▶場所：京都ホテルオークラ 地下1階 桃李　
　営業時間11:30～14:30（土日祝 2部制 11:30～／13:30～）
　※90分制　※ご予約をお願いいたします。
　ご予約・お問い合わせ
　TEL.075－254－2543

（通常2,376円）1,300円おひとり

　世界のワイン常時約8種類をフリーフロー
でお楽しみいただけます。生ハムやパスタ、季
節の料理などホテル自慢の洋食やコース料理
と組み合わせてお愉しみください。忘年会や
歓送迎会、女子会などにもご利用いただけます。
▶有効期間：11月1日㊍～12月30日㊐
　※12／22～12／25を除く。
▶場所：京都ホテルオークラ 2階 ベルカント
　営業時間：11:30～21:00　※90分制　
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540
【特典】おひとり様に
グラス生ビールを1杯サービス

QRコードを読み込むだけでご入場いただけ
るスマホチケットが利用できます。GICパス
ポートをご利用いただくことでKPC事務局
からのチケット到着を待たずにご利用にな
れます。※決済手数料300円かかります。

12月19日まで

京都ホテルオークラ テラスレストラン ベルカント  ワインバー

QRコードを読み込むだけでご入場いただけ
るスマホチケットが利用できます。GICパス
ポートをご利用いただくことでKPC事務局
からのチケット到着を待たずにご利用にな
れます。※決済手数料300円かかります。

●期間：2018年10月20日㊏~2019年3月31日㊐　●料金：1DAYパスポートのみ（入場１日＋対象施設１日利用）
©ハウステンボス／Ｃ－6647

© TOMY　　「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

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）



[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

　彦根から近江鉄道で「多賀大社前駅」へ。
そこから『お伊勢参らば、お多賀へ参れ、お伊
勢お多賀の子でござる』の俗謡で知られる多
賀大社、胡宮(このみや)神社、大瀧(おおた
き)神社の三社と楢崎古墳をめぐります。
●日程：11月11日㊐　
●集合時間：午前7時30分
●集合場所：ＪＲ京都駅 中央改札口内前
●行程：約11Km 約5時間（一般向きコース）
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋、昼食 等
●交通費：約3,000円

●JR京都駅（7:45発）快速米原行▶JR
彦根駅にて近江鉄道乗換（9：02発）▶
多賀大社前駅（9：18着）▶胡宮神社
▶楢崎古墳▶大瀧神社▶多賀大社▶
楢崎古墳▶多賀大社前駅（15:00頃
解散予定）

コース

多賀三社まいり
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

　老舗お好み焼き店「鶴橋風月」の新スタ
イル「風月 クラシック 京都」は、チェーン店
とは一線を画した様々なアラカルトメ
ニューを堪能できる魅力的な店舗です！

　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」。今月
は阪急河原町駅2番出口直結、徒歩１分
のところにある「風月 クラシック 京都」
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

風月 クラシック 京都
【特典】ソフトドリンクサービス（ランチも可／12月末まで）

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   月～金 11:00～15:00(L.O.14:00)、17:00～22:30(L.O.21:45)
　　　 　　土日祝 11：00～22：30(L.O.21:45)
定休日　無休

店舗
情報

切り取り線

075-744-0301

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.35

●ご利用方法：KPC会報誌から切り取って、店頭でご提示ください。

会員番号 ー

ご利用人数 名

　秋の味覚に合わせたい飲み物
で、真っ先に思い浮かぶのがビール
ではないですか？
　今回は、いろいろなビールと秋の味
覚を楽しんでいただく時間をご用意い
たしました。クラフトビールの醸造を見
学できる施設ですので出来立てビール
のお味を堪能いただけます。ビール党
の方もそうでない方も、あれこれいろ
んな質問をしてください。

秋の味覚を引きたてるクラフトビールを学ぶ
会員美味交流会 vol.5

●日程：11月19日㊊ 20時～22時
●会場：スプリングバレーブルワリー 京都 TEL:０７５-２３１-４９６０
　　　　京都市中京区富小路通錦小路上る高宮町587-2
●参加料：4,000円 会員外5,000円　
　　　　※未成年者はご入場いただけません。
●内容：❶クラフトビール醸造見学
　　　　❷乾杯のビール：京都限定醸造ビール１杯　
　　　　❸ペアリングセット
　　　　　（6種のクラフトビールとおつまみ6品のセット）　
　　　　❹秋の限定料理　1品
●定員：30名 （最少催行人数24名）
●備考：参加決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もございますのであらかじめご承知ください。
　お申込みはKPCまで

締切：11月12日

●日程：12月2日㊐ 15：00集合 18:00解散予定
●会場：真言宗御室派 総本山仁和寺
　　　　〒616-8092　京都府京都市右京区御室大内33
●料金：会員家族3,500円 会員外6,500円　大人子供同額・拝観料含む
●定数：20名 最少催行人数10名　※定数を超える時は抽選といたします。
●備考：雨天の場合中止することがあります。三脚・一脚の使用はできません。

　　　　　　　　　お申込みはKPCまで
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
締切：11月13日

今回は紅葉が期待できる世界遺産・仁和寺です。
カメラの設定などを教えていただいてから

境内に出て撮影する予定です。

プロの写真家と巡る

京都名所
フォト・レッスン5

水野秀比古 先生講 師

写真：水野秀比古先生






