
「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

ハイキングサークル

答えて当てよう いいとこクイズ

ライフサポート倶楽部

第44回 ソフトボール大会 開催
はじめてのボルダリング体験会 開催

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.108
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第1次予選  4/21土 雨天予備日5/12㊏  
今回初出場及び昨年未勝利チーム

第2次予選  5/20日 雨天予備日5/27㊐  
昨年度決勝進出チーム及び昨年予選１回戦勝ち抜きチーム+第１次予選通過チーム

日程　●

KPCスポーツセンター
（南丹市園部町 京都縦貫自動車道 園部ICより車で３分）

球場　●

4月8日日 13：00~15：00 予定日程　●

FUSHIMITTO【ふしみっと】 
京都市伏見区竹田青池町135 　
TEL:075-606-1170

会場　●

お申込み締切日：3月13日（火） 専用のお申込用紙よりお申込みください。

お申込み締切日：3月20日（火） 専用のお申込用紙よりお申込みください。

１チーム
KPC会員のみの場合 7,000円
KPC会員以外（上限4名まで）12,000円

参 加 料 16チーム定 　 数

トーナメントによる予選会のあと、決勝戦を行います。
試合時間１時間10分、７回まで。
５回７点差の場合はコールドとします。
優勝チームには、京都市長表彰状、優勝記念楯及び副賞を贈呈いたします。

試合方法

KPC登録会員事業所であること。
レクレーション保険の加入に関わりますので、
事前に参加選手のお名前をご登録いただきます。
出場は登録済みの選手に限ります。

参加資格

2次予選を勝ち抜いたチームによる。決　　勝

会社の仲間を集めてソフトボールのチームを作りましょう。
チームの結束力を高め、他のチームとも交流を深めましょう。
応援にもぜひお越しください。

会員・会員家族

1,000円
会員同伴者

1,500円
参加料

10名 （応募者多数の場合は抽選）
定　数

第44回第44回第44回第44回

ボルダリングとは、ロッククライミング・フリークライミングの一種で、
約3、4mの壁のホールド（色とりどりの出っ張り）を、
ロープなどの道具を使わずに登るスポーツです。
東京オリンピックでも正式種目として採用されています。
今回の体験会では、スタッフよりホールドの持ち方や、足の乗せ方、
身体の動かし方などの基本的な動作、またボルダリングエリアでの
注意点なども説明しますので、初めての方でも安心です。

★ KPC ★

普段の生活で
行わない動きをするので
肩や腕がグッと伸びて
肩こり解消に効果的！
体全体も伸びるので
全身の運動にも！

はじめての
ボルダリング
体 験 会

●裸足では参加できません。ソックスを必ず着用してください。
●シューズレンタル付。必要な方はお申込み時にサイズをご記入ください。
●ウエアは動きやすい服装であれば可です。

ご注意
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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
「まなぶ」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。

春から自分磨きにチャレンジ！
春は始まりの季節。この機会に新しいことを始めてみませんか？

いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、自分磨きをサポートするメニューを特別料金にてご利用いただけます。
春から自分磨きやスキルアップなど新しいことに挑戦してみてはいかがでしょうか。

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
3月5日（月）

Q下鴨神社の行事
「流し雛」の時、境内

の池に流す人形がのった
わらを何という？

上質な白味噌数種にまろやかな清酒粕をブレ
ンドした秘伝の味噌床に漬け込んでいます。
銀鱈80g、鰆80g、鰤80g、サーモン70g
ほたて70g（35g×2個入）
車海老50g（25g×2尾入）
鳥もも100g

No.2京都東山亭 
西京漬け詰め合わせ Coleman

パワーハウスLP
ツーバーナーストーブ

No.1

30名様QUOカード500円分
No.65組

10名様東宝映画鑑賞チケット
No.5

5名様

5名様

5名様

3名様

三条 珍遊
背脂醤油ラーメン
1杯無料

No.7

LOGOS ナバホ
パーティー箸付き
食器セット4人用

No.3

生涯学習のユーキャン 英会話イーオン パソコンスクール アビバ パン・ケーキ・料理教室
ホームメイドクッキング

メニューNo.650328メニューNo.650414メニューNo.650242メニューNo.650521

〈予告〉ライフサポート倶楽部の会員番号（ホームページへのログインID)の作成について、KPC会員番号を操作しなくてもよくなるよう改善いたします。開始時期は別途お知らせいたします。

入会金無料（通常5,400円）
ホームメイドクッキングのポイント
1,500円分プレゼント！

入学金無料（通常21,600円）
受講料10％割引

入会金無料（通常32,400円）
授業料10％割引

受講料に応じて、
最大5,000円分のJCB商品券

プレゼント！

資格取得 語学 パソコン 趣味・カルチャー

5名様

No.4
ピクニックサーモマット
（170×155cm）

LOGOS



恐竜の卵
～恐竜誕生に秘められた謎～

4,800円

 京都サンガF.C. 通期有効券

ジブリの大博覧会 ～ナウシカからマーニーまで～

（当日800円）400円大高生

（当日1,300円）800円一　般

（当日1,200円）800円大高生

（当日700円）300円中小生

（当日1,600円）1,200円一　般

　テレビやＣＭで
根強い人気の綾小
路きみまろのトー
クライブ!大爆笑間
違いなし！この機会
をお見逃しなく！
※18歳未満入場不可。

締切：3月5日

（通常5,400円）4,400円S席小人

（通常10,800円）9,800円S席一般

▶日時：4月3日㊋18：30／5日㊍13：30
11日㊌18：30／12日㊍13：30
17日㊋18：30

▶会場：大阪四季劇場 ▶定数：各日10枚
※全て「ファミリーゾーン」対象席です。

　都会のごみ捨て場を舞台に、個性的な猫た
ちが集まって開かれる特別な舞踏会とは……

締切：3月12日

（通常10,800円）9,800円S席

▶日時：
　4月10日㊋18：30／5月2日㊌18：30
　5月8日㊋18：30／9日㊌13：30
　15日㊋18：30／16日㊌13：30
　17日㊍13：30／18日㊎13：30
▶会場：京都劇場
▶定数：各日20枚

妖しい調べが支配する、そこは愛の迷宮。

締切：3月12日

▶会期：4月7日㊏～7月1日㊐
▶会場：兵庫県立美術館 休館日：月曜日（ただし4/30㊊㊗は開館、5/1㊋は休館）
　開館時間：10：00～18：00 ※金・土曜日は20：00まで
　※6/1㊎・2㊏・8㊎・9㊏は18：00まで(入館は閉館の30分前まで)

4月6日まで

　東京で約50万人を動員したジブリの大博覧会が関西初上陸！ス
タジオジブリの30年の歩みを体感できる展覧会。ポスターやチ
ラシといった膨大な数の資料が所狭しと展示空間を圧倒します。

（当日500円）300円大学生

（当日1,000円）500円一　般

▶会期：3月20日㊋～5月20日㊐
▶会場：京都国立近代美術館
　休館日：月曜日（ただし4/30㊊㊗は開館）
　開館時間：午前9時30分～午後5時（入館は閉館の30
　分前まで）※ただし金曜、土曜は午後8時まで開館
※高校生、18歳未満は無料。
※心身に障がいのある方と付添者1名は無料（要証明）。

3月19日まで

　海外の人々を魅了した、近代の「超絶技巧」！
明治の美術品を紹介します。

（当日1,200円）800円大学生

（当日900円）300円高校生

（当日1,500円）1,000円一　般

▶会期：4月7日㊏～5月20日㊐
▶会場：京都国立博物館 
　休館日：月曜日（ただし4/30㊊㊗は開館、翌5/1㊋は休館）
　開館時間：午前9時30分から午後6時まで（入館は午後
　5時30分まで）※ただし会期中の毎週金・土曜日は午後
　8時まで（入館は午後7時30分まで） 4月6日まで

　天才南画家、８０年ぶりの大回覧展！ 初期か
ら晩年にいたる代表作をご紹介します。

（通常5,500円）

（一般前売1,540円）
1,000円ホーム自由席

（ビジター席側） （一般前売770円）
400円

（一般前売1,540円）
1,000円サンガ

サポーター席 （一般前売770円）
400円

（一般前売2,050円）
1,500円SB自由席

（一般前売1,020円）
600円

（一般前売2,360円）
1,800円SM自由席

大人

（一般前売1,180円）
800円
小中高

1,000円自由席1席（前半戦）/（後半戦）

締切：3月2日

締切：3月2日

©円谷プロ　©ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

© 1984 Studio Ghibli・H

撮影：荒井健

撮影：下坂敦俊

劇団四季 キャッツ4 劇団四季 オペラ座の怪人5

オリックス・バファローズ 
京セラドーム大阪　内野・外野自由席[前半戦][後半戦]

阪神甲子園球場 タイガース公式戦 チケット

　京セラドーム大阪で行われるオリックス戦の
お好きな試合にご利用いただけます。内野・外
野の自由席にて観戦できるチケットです。
▶チケット対象日程：前半戦／4/3㊋～7/8㊐

後半戦／6/22㊎～9/27㊍
▶制限：会員おひとりにつき1区分2枚まで
▶球場：京セラドーム大阪　▶定数：各40枚　
※オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、交流
戦にはご使用できません。（対巨人、広島、DeNA）※指定
席ではありませんので満席時には立ち見になる場合もあり
ます。※抽選が予想されます。お申込締切日から約1週間後
に当選者の方にのみご連絡いたします。

締切：3月2日
　まずは1勝を積み重ねてJ1へ！京都サンガF.C.の
1試合が観戦できるチケットです。

▶会場：西京極スタジアム ▶定数：各10枚　
※3/17㊏FC岐阜戦以降のゲームにご利用ください。

▶球場：阪神甲子園球場
▶お申込方法：申込用紙にご記入いただき、ＦＡＸまたは郵送でKPCまでお申込ください。
▶抽選：ゲームの日程によっては抽選が予想されます。抽選はお申込組単位で行います。抽選の結果は、当選の方に
　締切日以降2週間後をめどにご連絡いたします。（アイビー・ライト席の巨人戦は発売日が他の試合と異なりますの
　で、当選連絡は後日になります）
▶ご注意：会員とご家族でご利用ください。雨天中止の場合はKPCから払い戻しをいたします。チケットは大事に保管
　してください。

年間予約席（グリーンシート） 10段（181番-182番）

21段（31番-32番）

2席 12,000円
2席    9,000円

アイビー席（土日祝・巨人戦） ライト外野指定席（土日祝・巨人戦）
1席　  1,900円（通常2,200円）1席　  4,300円（通常4,800円）

▶定数：各4枚　▶制限：会員お一人2枚まで

▶定数：各試合2組　▶制限：会員お一人2枚まで

　阪神甲子園球場で開催される「阪神タイガース」チケットです。
試合日程は、阪神タイガース公式ホームページなどでご確認ください。

3

声優朗読劇 フォアレーゼン 

（当日6,500円）5,500円S席

8 ウルトラマンライブ2018
高槻公演 9綾小路きみまろ 

笑撃ライブ20186 松井誠 特別公演2018 守山公演7

21

1 2

明治150年展 明治の日本画と工芸3 特別展 池 大雅
―天衣無縫の旅の画家―4 5 6

（通常2,376円）1,300円おひとり

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
　世界のワイン約8種類をフリーフローで
お楽しみいただけます。生ハムやピッツァに
パスタ、季節の料理も充実の内容でご用意
しております。オードブルバー、コース料理
と組み合わせて、歓送迎会や女子会などに
もご利用いただけます。
▶有効期間：3月1日㊍～4月30日㊊㊗
▶場所：京都ホテルオークラ 2階
　営業時間：17:00～21:00（ラストオーダー）※90分制
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540

4月20日まで

（当日3,800円）3,100円小学生

（当日2,600円）2,200円2歳～未就学児

（当日4,400円）3,500円大人(中学生以上)

▶会期：3月3日㊏～6月24日㊐
▶会場：ひらかたパーク
期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパークの
ホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp

6月22日まで

ひらかたパーク
春季フリーパス引換券付入園券

　恐竜は、どうやって子孫を増やし、これほど
長く繁栄していったのか。世界から集まった恐
竜の「卵」から、その“謎”に迫る！
▶会期：3月10日㊏～5月6日㊐
▶会場：大阪市立自然史博物館
　開館時間：午前9時30分から午後5時まで（入館は午後
　4時30分まで）
　休館日：月曜日（ただし4月2日、30日は開館）
※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） 3月9日まで

S席(2階)

▶日時：6月2日㊏14：00 ▶定数：30枚
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール

人気声優が出演するオリジナルの朗読劇。
［出演］逢坂良太、小野友樹、
　　　茅原実里、廣瀬大介 締切：3月5日

▶日時：4月28日㊏15：00　▶定数：30枚
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール

7,000円

　芸道生活58年を
迎える松井誠。歌謡
ショーと日本舞踊、
殺陣、人情芝居を、3
時間、たっぷり魅せ
ます。
※未就学児入場不可

締切：3月12日

（通常8,500円）S席

▶日時：4月8日㊐15：00 ▶定数：20枚　
▶会場：守山市民ホール 大ホール

2,500円

　世代を超えて愛され続
けるウルトラマンシリー
ズ。ウルトラマンジードや
歴代ウルトラマンたちが
大活躍するライブ。

締切：3月12日

（通常3,500円）全席指定

▶日時：4月21日㊏10：30／14：30
▶会場：高槻現代劇場 大ホール ▶定数：各20枚
※2歳以上有料。１才以下でもお席が必要な場合は有料。

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）



（通常3,100円）2,880円大人（中学生以上）

[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

　山背古道は京と奈良の間、南山城の山
際を緩やかにうねりながら続いている散
歩道です。
●日程：3月4日㊐
●集合時間：午前9時
●集合場所：ＪＲ奈良線「城陽」駅前
●行程：約8km 約5時間 一般向きコース
●装備：昼食、水筒、雨具、
　軽登山靴（ウォーキングシューズ）、手袋
●交通費：約800円

●ＪＲ「城陽」駅前▶水度神社▶鴻ノ巣
山展望台▶鴻ノ巣山運動公園▶木津川
運動公園入口▶旦椋神社▶青谷梅林
梅まつり会場（昼食）▶ＪＲ「山城青谷」駅
14：00頃解散予定

コース

鴻ノ巣山～青谷梅林
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

　鶏ガラベースのスープに背脂が加
わった京都らしいコッテリ感のある中華
そばのお店です。店内はカウンターは
もちろん、庭が見える座敷もあり、家族
連れにもピッタリです。

　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31回目。今月は阪急河原町駅・京
阪三条駅から徒歩１0分の三条富小
路にある「三条珍遊」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

三条 珍遊

【特典】
中華そば 背脂醤油 ライスセット
800円⇒540円

京都市中京区富小路通三条下る
朝倉町527-4

【営業時間】11：30～24：00（L.O）
【定休日】火曜日

店舗
情報

切り取り線

075-231-1418

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

●有効期間：2018年4月30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。

京都市右京区西院安塚町23 TEL：075-322-1913　URL：www.sensyou.jp

優 待 内 容

KPC会員証の提示で、
1グループにつき1つお土産付き

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

　京料理・京会席の他、ご会食、宴席向けのお献立、割
烹一品料理、仕出しなどのお品書きもご用意しておりま
す。お座敷、個室でのご予約等もお受けしておりますの
でお気軽にお問い合わせください。

新規提携 京料理 せんしょうNewNew

　なばなの里 指定厚生施設補助券を、3/1以
降8/31まで継続してご利用いただけます。

なばなの里 指定厚生施設補助券 継続のお知らせ

●長浜港出発（14：20）▶海津大崎
桜並木周遊▶長浜港到着（17：10）

琵琶湖クルーズコース

海津大崎桜並木を湖上から
奥琵琶湖クルーズ 〈予約制〉 会員証提示

●対象期間：4月7日㊏～19日㊍
●KPC会員証提示で同伴者5名様まで
●お申込み方法：ＫＰＣの会員であると伝え下記まで
　ご予約を　※当日はＫＰＣ会員証をお忘れなく。
　琵琶湖汽船予約センター（9：00～17：00）

　TEL：077-524-5000
■ボランティアガイドによる観光案内つき。 
■精算は現地でお済ませください。（現金のみ対応）
■桜の開花時期が運航期間とずれる場合があります。
■海津大崎へは上陸いたしません。
■強風や悪天候の場合はダイヤの変更もしくは休航する場合
　がございますのであらかじめご了承ください。
■幼児は大人１名につき１名無料。２名以上は小人料金が必要。
■４／１３（金）のみ午前便１０：５０～１３：４０も運航があります。

（通常1,550円）1,440円小人（小学生）

（通常2,300円）1,900円イルミネーション
3/1㊍～5/6㊐　

（通常1,600円）1,200円花まつり（春）
5/7㊊～7/8㊐

（通常1,000円）600円夏　季
7/14㊏～8/31㊎

■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。
■下記のお申込み欄に、必要枚数をご記入のうえお申込みください。
■補助券ですので、ご入場時に現地窓口にて上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度きりとさせていただきます。
■補助券の有効期間は2018年8月31日までです。※イルミネーションは5月6日まで。

※7/9㊊～7/13㊎は休業日。

ご利用の
注　　意

料金：小学生以上




