
「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

京都ええ店食べある記
バスツアー
ハイキングサークル

答えて当てよう いいとこクイズ
祇園祭 有料観覧席のあっ旋
ディズニー・オン・アイス のあっ旋

「仕事と介護・仕事と子育て
  両立支援セミナー」 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.110
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こんな相談があったら、どうしますか？　

「介護に専念しないといけないので、
　　　　　退職しようかと思ってます・・・。」
ライフスタイルの多様化や、働く女性の増加、
高齢化等様々な事由に伴い、
介護や子育てをしながら働く方が増加しています。
誰もが活躍できる社会への取り組みとして、
まずは介護離職の現状の把握と、対象となる従業員への
ハラスメントにならない対応について考えます。

▪育児や介護の現状についての理解促進と企業対策
   介護や育児での法的制度面と企業として最低限準備しなければならない内容について

▪育児や介護でのハラスメント問題
   育児や介護を抱える従業員に対する接し方や相談された場合の答え方、ハラスメントにならないための準備等

■日程：2018年5月30日（水）13:30受付開始 14:00～(90分)
■会場：京都ウィメンズベースアカデミー
　　　　　京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435
　　　　　京都御池第一生命ビル4F

■定数：30名
■お申込み締切日：5月16日(水)

担当講師：
橋本珠美
（株式会社ユメコム）

経営者 管理職人事責任者 の方対象

「仕事と介護・仕事と子育て」の
  両立支援セミナー

主催：KPC　運営：株式会社ユメコム

FAX

「仕事と介護・仕事と子育て」の両立支援セミナー お申込み用紙
企業番号 企業名 お申込担当者

E-mailTEL

会員番号 役職 氏名

会員番号 役職 氏名

会員番号 役職 氏名

会員番号 役職 氏名

KPC会員個人番号(４桁)・役職・氏名をご記入ください

お申込みはKPCまで  FAX：075-255-6644

内 

容

参加無料

お申込みはKPCまで。下記お申込み用紙にご記入の上
FAXいただくか、ホームページからお申込みください。

 お席に限りがございますので、必ず事前にお申込みの上、ご参加ください。
（多数の場合は抽選といたします）



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
5月6日（日）

No.2
OUTDOOR
レインポンチョ

京都鉄道博物館 
入館券

No.1

30名様QUOカード
500円分

No.8

3名様

4名様

10名様

2名様

海雲亭 
ランチ お食事券

No.7

5組
10名様TOHOシネマズ

映画鑑賞チケット

No.6

2名様

阪神タイガース
甲子園お得ーポン

No.5ペア10組
20名様Q京都鉄道博物館では、旧二

条駅舎のように現在もほぼ
当時の姿のままで活用する建築
物があります。寝台車を展示する
「トワイライトプラザ」も駅の建物
を再利用。それは何駅でしょうか？

No.3 ISUKA
マップケース

No.4 HELLY HANSEN
トートバッグ

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

メニューカテゴリーより
「くらし」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。

ショッピングを楽しみませんか？
いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、

お洋服や書籍の購入などショッピングの優待メニューをご用意しております。
いつものショッピングをいつもよりお得にご利用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

洋服の青山 THE SUIT COMPANY RESOLブックストア
　　　　　by eBookJapan

ハーモニック
（カタログギフト）

メニューNo.722118メニューNo.720207メニューNo.721001メニューNo.721005

会員番号（17桁）とパスワードについては会報誌の4月号をご参照ください。  ※会員特典内容は変更となる場合がございます。 ※ご利用方法等は、いやしなびKPCをご覧ください。

全12種類のえらべるカタログ
ギフト本体価格より最大30％割引

本・CD・DVD・電子書籍購入で
次回使えるポイントを還元全商品10％割引お買い上げ総額より10％割引



スタンプラリー
で

プレゼント提供（
抽選）

関西・近隣の9
6館が参加

展覧会年間全日
程を

一挙に掲載

プレミアム版1
,800円 6ヶ月間有効

利用開始日より

実施中

全国初

（利用期間は
2018年4月1

日～2019年3
月31日まで）

（利用期間は
2018年4月1

日～2019年3
月31日まで）お名前 Full N

ame:
お名前 Full N

ame:
有効期間（利用

開始日を含む）最
初のご利用日か

ら6ヶ月間

有効期間（利用
開始日を含む）最

初のご利用日か
ら6ヶ月間までまで

20182018

無料入場券2
1枚・割引券1

00枚添付&
便利なガイド

ブック付き

無料入場券2
1枚・割引券1

00枚添付&
便利なガイド

ブック付き

有効期限 Va
lid until:

有効期限 Va
lid until:

スタンプラリー
で

プレゼント提供（
抽選）

関西・近隣の9
6館が参加

展覧会年間全日
程を

一挙に掲載

スタンプラリーでプレゼント提供（抽選）

関西・近隣の96館が参加展覧会年間全日程を一挙に掲載

実施中
スタンプラリーでプレゼント提供（抽選）

関西・近隣の96館が参加展覧会年間全日程を一挙に掲載

全国初

（利用期間は2018年4月1日～2019年3月31日まで）

（利用期間は2018年4月1日～2019年3月31日まで）

お名前 Full Name:
お名前 Full Name:

有効期間（利用開始日を含む）最初のご利用日から3ヶ月間

有効期間（利用開始日を含む）最初のご利用日から3ヶ月間

までまで

20182018
無料入場券21枚・割引券100枚添付&便利なガイドブック付き

無料入場券21枚・割引券100枚添付&便利なガイドブック付き

有効期限 Valid until:
有効期限 Valid until:

普及版1,000円 3ヶ月間有効
利用開始日より

（通常5,450円）5,000円大人

創建1250年記念特別展 
国宝 春日大社のすべて 悠久の歴史と王朝美

氷の上のミュージカル ディズニー・オン・アイス
「ミッキーのスペシャルセレブレーション！」 大阪公演

（当日1,000円）

（当日500円）

600円大高生

200円中小生

（当日1,500円）1,000円一　般

▶日時：5月12日㊏17：00／13日㊐12：00
▶定数：各日10枚  
▶会場：大阪松竹座

締切：5月20日

（通常1,000円）800円普及版
3ヵ月有効

（通常1,800円）1,000円プレミアム版
6ヵ月有効

（当日800円）650円小人(4歳～小学生) 

（当日1,600円）1,300円大人(中学生以上) 

特別優待価格（有料会場の周遊券）

（当日600円）300円子供(小学生) （当日2,700円）1,500円ドライブウェイ
通行券付き大人

（当日1,200円）700円大人(中学生以上) 

　2018年度版は95施設に拡大！
日本初の「展覧会年間全日程一覧」は今年も掲
載。巻末の特集がますます面白くなりました。
便利でお得なパス・ブックです。

3

祇園祭 山鉾巡行 有料観覧席

宝塚歌劇 花組公演4 5 JAZZライブ サックス
TSUBO-KENカルテットTHE 舶来寄席 2018 蘭 ～緒方洪庵 浪華の事件帳～ 6

21

1 2

3 ミュージアムぐるっとパス・関西2018

5

4

初夏の花めぐり ROKKO フォトグラフィックガーデン

ガーデンミュージアム比叡 入園引換券

　色とりどりに咲き誇る花々とアーティスティック
な野外写真展（200作品以上）を通じて、自然や
眺望など六甲山の魅力を五感で楽しめます。
▶会期：5月11日㊎～７月31日㊋
▶会場：六甲オルゴールミュージアム、六甲高山植物園、
　六甲山カンツリーハウス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、
　六甲ケーブル、六甲ガーデンテラス、
　［プラス会場］TENRAN CAFE
　開館時間：10：00～17：00
　※会場により受付終了時間が異なります。

※六甲山カンツリーハウスは、5月中の木曜、6月7日㊍は
　休園です。
※プラス会場「TENRAN CAFE」の展示作品の見学は、
　カフェのご飲食利用が必要です。
www.rokkosan.com 7月26日まで

11月16日まで

　春日大社の歴史をたどり、全容を紹介します。
▶会期：4月14日㊏～6月10日㊐
▶会場：奈良国立博物館 開館時間： 9:30～17:00  
　※毎週金・土曜日は19:00まで（入館は閉館の30分前まで）
　休館日：月曜日※ただし、4/30（月・振休）は開館　
※本展の観覧券で名品展（なら仏像館・青銅器館）もご覧
　いただけます。
※障害者手帳をお持ちの方
　（介護者1名を含む）は無料。

▶会期： 5月25日㊎～ 全国ロードショー

6月8日まで

1,500円

　枚方出身で関東にて活躍するサックス奏者
坪山健一（つぼ健）を中心にカルテット編成で
開催します。今回は誰もが知っているＪＡＺＺ
の名曲のほか、リンゴ追分、月の沙漠などの
歌謡曲も織り交ぜたコンサートを開催。
[出演]sax.TSUBO-KEN pf.花田えみ 
ｂｓ.光岡尚紀 dr.衣笠智英

（通常2,000円）全席自由

▶日時：7月6日㊎19：00
▶会場：八幡市文化センター小ホール
▶定数：30枚 ※１ドリンク付き

締切：5月10日

締切：5月10日締切：5月1日

6,200円（通常11,500円）料金

2,800円（通常4,700円）全席指定 一般

2,600円（通常3,180円）
全席指定（パンフレット・日よけ帽子等付き）

　世界中か超一流のパフォーマーたちを大
阪に一堂に集めました。なんばグランド花月
だけの限定公演です。
[出演者]海外パフォーマー5組+吉本新喜劇
約120分公演 
▶日時：6月15日㊎～24日㊐各日19：00
▶定数：各日10枚 ▶会場：なんばグランド花月
※5歳以上もしくは110ｃｍ以上のお子様はお席が必要。
※劇場内飲食可。

▶有効期間：2019年3月31日㊐まで有効
▶主な掲載ミュージアム：京都国立博物館、京都国立
　近代美術館、京都文化博物館、細見美術館、
　清水三年坂美術館、茶道資料館、宇治市源氏
　物語ミュージアム 等９５施設

妻よ薔薇のように
家族はつらいよⅢ6 7

　祇園祭は八坂神社の祭礼で、大
阪の天神祭・東京の神田祭ととも
に、日本三大祭のひとつに挙げられ
ており、その歴史の長いこと、また
その豪華さ、祭事が１ヶ月にわたる
大規模なものであることで広く知
られています。およそ１１００年前、
神泉苑に日本全国の国の数の矛６
６本を立て、祇園の神を祀り災厄の
除去を祈る祇園御霊会を行ったの
が始まりと伝えられています。
　祭のハイライトは１７日と２４日に
行われる山鉾巡行。
▶日時：
　前祭7月17日㊋／後祭24日㊋ 
　雨天決行
▶会場：御池通  ▶定数：各日30枚  
※日程をご指定の上お申し込みください。

平日S席 土日祝S席

（通常4,450円）4,000円子ども
(3歳～小学6年生まで)

（通常8,300円）7,800円S席

締切：5月7日

締切：5月9日

▶日時：7月21日㊏11：00／24日㊋11：00
　　　　8月3日㊎13：00／5日㊐11：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

ミュージカル 
『MESSIAH（メサイア） 
－異聞・天草四郎－』
ショー・スペクタキュラー
『BEAUTIFUL GARDEN 
－百花繚乱－』
《主演》明日海りお、仙名彩世

Ⓒ2018
「妻よ薔薇のように  
家族はつらいよⅢ」
製作委員会

　魅力溢れる
キャストで描く、
痛快時代劇!
[出演]藤山扇治
郎、北翔海莉、石
倉三郎、久本雅
美、神保悟志ほか

（通常5,950円）5,500円大人

（通常4,950円）4,500円子ども
(3歳～小学6年生まで)

　ミッキーマウスのアニバーサリーをお祝い
した完全オリジナル作品!ミッキーのスクリー
ンデビューから90周年にあたる記念の年!お祝
いにふさわしく、史上最多の9人のプリンセス
が登場。ラプンツェルとアリエルが同時に宙を
舞う“エアリアル”は必見!そして、早くも「モア
ナと伝説の海」がディズニー・オン・アイスに !

●コスチューム特典公演：チケットをお持ちでディズニー・キャラクターの全身コスチュームでご来場の方に、当日会場
にてオリジナル・グッズをプレゼント！ 
★ミッキーマウス・グリーティング：開場15分前(予定)にエントランスでミッキーマウスが皆さんにごあいさつ。
※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上無料。但し、お席が必要な場合は有料。
＜注意＞お申込順にチケット予約をしていきます。確定後の変更キャンセルはできませんので予めご承知ください。
　　　　確定されたチケットのお届けは7月中旬を予定しております。

©Disney

8/4㊏ 14：30 18：30
8/5㊐ 10：30 14：30 18：30
8/6㊊ 11：00 15：00
8/7㊋ 11：00 15：00

11：00 15：00
11：00 15：00

10：30
11：00

14：30
15：00

18：30
19：00

10：30 14：30

公演日 公演時間
10：30

●

●
19：00

●★
★

●★

8/10㊎
8/11㊏
8/12㊐

8/9㊍
8/8㊌

▶日時：8月4日㊏～12日㊐ 23公演　▶会場：大阪城ホール  ▶定数：各10枚  

（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：5月1日㊋～6月30日㊏
▶場所：京都ホテルオークラ 2階
　営業時間：11:30～21:00（ラストオーダー）※90分制
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540
※除外日：5/28~6/6終日、6/7ディナー、6/21ディナー

6月20日まで

12月25日まで

（通常1,200円）800円一般 （当日1,800円）900円料金

　嵐電1日フリーきっぷ・駅の足湯利用券・嵐山 
グルメぐりクーポンをセットにしたお得な券です。 

嵐電1日フリーきっぷセット券

▶有効期間：2019年3月31日㊐まで有効
〈嵐山グルメぐりクーポン引換内容〉
①~⑧のうち3か所で使用できます。
①老松嵐山店：香果餅（1個）／②鼓月嵐山店：千寿
せんべい（2枚）／③琴きき茶屋：桜餅（1個）／④峯
嵐堂渡月橋本店：わらびもち（1皿）／⑤タリーズ
コーヒー嵐山店：コーヒーまたはアイスコーヒー（1
杯）／⑥らんでんや：バニラソフトクリーム／⑦中村
屋惣菜製作所：コロッケ（2個）／⑧ジェリーズ・パイ：
アップルシナモン(1個) 2019年3月25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

　チューリップ、睡蓮、初夏に見頃を迎える
バラ。山頂に咲き誇る花々と陶板で再現した
印象派絵画の世界へようこそ。
▶有効期間：～11月19日㊊
▶会場：ガーデンミュージアム比叡

ガーデンミュージアム比叡の大人お1人様の入園料と比
叡山ドライブウェイ小型普通車通行券（田の谷峠ゲート
～比叡山頂［往復］）がセットになったお得なプラン。
軽・小型乗用車のみ適用。奥比叡参詣自動車道は含み
ません。
※未就学児無料

［ドライブウェイ通行券付き大人券］

　わたしたち＜主婦＞辞めます！妻の反乱で、
夫たちに史上最大のピンチが訪れる！！山田
洋次監督が贈る、家族のドラマ。

©宝塚歌劇団

2,300円（通常2,900円）全席指定 学生
幼稚園生～大学院生（要証明書）

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

　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。蹴上から大文字
山に登り銀閣寺に下ります。

●日程：5月13日㊐　
●集合時間：午前8時
●集合場所：
　京都市営地下鉄 蹴上駅 出口①
●行程：約7km 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
●交通費：約1,000円

●地下鉄 蹴上駅▶疏水大明宮橋▶日
向大神宮▶天の岩戸▶七福思案処▶
若王子墓地分岐▶大文字山分岐▶大
文字三角点(466m)▶大文字山火床
▶銀閣寺

コース

京都一周トレイル⑧ 蹴上～銀閣寺
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

　小倉の焼肉屋と言えば『海雲亭』。
質と鮮度にこだわった本格炭火焼肉と
本場韓国料理が味わえるお店として、地
元の人はもちろんスポーツ選手も訪れ
る人気店です！

　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32回目。今月は近鉄小倉駅から徒
歩３分のところにある「海雲亭 小倉
店」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

海雲亭 小倉店

【特典】
※ランチ、食べ放題不可、
　5,000円以上飲食に限る、現金支払のみ。

飲食代金1,000円オフ

宇治市小倉町神楽田3-6
【営業時間】11:30～14:30、
17:00～25:00（L.O.24:30）
【定休日】無休

店舗情報

切り取り線

0774-20-6442

グルメクーポン 京都ええ店食べある記

切り取って店舗へご提出ください。

●有効期間：2018年6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。

会員番号 ー

ご利用人数 名

◆内容
　チケットの購入、入店時の動作、お帰りの精算、当日の売上報告の要領までを体験して
　いただきます。
◆登録＆購入手順
  〈事前のご準備〉
　お手持ちのスマートフォンで右記QRコードを
　読み込んでいただき、ご購入手続きに進んでください。
　【体験会付きワインバーチケット】をご購入ください。
　※詳細はアクセス先のWEBサイトをご覧ください。
　※アプリのダウンロードはございません。
  〈入場時〉
　購入手続きをされたスマホをご持参ください。当日ご案内いたします。
　※現地で追加いただいたオーダーはお帰り時に精算してください。

　スマートフォンの普及が進み、いろんなことがお手持ちのスマホだけでできるよ
うになりました。チケットの販売や入場もスマホのみになりつつあります。スマホチ
ケットがどのようなものなのか、少し未来的な入場方法を体験してみませんか？
ご希望の方は、下記の手順でご購入手続きを行っていただき、スマホチケット体験
会にご参加ください。

お知らせ スマホチケット体験会を行います

●京都（9：00）▶京都南IC▶淡路SA・トイ
レ休憩▶（11：00）淡路花さじき・散策▶
神戸・淡路・鳴門道▶洲本IC▶（12：20）
松葉寿司・昼食▶津名一宮IC▶（14：00）
伊弉諾神宮・参拝▶（14：40）淡路島フ
ルーツ農園・イチゴ狩り40分食べ放題▶
（15：30）たこせんべいの里・お土産▶明
石海峡大橋▶京都南IC▶京都（18：00頃）

コース

ハモ会席とイチゴ狩り体験
バスツアー

　花の名所「あわじ花さじき」にて明石海峡・
大阪湾を背景に花の大パノラマを楽しんで
頂き、昼食はハモ会席をご堪能ください。国
生み神社として有名な伊弉諾神宮での参
拝、淡路フルーツ農園にてイチゴ狩り、たこ
せんべいの里などもお楽しみ下さい。
●日程：5月20日㊐  ●集合時間：8時45分
●集合場所：京都駅八条口バス駐車場前
●定数：30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：日本旅行 締切：5月7日

お申込み期限：5月15日まで

◆体験会開催要項
●日程：5月18日㊎ 18時30分～順次スタート
　　　 （最終入場20時まで・ラストオーダー21時まで）

●会場：京都ホテルオークラ ベルカント
●参加料金（おひとり）：
　ワインバー1,300円
　ワインバー、オードブルバーセット3,500円
　※決済手数料として、1組300円がかかります。
●会員おひとりにつき3名様までお申込みできます。
●予定人数：30人（予定人数に達し次第終了いたします）
当日体験会にご参加いただいた方には、お料理を1品ご用意いたします。
※ご登録いただいた個人情報は体験会終了後削除いたします。

https://gicz.jp/open/belc0518




