
「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

ハイキングサークル

答えて当てよう いいとこクイズ

京都名所フォト・レッスン3

今年度もご活用ください！
ライフサポート倶楽部、いやしうぇぶKPC・・・

なび
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公益財団法人 京都中小企業振興センター(略称：KPC)の
会員の方がご利用いただける福利厚生の大きなメニューを
ご紹介いたします。

国内外の20,000ヵ所以上のリゾート施設や、スポーツクラブ・ゴルフ場や
各種アミューズメント施設、ショッピング等をサポートする多彩な特典をご利用いただけます。

●スポーツクラブのご利用も優待料金で！
●資格取得のための通学通信講座も優待料金で！
●子育て支援、託児所のご案内も！
●食品、生活雑貨などのショッピングサイトも優待料金で！

3 生活サポート

南国リゾートやテーマパークのオフィ
シャルホテル、温泉旅館に別荘、ゴルフ
場など主要都市へのご出張にも活用い
ただける優待施設が約20,000ヵ所。

1 リゾート＆トラベル・ゴルフ場

観たくなったときに優待価格でご購入いただけます。セブン
イレブン、ローソン、ミニストップで発券して映画館へ！

2 映画のチケットをコンビニで

お電話でのお申込み
▶宿泊：受付時間 平日10：00～18：00/土日祝10：00～17：00
　※12/29～1/3休み
　お申込み・変更・キャンセル…………… 70120-837-330
　お問い合わせ専用 ………………………… 70120-933-409
▶ライフ関連：受付時間 10：00～17：00
………………………………………………… 70120-208-330
FAXでのお申込み
▶宿泊施設 ……………………………………

3303-6758-5510
▶ライフ関連 …………………………………

3303-6758-5520
WEBでのお申込み
KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」▶会員専用メニューから「いやしな
びライフサポート俱楽部」ロゴをクリック▶ライフサポート俱楽部会員番
号・パスワードを入力して、ログインしてください。

ライフサポート倶楽部お問い合わせ先

全会員対象・初回ログインで更新してください

0から始まる方 ➡ 0899ｰC638ｰ0●●●●-●●●●
5から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ5●●●●-●●●●
7から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ7●●●●-●●●●
9から始まる方 ➡ 0899ｰC643ｰ9●●●●-●●●●

KPC会員番号が…
KPC会員番号（9桁）KPC会員番号に応じた【8桁】

●ライフサポート倶楽部会員番号は、KPC会員番号に応じて、先頭
　につけていただく8桁の番号が異なります。
●パスワードは「ライフサポート倶楽部」会員番号の下8桁です。
　ログイン後、変更してください。

新規にご利用開始される方は、上記の番号でログインください

お手数をお掛けいたしますがご変更お願いいたします。
任意に変更されている「パスワード」はそのままご使
用いただけます。

現在登録済みの方は、ログインの際に必要な
会員番号が上記のように変わります！

2018年4月13日ご利用分より、
ライフサポート倶楽部の会員番号が簡単になります。
2018年4月13日ご利用分より、
ライフサポート倶楽部の会員番号が簡単になります。ご注意ご注意
KPC会員番号（9桁）の先頭に、KPC会員番号に応じた【8桁】のコードを付けてください。

（　　　　　　　 ）（　　　　　　　 ）※4月12日はメンテナンスのため
　ご利用いただけません。

01234ｰ5678



他にも健康診断や人間ドックの費用補助など、幅広く会員とご家族の皆さまをサポートいたします。
本誌にてご案内いたしますので、来月号以降も引き続きご覧ください。

http://www.kpc.or.jp いやしなびKPC本誌でご案内しているイベントやチケットのお申込みはこちらからどうぞ。
（最初はユーザー登録が必要です） 本誌に掲載していない通期であっ旋している「映画鑑賞券」や「お食事券」、「アミューズメント
施設」も受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

全会員対象・利用お申し込みが必要

乗換案内ジョルダンが提供する優待サービスです。全国のジョルダン加盟店で、ロゴ入りKPC会員証をご提示いただければ
簡単に優待を受けることができます。優待店舗や内容はこちらからご覧ください。　http://cgp.lsp.jp/

ご結婚・ご出産された時、お子様が小学校中学校に入学された時などは給付金を支給いたします。もし事由に該当
されている時は、申請忘れがないかご確認ください（ご請求期限は給付事由が発生してから6ヵ月以内です）。
●自動的に給付を行う給付助成金もありますが、事前にKPCにご登録いただいていることが条件になります。
●給付助成金支給の確定日は当日となります。その確定日前に退会された場合は対象外となります。
給付の項目や金額はガイドブックやKPCホームページをご覧ください。

慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象）慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象） 申請が必要！

全会員対象・KPC会員証提示

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
4月5日（木）

No.2 ドライブレコーダー　
NX-DR200S

岡崎さくら回廊十石舟
乗船券 大人(中学生以上)
4/14 ㊏・ 4/15 ㊐ 
各日９:３０

No.1

30名様
QUOカード500円分
No.5

5組
10名様

5組
20名様

東宝映画鑑賞チケット
No.4

1名様

京都水族館 入館券 大人 
No.3

各日
２名様

Q白河上皇の院政が行われた
時代、岡崎には法勝寺という

お寺があり、高さ80m以上の巨大
な塔が建てられていました。その地
には現在何があるでしょうか？

※本体・付属品のみ。取付工賃・オプション製品
　など当選者のご負担になります。



（通常12,500円）9,000円S席大人

お釈迦さんワールド
-ブッダになったひと-

8,000円

ダイハツ キュリオス大阪公演

ボストン美術館浮世絵名品展 鈴木春信

（当日900円）400円大高生

（当日500円）200円中小生

（当日1,300円）800円一　般

（当日2,600円相当）1,500円一般ペア

　名曲《ピアノ協奏曲第1番》のソリストに
ロシア出身で国際的に話題のピアニスト ア
ンナ・ヴィニツカヤをセレクト。名門オーケス
トラの力強い響きに華を添えます。
［指揮］ダニエル・ライスキン
［ピアノ］アンナ・ヴィニツカヤ
［曲目］～オール・チャイコフスキー・プログラム～
歌劇《エフゲニー・オネーギン》より〈ポロネー
ズ〉　ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 op.23　
交響曲第6番 ロ短調 op.74「悲愴」

▶日時：4月28日㊏・29日㊐・30日㊗ 各15:30開演
▶定数：各１０枚
▶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)

締切：4月5日

締切：4月10日

締切：順次受付け/4月18日まで

▶会期：4月24日㊋～6月24日㊐
▶会場：あべのハルカス美術館 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： 5/7㊊・14㊊・21㊊・28㊊
※障がい者およびその介護者1名は当日料金の半額。 4月23日まで

　春信を知らずして浮世絵は語れない !出品作の約8割が、ボスト
ン美術館に収蔵されて以来はじめての里帰り。

（当日800円）400円大高生

（当日1,200円）700円一　般

　開祖のお釈迦さんに焦点を当てる、約20年
ぶりの展覧会。その生涯や、様々な時代・地域
で制作された経典や美術を通して紹介。
▶会期：4月21日㊏～6月17日㊐
▶会場：龍谷大学 龍谷ミュージアム(西本願寺前)
　開館時間：10:00～17:00（入館は16:30まで）
　休館日：月曜日（ただし、4/30は開館）
※障がい者手帳等をお持ちの方とその介助の方1名は無料
（要証明）。

4月20日まで

（当日1,130～1,540円）750円小人
(小学生)

（当日1,850～3,070円）1,500円大人
(中学生以上)

（当日1,100円）800円大学生

（当日600円）300円高校生

（当日1,500円）1,100円一　般

2019年1月31日まで

　ミシガンクルーズと竹生島クルーズにご利用い
ただけるチケットです。下記のコースが対象です。
[ご利用いただけるコースと通常料金] 
大津港よりミシガン80（普通） 大人2,780円／小人1,390円
大津港よりミシガン60（普通） 大人2,260円／小人1,130円
大津港よりミシガンナイト（普通） 大人2,980円／小人1,490円
長浜港より竹生島クルーズ（往復） 大人 3,070円／小人1,540円
今津港より竹生島クルーズ（往復） 大人2,590円／小人1,300円
琵琶湖横断コース（長浜港⇔竹生島⇔今津港） 大人2,830円／小人1,420円

（通常9,000円）

仮面ライダー スーパーライブ2018 守山公演3

葵祭 有料観覧席（京都御苑）

宝塚歌劇 雪組公演7 8

スロヴァキア・フィルハーモニー管弦楽団 4

5 よしもと西梅田劇場
GW特別興行 ４月文楽公演桂米朝 一門会 in滋賀 6

21

1 2

3 びわ湖クルージングチケットプロ野球選手年鑑4 5

生誕150年 横山大観展
　オール大観。代表作を網羅した10年ぶり
の大回顧展。
▶会期：6月8日㊎～7月22日㊐
　前期：6月8日㊎～7月1日㊐  後期：7月3日㊋～22日㊐

▶場所：京都国立近代美術館（岡崎公園内）
　開館時間： 9:30～17:00 （入館は閉館の30分前まで）
　※前期の㊎㊏は20:00まで、後期の㊎㊏は21:00まで
　休館日：月曜日 （ただし7/16㊊は開館、17㊋は休館）

※中学生以下、心身に障がいのある方と付添者1名は無料
（要証明）。
※本料金でコレクション展もご覧いただけます。

6月7日まで

6月30日まで

S席

▶日時：6月22日㊎19:00 ▶定数：10枚
▶会場：京都コンサートホール
※未就学児の入場はご遠慮ください。

4,500円

　吉田幸助 改め 五代目吉田玉助襲名披露
[演目]
第1部：午前11時開演(午後３時25分頃終演予定)
『本朝廿四孝』(ほんちょうにじゅうしこう)ほか
第２部：午後４時開演(午後8時30分頃終演予定)
『彦山権現誓助剣』(ひこさんごんげんちかいのすけだち)

締切：4月6日

（通常6,000円）S席

▶日時：4月20日㊎～30日㊊㊡
　※１９日㊍休演 第１部/第２部

▶定数：各10枚
▶会場：国立文楽劇場

2,700円

　従来のキャラクターショーの枠を超えた、スペシャルス
テージ「仮面ライダー　スーパーライブ」は、レーザーや照
明を巧みに使った“ライブ”ならではの演出と生のアクショ
ンで迫力満点！また、完全オリジナルストーリーで、テレビや
映画とは一味違った仮面ライダーの活躍が見られるぞ！
▶日時：５月２７日㊐ １回目：10:30開演、2回目：14:30開演 
▶定数：各20枚 
▶会場：守山市民ホール大ホール
※２歳以上有料。
　１才以下でもお席が必要な場合は有料。 締切：4月10日

締切：4月5日

（通常3,800円）全席指定

締切：4月5日

2,400円（前売2,500円）学生(幼稚園生～
大学院生)

3,400円（前売4,000円）一般

2,900円（通常3,500円）全席指定

2,000円（通常2,700円）全席指定
カラーパンフレット付

　米朝一門を代表する四人の噺家が話芸を
競う、恒例の落語会。
[出演]南光、塩鯛、米團治、吉弥
▶日時：6月17日㊐14:00
▶定数：20枚　
▶会場：滋賀・野洲文化ホール

▶期間：～2019年2月28日㊍
※ミシガンクルーズは5/5と7/18は、小学生以下のお子様
　は乗船料が無料(大人おひとりつき5名まで)になります。
※コースにより運航期間が異なります。
お問い合わせご予約は 琵琶湖汽船㈱予約センター
（9:00～17:00） TEL:077-524-5000

　葵祭は京都三大祭のひとつで、わが国の祭のうち
最も優雅で古趣に富んだ祭として知られています。
古典行列は平安貴族そのままの姿で列をつくり、京
都御所を出発、総勢500名以上の風雅な行列が下鴨
神社を経て、上賀茂神社へ向かいます。
▶日時：5月15日㊋　▶定数：京都御苑席20枚 
▶会場：京都御苑（10：30頃）
※雨天の場合は16日に延期。（当日早朝判断）16日も雨天の場合
　のみ中止。中止にならない限りチケット代金の返金はいたし
　ません。
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　12球団の全選手写 
真付きデータを掲載
したプロ野球ファン必
携の選手年鑑です。公
式戦全日程・各種デー
タも豊富。ハンディサ
イズで球場にも持ち
こみやすいサイズが
好評です。

　シルク・ドウ・ソレイユ創設３０周年を記念し
て制作された『キュリオス』。
“好奇心の玉手箱”想像力を信じて、自分の心
を解き放つ時、「目に見えないものが見えてく
る」奇跡が起きます。それは無限の可能性に満
ちた新しい世界。現実世界では考えもつかな
いような異世界に、あなたを誘います。

※全席指定。消費税込。
※子どもは3歳以上小学生以下。3歳未満のお子様でも座席
　が必要な場合は子ども券をお買い求め下さい。
※確定後の、日程・枚数等の変更及びキャンセルはお断りい
　たします。

▶日時：下記7公演　
▶定数：各日程10枚
▶会場：中之島ビックトップ

(大阪・中之島 特設会場)

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / shootstudio.ca 
© 2014 Cirque du Soleil

8月  3日㊎15:00
8月10日㊎19:00

8月17日㊎15:00 7月28日㊏12：00
8月  5日㊐11：30

8月18日㊏12：30
8月26日㊐11：30

平日 土日祝

（通常8,500円）6,000円S席子ども

（通常8,300円）7,800円S席

（通常450円）300円1冊

締切：4月5日

▶日時：6月10日㊐11：00／28日㊍11：00
7月2日㊊13：00／7日㊏11：00

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

かんぽ生命 ドリームシアター ミュージカル・プレイ
『凱旋門』－エリッヒ・マリア・レマルクの小説による－
Based on 
ARC DE TRIOMPHE by Erich Maria Remarque
Copyright © 1945 by New York University, 
successor-in-interest to the literary rights of 
The Estate of Paulette Goddard Remarque
かんぽ生命 ドリームシアター ショー・パッショナブル
『Gato Bonito!!』
～ガート・ボニート、美しい猫のような男～

鈴木春信 《浮世美人寄花 
路考娘 瞿麦》 中判錦絵 
明和6年(1769)頃
William Sturgis Bigelow 
Collection,11.19518  
Photograph © Museum 
of Fine Arts, Boston

《夜桜》（左隻）1929年 大倉集古館蔵 前期展示（6月8日～7月1日）

漫才・落語・コン
トなど+吉本新
喜劇

（通常13,500円）12,000円S席大人

（通常9,500円）8,400円S席子ども

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

　小塩山（642m）は西山連峰の中で、
ポンポン山（678.7m）に続く高峰です。
この季節にはカタクリの花が咲き、ギフ
チョウに会えるかもしれません。
●日程：4月1日㊐
●集合時間：午前8時30分
●集合場所：阪急電車「桂駅」
●行程：約8km 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1,000円

●桂駅（バス）▶洛西高校▶登り口▶鉄塔
▶大暑山（568.1m）▶出会（カタクリめぐ
り）▶風の谷▶炭の谷▶Ｎの谷▶天皇陵
▶小塩山(642m)▶天皇陵下山口▶金勝
寺分岐▶下山口▶正法寺▶大原野神社▶
南春日町バス停（14時30分頃解散予定）

コース

西山 『カタクリ』花めぐり
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

日時／4月14日土 8:20～12:00終了予定

4月6日金 締切日
お申込みは専用のお申込用紙でＫＰＣ事務局まで。

　桜の季節を迎え、京都はどこの桜もたくさんの方でにぎわいます。
今回は、「くろ谷 金戒光明寺」にて、通常は非公開の「大方丈」の内部や
「紫雲庭園」をご覧いただきます。境内の御影堂・阿弥陀堂や山門・・・
など桜の中に佇む撮影ポイントが多い、名所中の名所です。

※大人子供同額　※料金に含まれるもの：講師料、拝観料
3,000円会員・家族 9,000円会員外料　金  

●三脚はご使用いただけません。●御影堂の内部は撮影いただけません。
●駐車場のご用意はありませんが、境内にコインパーキングがあります。
　できるだけ公共交通機関をご利用ください。
●少雨開催いたします。また、桜の開花状況に関わらず開催いたします。

備　考20名 
※最少催行人数10名
※定数を超える場合は抽選

定　数

一眼レフカメラ（ミラーレス可・スマホは不可）デジタルカメラの方は後半に行う講評会にご参加いただけます。
撮影データを読み込みますので、CFカード・SDカード等メディアは空にしてご参加ください。

ご準備

8：20 集合▶8：35 水野先生から撮影ポイント指導　御影堂⇒大方丈⇒松の間/虎の間⇒紫雲庭園へ
▶その後、各自自由に退出し撮影▶10：00 水野先生による講評会▶12：00 終了

スケジュール

水野秀比古 先生
講　師

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

写真：水野秀比古先生

会場／浄土宗大本山 くろ谷 金戒光明寺浄土宗大本山 くろ谷 金戒光明寺
京都市左京区黒谷町121

プロの写真家と巡る

京都名所
フォト・レッスン3

－特別拝観－

入会キャンペーン予告
2018年5/1火～6/30土
※満15歳以上の方（中学生は除く）

お問合せはコ・ス・パ各店 もしくはオージースポーツ ヘルスケアチーム　ＴＥＬ：06-6262-3474
各店の詳しい情報はホームページにて！　https://www.ogsports.co.jp

発行日は都度利用料無料です。ご登録にはＫＰＣ会員証、ご家族は「コスパ法人所属証明書」（事前
にご準備）を店舗にご持参ください。

●コスパ専用会員証発行手数料0円（7/1からは通常価格1,080円となります）
Ａ：都度利用会員 都度利用料1,080円は利用時にお支払い

●各店舗のお得なキャンペーン＆各店レギュラー会費よりずっと2,160円引き
　※学園前は1,080円引き　※店舗のキャンペーンは各店ホームページをご覧ください。（一部除外）

Ｂ：コーポレート会員（月会費）制  会費は銀行口座から自動引落

期間中にご入会いただくと、大変お得にご利用いただけます！






