
「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

京都ええ店食べある記

旅とグルメの会 早春の宇治

答えて当てよう いいとこクイズ

ライフサポート倶楽部

ハイキングサークル

バスツアー

京都ツーデーウォーク
KPCスタンプラリー 参加者募集！
3月3日㊏・4日㊐ 開催　

京都の美味しいお店200店 
「京都レストランウインタースペシャル」
補助券スタート（初）

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.107
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3月 3日土・4日日3月 3日土・4日日開催日　● 梅小路公園梅小路公園メイン会場　●

※中学生以下は無料です
※2日参加も1日参加も同額です1,500円1,500円（通常1,800円）（通常1,800円）参加料金 KPC会員とご家族の方参加資格

両日合計100名定数

参加記念品
大会バッジ、ゼッケン、大会誌、
コース地図、記念品が贈呈されます。

参加特典
京都ツーデーウォークを見事完歩された方を対象に
京都ゆかりの品々が当たる「完歩抽選会」が実施されます。

主催者より

主催：京都市／（公財）京都市体育協会／NPO法人京都府ウオーキング協会

建都 1200 年、歴史と文化の古都「京都」が誇る
社寺仏閣や街並みの景観を楽しみながらウォークしましょう。
ご自分の体力に合わせて、コースを選んで下さい。

受付締切日 2月9日金

京都ツーデーウォーク　京都ツーデーウォーク　

【参加資格】スマートフォンをお持ちの KPC会員とご家族の方
※スマートフォンの操作は、いったん立ち止まって行いましょう。歩きスマホは厳禁です。

各コースのポイントでスタンプ（QRコード）を読み取っていただきます。
上記の各コースのお申込みサイトから、当日までにスマホ参加証を作成ください。

スタンプラリーも併催！

参加者＆KPCスタンプラリーの募集を行います。

30Kmコース
7：00受付

20Kmコース
8：00受付

10Kmコース
9：00受付

北山／東山コース
梅小路公園▶京都御苑▶相国寺▶賀茂川▶宝ヶ池
公園▶曼殊院▶詩仙堂▶銀閣寺▶哲学の道▶平安
神宮▶知恩院▶清水寺▶三十三間堂▶梅小路公園

梅小路公園▶京都御苑▶相国寺▶下鴨神社▶大豊
神社▶平安神宮▶円山公園▶清水寺▶三十三間堂
▶梅小路公園

梅小路公園▶鴨川▶辰巳大明神▶円山公園▶清水
寺▶三十三間堂▶梅小路公園

お申込みは、こちらのQRコードを読み取った先の
WEBサイトからお願いいたします▶

3/3

KPC会員特典 

第9回

出発式は各受付時間の45分後、スタートは1時間後です。 全コース16：00までにゴールしてください。

京都水族館 お宝ハンター京都水族館 お宝ハンター
3月14日
17：00まで

同じ梅小路公園内の京都水族館
では、「シナモロールと水族館の
仲間たち」イベントを実施中！
事前にスマホ参加証を作成してください。京都水族館
内で1月号のQRを読み込みますと、かわいいキャラク
ターがスマホに現れます。お宝がそろった方にはシナ
モロールコラボオリジナルグッズをプレゼント！ 
スマホ参加証はこちらから➡
京都水族館入館券は別途必要です。
大人1,650円（通常2,050円）
※KPCで事前にご購入ください。

事前登録し、当日参加いただく方には
マップケース をプレゼント！
京都ツーデーウォークは決まったコースがあるのでコース
マップが必要です。この中に入れておけば取り出しやすく、
また急に雨が降ってもマップを濡らすこともありません。

お申込みは、こちらのQRコードを読み取った先の
WEBサイトからお願いいたします▶

30Kmコース
7：00受付

20Kmコース
8：00受付

10Kmコース
9：00受付

梅小路公園▶西本願寺▶二条城▶京都アスニー▶
仁和寺▶大覚寺▶渡月橋▶松尾大社▶梅宮大社▶
西京極総合運動公園▶東寺▶梅小路公園

梅小路公園▶西本願寺▶二条城▶京都アスニー▶
仁和寺▶東映太秦映画村▶広隆寺▶西京極総合運
動公園▶東寺▶梅小路公園

梅小路公園▶西本願寺▶二条城▶京都アスニー▶
壬生寺▶梅小路公園

仁和寺／洛西コース3/4

※イメージです
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〈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
「あそぶ」を選択

1 2 3 4

〈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。

室内でも楽しめる優待のご案内
いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、室内でも楽しめる映画のチケットやカラオケなどの

施設が優待サービスでご利用いただけます。ぜひご活用ください。

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▼

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
2月5日（月）

Q吉田神社の節分
祭に登場する鬼

は何匹？ 「はなづまり」「のどイガイガ」「はなムズ
ムズ」・・・乾燥や風邪、花粉の季節などで
気になる3つの悩みもスチーム吸入器で
スッキリ♪使う人の好みに合わせて調節
可能だからみんなで使いやすい。

帰宅後に、衣類を脱臭ハンガーにかけるだけ。
電源を入れると「ナノイー X」が発生し、衣類の
すみずみまで行き渡り、衣類に付着したニオイ・
花粉に効果を発揮します。

1名様

3名様
No.2パナソニック MS-DH100-K

「ナノイーX」搭載 
脱臭ハンガー

パナソニック EW6400P-W
スチーム吸入器
3wayスチームタイプ 

No.1

20組
100名様

20組
100名様

5組
10名様 30名様QUOカード

500円分

No.7
東宝映画鑑賞
チケット

No.6
4名様

熱帯食堂 日替わりランチ
（のっけごはん、タイカレー、
ナシチャンプル）

No.5

No.3 コ・ス・パ施設利用券
1枚につき、コ・ス・パ1施設を1日ご利用
いただけます。全店舗（27店）対象です。

No.4 関西サイクルスポーツセンター
入場招待券

➡

平日：室料30％割引
金土祝前日：室料20％割引

映画鑑賞券（TOHOシネマズ・イオンシネマ他）1,300円～
お近くのセブンイレブンやローソン・ミニストップの店舗で発券でき、
決済(手数料不要）が可能です

パスポート

セブンチケット 「Loppi」ローソン／ミニストップ カラオケ ビッグエコー サンリオピューロランド
メニューNo.750141メニューNo.750539メニューNo.750102メニューNo.No.751038

こども
おとな

2,500円2,700円
➡ 3,300円3,800円

休日一般料金 優待料金

（おひとり5枚）

（おひとり5枚）



8,000円Ｓ席

7,400円1枚につき8,100円分充当

バーン・ザ・フロア・カンパニー　創設20周年×来日10回目記念公演
「バーン・ザ・フロア」

宝塚歌劇 星組公演
（通常8,700円）

よしもと西梅田劇場 指定席予約引換券

（通常1,000円）500円大高生

（通常1,400円）800円一　般

▶日時：2018年5月17日㊍・18日㊎19：00
▶会場：ロームシアター京都 メインホール
▶定数：各30枚

　湯快リゾート グループは、有名温泉地に２６
館。各館でのご宿泊・ご飲食の精算にご利用
いただけます。
▶有効期間：平成30年12月31日まで 
▶定数：300枚　
※必ず予約してください。※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。後日申請はで
きません。※追加でお支払いはできますが、おつりは出
ません。※入湯税には充当できません。

締切：2月9日

締切：2月14日

（通常12,800円）11,000円S席

ストラディヴァリウス サミット・コンサート2018

▶日時：5月31日㊍19:00
▶会場：フェスティバルホール ▶定数：20枚
※未就学児入場不可。

　その魔力は、名手の魂を揺さぶる。
誕生から三百年。人類は未だ、この音色を超えられない。
総額90億円といわれる11台の歴史的銘器を奏でるのは、現代
最高の技巧の継承者、ベルリン・フィルの名手たち。
最高の音色が、いま高らかに鳴り響く！
[出演]ベルリン・フィルハーモニック・ストラディヴァリ・ソロイス
ツ（13人編成）

締切：2月9日

　ディズニーの名曲の数々を、映像や演出と
ともに、フルオーケストラの演奏、歌やパ
フォーマンスでお贈りする、大人のための音
楽会です。毎年新緑の季節に開催される“春
の音楽祭”は、ディズニーの初期作品から最新
作まで、選りすぐりの多彩な楽曲を、“ガラ・コ
ンサート”形式でお楽しみいただけます。

2,500円料金 （通常3,700円）

▶有効期間：2018年3月31日㊏
▶会場：よしもと西梅田劇場
　大阪市北区梅田3丁目2番4号西梅田スクエア
　(第2会場)(旧大阪中央郵便局跡地)

3月1日まで

　2017年にオープンした「よしもと西梅田
劇場」では、漫才・落語・吉本新喜劇を毎日上
演！JR大阪駅より徒歩すぐ。この引換券は「本
公演」の指定席予約用のチケットです。
※貸切公演はご利用いただけません。

（通常8,300円） （1枚）7,800円S席

締切：2月9日
▶日時：4月29日㊐11：00／5月14日㊊13：00

24日㊍11：00／26日㊏11：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

RAKUGO MUSICAL
『ANOTHER WORLD』
タカラヅカ・ワンダーステージ

『Killer Rouge』

©宝塚歌劇団

キラー　  ルージュ

©Disney
［ステージ写真は過去の公演です］

10,500円Ｓ席 夜 （通常12,000円）

11,000円Ｓ席 昼 （通常12,000円）

▶日時：5月25日㊎ 夜19:00
　　　　26日㊏・27日㊐ 昼12:00／夜17：00
　　　　28日㊊ 昼12:00
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：各20枚　※未就学児入場不可。 締切：2月9日

　「バーン・ザ・フロア」カンパニーが贈る最新作は、これまで
の進化とその底力を改めて見せつける、スペシャル・アニ
バーサリー公演！
[出演]バーン・ザ・フロア・カンパニー

3 4 湯快リゾート グループご宿泊券5

2ディズニー・オン・クラシック1

1 2 特別展 江戸の戯画 ―鳥羽絵から北斎・国芳・暁斎まで
　鳥羽絵の流れを追いつつ、人気絵師による江戸時代の戯画の
エッセンスをご覧いただけます。ベルギーからの里帰りの作品を
含めた約280件のうち、歌川国芳の「金魚づくし」シリーズ全9図
が一挙公開（前期のみ）されるのは世界初となります。
▶会期：4月17日㊋～6月10日㊐ ※期間中展示替えあり
　前期：4/17㊋～5/13㊐ 後期：5/15㊋～6/10㊐
　開館時間：9：30～17：00（入場は閉館の30分前まで）
　休館日：月曜日 ※ただし、4/30㊊・振休、5/1㊋は開館
▶会場：大阪市立美術館
※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）

4月16日まで
歌川国芳
「きん魚づくし ぼんぼん」
個人蔵

有効期間 2月1日木～2月28日水

金　額 1枚当たり1000円分
（おひとり2枚まで）

定　数 1000枚（なくなり次第終了）

主催：京都市、京都レストランウインタースペシャル実行委員会（京都国際観光レストラン協会、京都商工会議所、京都市観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー）

　京都の名店200店舗による特別メニューをお楽しみいただける「京都レストランウインタースペシャル」。長い歴史で受け継がれた
老舗料亭の料理から蕎麦やうなぎ、寿司、イタリア料理やフランス料理を代表とする洋食ジャンル、京都人がこよなく愛する肉料理、
さらには新進気鋭のイノベーティブと称される斬新な料理、甘味処・スイーツに至るまで、多種多様の名店が冬の京都の食材を活か
し、趣向を凝らしたメニューを2月限定で提供いたします。KPC会員の方は補助券を活用いただき、名店の味を発見してください。

KPC会員限定の補助券です。ウインタースペシャル対象のメニューをご利用になる際、料金を一部補助いたします。ご飲食料金から補助券分を
差し引いた金額で精算してください。同じ会員事業所内での福利厚生として、またはご家族サービスとしてのご利用に限定させていただきます。

下記のいずれかの価格で特別メニューをご提供　※メニュー構成は各店で決定。 ※料金は店舗毎に異なります。 ※税・サービス料込み。
1,500円／2,500円／3,500円／5,000円／7,500円／10,000円／12,000円／15,000円
 （スイーツのみ）

松廣 AnotherC開晴亭北山本店

京都レストランウインタースペシャル2018京都レストランウインタースペシャル2018

お申込みはKPCまで

・おつりは出ません。
・ウインタースペシャル以外のメニューにはご利用いただけません。
・ご予約は各店舗にお願いいたします。（予約をお受けにならない店舗もあります。）

←対象店鋪とメニューは
こちらからご覧ください。
www.krws.jp

補助券

ご予約・お問い合わせは各館に直接お電話いただくか、
湯快リゾートホームページへ。yukai-r.jp/

会員おひとり10枚まで

ご利用方法：券面にある電話番号にてご予約の上、
指定座席券と引換えて下さい。

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

　万灯呂山の山頂（標高約303メートル）
からは、京都市南部から奈良市方面まで木
津川を見下ろす大パノラマの景観が楽し
めます。
●日程：2月4日㊐
●集合時間：午前8時15分
●集合場所：JR京都駅中央改札口内
●行程：約10km 約6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1,000円

●ＪＲ奈良線 京都駅（8：32発）▶六地蔵
▶宇治▶山城多賀▶岩倉橋▶瀧の滝▶
登山口▶峠▶北峰▶峠▶万灯呂山山頂
（303ｍ）▶分岐点▶送電線道▶玉津神
社▶地蔵禅院▶椿坂▶玉川堤▶桜並木
道▶ＪＲ玉水駅（15：00解散予定）

コース
●京都駅南口（9：00）▶京都東IC▶
名神・新名神▶伊勢道▶玉城IC▶
（12：00）新浜島温泉「プレミアリゾート
夕雅 伊勢志摩」昼食と入浴（14：00）▶
伊勢神宮［内宮］・おかげ横丁自由散
策（15：40）▶伊勢西IC▶伊勢・新名
神・名神（休/草津PA）▶京都東IC▶
（18：00）京都駅南口

コース

南山城井手町 万灯呂山△303ｍ
ハイキングサークル

新浜島温泉入浴と伊勢神宮参拝の旅
バスツアー

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

　新浜島温泉の浜辺に佇んでいるプレミア
リゾート夕雅 伊勢志摩にて黄金色にきらめく
海を眺めながらの露天風呂や、新鮮な海の幸
を使った料理をご堪能していただき、二千年
の歴史のあるお伊勢さんや、おかげ横丁での
お買い物もお楽しみいただけます。
●日程：3月11日㊐　●集合時間：午前9時
●集合場所：JR京都駅南口 
●定数：20名（最少催行人数15名）
●料金：会員・会員家族 9,500円　一般 12,500円

取扱：京都交通社 締切：2月15日

　現地出身の人が現地の調味料を使用
して作る「タイ料理」と「バリ料理」。
異国的な店内からは鴨川を眺めることも
できます。

　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30回目。
今月は阪急河原町駅から徒歩１分、四
条通のビルの７階にある「熱帯食堂」
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

熱帯食堂 四条河原町店

【特典】
今日ののっけごはん（日替わりタイランチ）
918円⇒500円

京都市下京区橋本町109 
サピエンス四条木屋町ビル 7F

【営業時間】
[月・水～金] 11：30～15：00（L.O.14：00）
18：00～23：00（フードL.O.22：00 ドリンクL.O.22：30）
[土・日・祝]
11：30～15：00（L.O.14：00）
17：00～23：00（フードL.O.22：00 ドリンクL.O.22：30）
【定休日】火曜日

店舗
情報

切り取り線

075-255-0618

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2018年3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

締切：2月20日

●日程：4月1日㊐  ●集合：宇治平等院前 10：45
●料金：会員・家族＝3,900円　一般＝5,900
※料金には平等院拝観料、宇治川通船乗船料、昼食、石臼抹茶 
　作り体験料、税を含みます。
※大人子供同額。
●定数：30名 ※最少催行15名、応募者多数の場合は抽選
●備考：「宇治川さくらまつり」は、宇治市観光協会の主催であり
　日程は予定です。天候により桜をご覧いただけない場合もあ
　ります。あらかじめご了承ください。

●世界遺産　宇治平等院を拝観
(11:00～12:00)▶宇治川観光
通船に乗船(12:20～12：40)▶
宇治喜撰茶屋にて昼食(12：45～
13：45)▶福寿園宇治茶工房にて
石臼で抹茶作り体験(14:00～
14:40)▶解散／自由に散策をお
楽しみください。

コース

　宇治川沿いの宇治橋上流には、2,000本を超えるソメイヨシノ・ボタンザクラ・シ
ダレザクラといった桜が咲き誇ります。宇治川さくらまつりも開催されるこの日は、見
事な桜並木をご覧いただくことができます。船に乗って船上からの桜もご覧くださ
い。そして宇治といえばお茶。その後は碾茶を石臼で挽くという体験をどうぞ。自分
で挽いた抹茶を点ててお召し上がりいただけます。

第4回 旅とグルメの会  
早春の宇治 平等院と宇治茶を楽しむ会

取扱：日本旅行　
※お申し込みはKPC事務局まで。料金のお支払いは旅行会社に
直接お願いいたします。お振込みの場合は手数料がかかります。




