
「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
ハイキングサークル
バスツアー 和歌山へ

旅とグルメの会 盛夏の美山　
7月22日㊐・29日㊐　

第2回 理事長杯 会員ゴルフコンペ　
8月4日㊏ 宮津カントリークラブで開催！

初開催 フライフィッシング教室
6月17日㊐ 広河原トラウトタウン

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.111
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6/17日 9：00～12：00まで 雨天予備日6/24㊐日程　●

広河原トラウトタウン 京都市左京区広河原菅原町115会場　●

集合場所　●　京都花背山村都市交流の森

お申込み締切日：6月6日（水） KPC事務局までお申込みください。

●催行中のケガ等自己責任でお願いいたします。
●自然が相手ですので、必ず釣れるとは限りません。
●帽子・長靴・手袋・サングラス（またはゴーグル）等
　装備については各自でご用意してください。
●荒天・増水時には中止する場合があります。
●現地集合・現地解散です。駐車場あり。
●催行中に釣った魚は持ち帰れません。

注　　意

フライとは虫を模した毛バリのことで、
特にニジマスなどトラウトと呼ばれる鱒類がよく釣れる方法です。
しかし、毛バリ自体には重みがないため
ポイントに投げるのが非常に難しい釣り方法でもあります。
その釣り方の基本を、自然豊かな京都の源流・広河原で、
FFI（フライフィッシング国際連盟）公認のインストラクターに
教えていただきます。

会員・会員家族3,500円 会員以外
講師代・用具レンタル・1日遊漁券を含みます。 食事代は含みません。
※小学生以上対象。

7,000円参 加 料

10名 （最少催行5名、多数の場合は抽選）定 　 数

❶用具について説明 ❷キャスティング練習 ❸実際に釣ってみよう講習内容

運営：上桂川漁業協同組合　協力：（公財）京都市森林文化協会

フライフィッシング教室KPC
主催

会員ゴルフコンペ

申込締切日：6月14日(木) 専用のお申込用紙でKPC事務局までお申込みください。

ゴルフを趣味にされているKPC会員の皆様、ご自分の腕前を試してみませんか？
KPCでは今夏、会員対象のゴルフコンペを開催いたします。お気軽にエントリーください。
コースは日本海への打ち下ろしが清々しい宮津カントリークラブです。

備考・1名～4名様でお申込みください。
・キャンセルは7/9までにお知らせください。7/10以降の返金はお受けできません。
・組合せのリクエストは受け付けますが、必ずしも確約とはなりません。
・熱中症対策は各自で行ってください。
・台風等荒天が予想されるなど、コースがクローズになる場合は中止いたします。

日　時 8月4日土 雨天決行。スタート時間はご参加決定時にお知らせいたします。

参加料金 会員おひとり 9,500円　会員家族 10,500円　会員同伴者 13,700円
宮津カントリークラブメンバー　7,000円、家族8,000円、同伴者10,000円
※プレーフィー、昼食代（1,000円分）を含みます。

コース 宮津カントリークラブ（京都府宮津市下笹屋303番地）

表　彰 優勝、準優勝、第3位、飛び賞等、開催地宮津のご当地賞品も多数ご用意いたします。　　

募集人数 16組 64名（予定）

参加資格 KPC会員とご家族。プレー・進行に支障のないスキルとマナーをお持ちの方。
事業所にゴルフ部がある場合は、その旨ご記入いただきますと優先的に同組にさせていただきます。

競技方式 18ホールズ・ストロークプレー　ダブルぺリア方式　セルフプレー

KPC
理事長杯
第2回第2回



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
6月6日（水）

No.2
ステンレス
タンブラー

ワイヤレスノイズ
キャンセリング
イヤホン 
MDR-NWBT20
NBM（B）

No.1

50名様2名様 QUOカード
500円分

No.8
5組
10名様東宝映画

鑑賞チケット

No.7
イタリア製
陶器置物

No.6

Q嵐電「鹿王院駅」の鹿王院
は寺院の名前。その寺の山

門に掲げられた額には「覚雄山」
と書かれていますが、この文字は
誰の自筆といわれている？

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
「げんき」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。

スポーツはじめてみませんか？
新年度の疲れの出やすい季節、体を動かしてリフレッシュしませんか？

いやしなび KPCライフサポート倶楽部では、フィットネスクラブなどの提携メニューを豊富にご用意しています。
ぜひご利用ください。

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

コナミスポーツクラブ コ・ス・パ 女性だけの30分  
　フィットネスカーブス ミズノゴルフスクール

メニューNo.640332メニューNo.640184メニューNo.640120メニューNo.640107

㊟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。　　　

㊟

入校金 無料（通常：3,240円）1回無料体験
入会金66％割引

都度利用
会員料金お一人様：1,080円/回

気軽に都度利用（Ａ）
1,188～2,160円/回
さらに月1回：540円補助！

5名様

周囲の騒音を
98%カットできる
Bluetooth対応
イヤホン。

色はお任せください。 提供：(株)京都寺内様　

SONY 阪神タイガース

会社の
みんなで
分けて

賞味期限:
2018年9月

24本入
4名様

2つの働き 
カテキン緑茶 
350mlPET

No.5 伊藤園 

96本入
2名様

野菜生活100 
フルーティーサラダ
125ml紙パック

No.4 カゴメ 

No.3
高機能
軽量
クッション

阪神タイガース 各
2名様



●ご利用方法
・お申込みは、本誌掲載のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、KPC事務局まで
FAXにてお申込みください。
・各店舗にご予約していただいてから、KPCに人数分のチケットをお申込みください。
・チケットがないと会員料金にはなりませんので、お届けにかかる時間を見越して
余裕をもってお申込みください。
・各店舗のチケットとご請求書をお送りいたしますのでKPCへお支払いください。
　それ以外の追加料金が発生した場合は各自その場でお支払いください。

●ご利用対象者
・会員おひとりにつき5枚まで。
・会員企業様の従業員の皆様でご利用ください。
   （お友達や個人的な団体でのご利用はお断りいたします）

●ご注意事項
・店舗ごとにルールが異なりますのでご注意ください。　
・払い戻しは基本的にいたしません。（天候・強風の影響による営業中止の場合を除きます）
・他の割引との併用はできません。

（当日1,400円）900円大　人

（当日1,000円）

（当日600円）

500円中高生

200円こども(3歳～小学生)

（当日1,600円）1,000円一　般

（当日1,200円）500円大学生

（当日1,000円）500円一　般（当日1,200円）900円一　般

※大高生は対象外

チームラボ ―学ぶ！未来の遊園地―

▶日時：昼の部（11：00）7月10日㊋、15日㊐
　　　　夜の部（16：15）7月17日㊋、21日㊏
▶会場：大阪松竹座
▶定数：各20枚

（当日500円）200円高中小生

（当日800円）300円65才以上・大学生

3恋におちたシェイクスピア

宝塚歌劇 月組公演

4

7

ザ・ニュースペーパー 京都２０１８

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ノンタン～みんなであそぼう！～」

SUMMER SONIC 2018 OSAKA 
サマーソニック 201８ 大阪

関西・歌舞伎を愛する会 第二十七回
平成三十年 七月大歌舞伎

8

21

1 2京都鉄道博物館 入館券

ビアチケット2018 ビアガーデン・ビアホールをお得に楽しみましょう。 KPCでチケットのご準備を！

サンタフェ リー・ダークスコレクション
浮世絵最強列伝～江戸の名品勢ぞろい～

　いま公開される珠玉のリー・ダークス浮世絵
コレクション！華麗な浮世絵200年の展開！
▶会期：7月3日㊋~9月30日㊐
▶会場：相国寺承天閣美術館
　※全点展示替え（約80点ずつ）
　（前期）7月3日～8月5日（後期）8月8日～9月30日
　開館時間：10：00～17：00（入館は16：30まで）
　休館：8月6日㊊、7日㊋
※障がい者手帳等をお持ちの方とその付添人1名は無料。

（当日200円）100円幼　児

（当日500円）200円中小生

　「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。
▶有効期間：～2019年3月31日㊐まで
▶会場：京都鉄道博物館
　開館時間：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下さい。

　新感覚の体験アートイベントです。
▶会期：7月13日㊎～9月2日㊐
▶会場：あべのハルカス美術館 
開館時間：10：00～20：00（予定）入館は原則閉館30分前ま
で。ただし、会場の混雑状況により変更することがあります。
休館：7月23日㊊、30日㊊、8月6日㊊
※2歳以下無料。※小学生以下は保護者（高校生以上）の
同伴が必要です。※障がい者手帳をお持ちの方は、ご本人
と付き添い1名様まで当日料金の半額（要証明）。

7月12日まで

7月2日まで

締切：9月14日㊎

締切：9月21日㊎

締切：9月14日㊎

　プラド美術館の誇りであり、西洋美術史上最
大の画家のひとりであるディエゴ・ベラスケス
の作品7点を軸に、17世紀スペイン絵画の傑
作などを含む約70点をご紹介します。
▶会期：6月13日㊌～10月14日㊐
▶会場：兵庫県立美術館
　開館時間：10：00～18：00(金曜日、土曜日は午後8時まで)
　※入場は閉館の３０分前まで
　休館：月曜日（ただし祝休日の場合は開館、翌火曜日休館）
　※6月の平日は大学生無料（要証明）。

6月12日まで

在庫限り

4,900円

　結成３０周年記念公演。開催決定！今年も、
奴らが京都に！ニュース！を持ってやって来る！
政治、経済、社会問題、ご当地、ご近所、さまざ
まな世相のタブーを恐れず、果敢に飛び込み
笑いに変える男たち。

（通常5,800円）料　金

▶日時：８月２６日㊐ 昼の部 14：00開演
　　　　夕方の部 17：30開演
▶会場：ロームシアター京都サウスホール
▶定数：各30枚 
※未就学児の入場不可。
　

締切：6月5日

締切：6月11日締切：6月11日

15,000円（通常20,000円）一等席

1,000円（通常2,000円）全席指定
大人こども同一料金

　子どもたちに大人
気の絵本「ノンタン」
が舞台に登場！小さ
いお子さまにも楽し
んでいただけます。

▶日時：7月29日㊐11：00／13：30
▶会場：ロームシアター京都 サウスホール
▶定数：各20枚 
※大人子ども同料金・2歳未満無料(ただしお膝の上)

プラド美術館展
-ベラスケスと絵画の栄光-3 4

（通常8,300円）7,800円S　席

締切：6月5日

▶日時：8月25日㊏11：00／9月4日㊋11：00
　　　　7日㊎13：00／9日㊐11：00
▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各20枚

三井住友VISAカードミュージカル 
『エリザベート
－愛と死の輪舞（ロンド） －』
※厳しい抽選が予想されますので、
　お申込みは1公演2枚までとさせ
　ていただきます。当選者の方に連
　絡いたします。

主演の珠城りょう（左）　愛希れいか

　二代目 松本白鸚、十代目 松本幸四郎 襲名披
露。歌舞伎の歴史に残る名舞台に乞うご期待！
[出演]松本白鸚、松本幸四郎、片岡仁左衛門、
中村鴈治郎、市川猿之助、市川中車、他
[演目]昼の部 廓三番叟、車引、河内山、勧進帳
夜の部 御浜御殿綱豊卿、口上、女殺油地獄

©宝塚歌劇団
Photographer Chagoon(www.chagoon.com)

5 工藤静香 Acoustic Live Tour 2018
POP IN 私とピアノ......そしてあなた6

5,500円

　工藤静香 Acoustic 
Live Tour2018開催！

（前売6,500円）全席指定

▶日時：7月21日㊏
17：00

▶会場：文化パルク城陽
（プラムホール） 

▶定数：20枚

締切：6月11日

よしもとお笑いライブin城陽
2018

4,500円

[出演]COWCOW、NONSTYLE、モンスター
エンジン、トレンディエンジェル、ミキ
吉本新喜劇（すっちー、酒井藍　ほか）

（当日5,000円）全席指定

▶日時：7月8日㊐
　　　　①11：00 ②14：00 各回30分前開場
▶会場：文化パルク城陽（プラムホール）
▶定数：各20枚
※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。
　お席が必要な場合は有料。
※都合により出演者が変更になる場合がございます。

締切：6月11日

9,500円

　劇団四季１２年ぶりの新作ストレートプレイ
に、どうぞご期待ください。

（通常9,720円）S　席

▶日時：9月8日㊏～29日㊏
［13：00公演］8・9・15・16・17・22・23・24・29日
［13：30公演］12・13・14・19・20・26・27・28日
［17：30公演］15・22・29日　10・11・18・25は休演
▶会場：京都劇場(JR京都駅ビル内)
▶定数：各10枚 ※6月3日より受付け開始
※ご観劇日当日3歳以上のお子様はお席をお求めください。
※ご観劇日当日2歳以下のお子様はご観劇頂けません。

締切：6月11日
締切：6月8日

13,000円（通常14,500円）1DAY

[出演]18日：ONE OK ROCK 他
19日：NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS 他
▶日時：8月18日㊏・19日㊐11：00 ▶定数：各20枚 
▶会場：舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
※未就学児の入場は必ず保護者同伴の上、保護者１名につ
き､児童１名のみ入場可(入場エリアの制限があります)。※
出演アーティスト変更による払戻しは致しません。※アー
ティストの出演日、及び出演ステージが変更になる場合が
ございます。※各会場の入場制限を行うことがあります。
※雨天決行
1DAYは日付を指定してください。

23,000円（通常25,500円）2DAY

京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都
京都新阪急ホテル 
阪急トップビアガーデン京都

66

料　　金 5月   　 3,300円（通常3,900円）
６月   　 3,400円（通常3,900円）
7月・8月 3,700円（通常4,300円）
9月   　 3,400円（通常3,900円）

予約専用 075-343-5300
ビアガーデン予約係
12：00～21：00

※7・8月の金・土は120分制
※8/16㊍除く

※金・土・祝祭日前日は不可

京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン

期　　間 6月1日㊎～9月18日㊋

料　　金 男女とも 3,200円（通常3,800円）
予約専用 075-252-7869

ビアガーデン受付係
10：00～17：00

期　　間 6月1日㊎～9月16日㊐ 

料　　金 大人　3,600円（通常4,300円）
予約専用 075-661-7111

ビアガーデン係
10：00～21：00

※全席禁煙　喫煙コーナー用意あり

新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン新・都ホテル 屋上ビアガーデン

55

77
120分制

時間無制限
時間無制限

飲み食べ放題

飲み食べ放題

締切：9月28日㊎所 在 地 京都市中京区河原町通三条下ル大黒町50

期　　間 ～9月30日㊐ 

料　　金 グレードアッププラン（お料理8品） 4,800円（通常5,800円）
予約専用 075-221-1882

スーパードライ京都スーパードライ京都スーパードライ京都スーパードライ京都88
120分制飲み放題

締切：9月28日㊎所 在 地 京都市下京区東洞院通り塩小路下ル東塩小路町849
セレマビルB1F

期　　間 ～9月30日㊐ 

料　　金 デラックスプラン （お料理7品＋デザート）、120分飲み放題  4,800円（通常5,800円）
小ジョッキ1杯+唐揚げハーフ+枝豆セットで（4名まで）1,000円（通常1,600円）
※飲み放題ではありません

予約専用 ０７５-３７１-０９８５

スーパードライ ルネサンススーパードライ ルネサンススーパードライ ルネサンススーパードライ ルネサンス99
120分制飲み放題

飲み食べ放題

※全席禁煙　喫煙コーナー用意あり

お気軽なプランもあります！ 

※未就学児入場不可

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。伏見稲荷から
深草トレイルで大岩山を経て伏見桃山
城へ。

●日程：6月10日㊐　
●集合時間：午前8時30分
●集合場所：ＪＲ『伏見稲荷』駅前
●行程：約7km 約6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

●ＪＲ伏見稲荷▶伏見稲荷奥社▶F35▶
弘法の滝▶青木の滝▶F34▶白菊の滝▶
F33▶F29▶F28▶F25▶仁明天皇陵▶
大岩街道▶堂本印象の鳥居▶大岩神社
▶大岩展望台▶北堀公園▶伏見桃山城
▶明治天皇陵▶近鉄桃山御陵駅（解散）

コース

京都一周トレイル⑪ 稲荷～伏見
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

魅力的なカフェが溢れる古都・京都で、「THE VR ROOM KYOTO」は新しい
カフェスタイルを提供します。
くつろぎの空間を彩るのはこだわりのコーヒーやラテ、スムージー、フード、etc…
そして、未来の体験ができる VR（Virtual Reality:仮想現実）もお楽しみいただけ
ます。「コーヒーを飲むだけではなく、その空間にいることで楽しめるもの」である
ように、お客様が心地よく過ごしていただける時間をお届けします。

新店舗オープン THE VR ROOM KYOTO

●京都駅南口（8：30）▶上鳥羽IC▶
休/岸和田SA▶（11：00）「道成寺」絵
とき説法と参拝▶（12：10）「道成寺 
雲水」昼食/鮑ステーキ・紀州づくし▶
（14：00）「丸新本家」湯浅醤油蔵見学
▶（15：00）「和歌山マリーナシティ黒
潮市場」お買物▶海南東IC▶休/岸
和田SA▶（18：00）京都駅南口

コース

和歌山 道成寺 絵とき説法と参拝ツアー
バスツアー

　和歌山県最古の寺「天音山道成寺」にて重要
文化財の建造物や仏像をご覧いただき、昼食
は鮑ステーキをお召し上がりください。明治
創業の「丸新本家」での醤油蔵見学や“まぐろ”
のテーマパーク「和歌山マリーナシティ」にて
お買物もお楽しみいただけます。
●日程：7月8日㊐  ●集合時間：8時30分
●集合場所：京都駅南口
●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：京都交通社 締切：6月11日

店舗住所　
〒604-8022 京都府京都市中京区
河原町通三条下ル三丁目東入南車屋町280番地　
キャニオンテラス1F
営業時間  11：00～23：00
電話番号  075-600-9000
URL  http://vr-kyoto.com/

THE VR ROOM KYOTO
（ザ・ヴイアールルーム・キョート）

カフェとVR（仮想現実）の融合、
新感覚カフェが誕生！

2 018 . 5
OPEN!

締切：6月11日

●日程：7月22日㊐・29日㊐ ※お申し込みはどちらか1日
●料金：会員・家族＝7,800円　一般＝9,800円
　※料金には料理代金を含みます。
　※大人子供同額。
●定数：各日30名 ※3名から催行。多数の場合は抽選。

●JR園部駅（10：40）▶（11：20）
美山町かやぶきの里（12：20）▶
（12：30）山里料理旅館いそべ
（13：30）▶（13：35）道の駅美山
ふれあい広場（14：00）▶JR園部
駅（14：30頃）解散

コース

❶季節の物三種盛り
❷ゆば刺し  
❸活天然鮎塩焼き
❹地鶏鍋  
❺天麩羅
❻いそべ名物鮎丼
❼香の物  
❽赤だし
❾デザート（美山牛乳ジェラート）

お品書き

　日本の原風景が残る山里、美山
町の「かやぶきの里」を訪れます。
自然たっぷりの景色の中、散策や
お買い物をお楽しみください。
昼食は、天然の鮎料理を頂きます。

第5回 旅とグルメの会  
盛夏の美山 天然の鮎料理

※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。コンビニ払いはございません。

取扱：日本旅行　




