
「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

各地の花火大会有料観覧席のあっ旋
ハイキングサークル

会員美味交流会 vol.4 夏の暑さに鰻を知りたい
7月24日㊋　

初開催 クイズ探検！ 京都鉄道博物館
8月26日㊐ 夜間営業貸切

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.112
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京都鉄道博物館　京都市下京区観喜寺町　開館時間10：00～17：30
〈アクセス〉
京都市バスをご利用の方 「京都駅」B3バスのりばから
●205・208系統乗車、「梅小路公園前」下車徒歩約3分。
●急行103・急行104・急行110・86・88系統乗車、「梅小路公園・京都鉄道博物館前」下車徒歩すぐ。
または「京都駅」中央口より西へ徒歩約20分。

京都鉄道博物館

京都水族館

七条通公園
入口

公園
入口

公園
入口

入口 出口

梅小路公園前

梅小路公園・
京都鉄道博物館前

七条壬生川 七条大宮・京都水族館前

壬
生
川
通

大
宮
通

堀
川
通

烏
丸
通

京都駅

●クイズ探検について
京都鉄道博物館にちなんだクイズを解きながら、館内のいろいろな展示をご覧ください。
回答は、ご自身のスマートフォンで行っていただきます。

例）
Q1：  2代目京都駅の上家を再利用している展示場はどこでしょうか？
→館内のどこかが答えです。配布するクイズシートのQRコードをスマートフォンで
読み込んでください。正しい場所であればスタンプされますし、不正解であれば「○
○ｍ離れています…」と表示されます。クイズは全6問。全問正解者には京都鉄道博
物館グッズをはじめ素敵な賞品を差し上げます。

▼注意　●クイズ探検はスマートフォンをお持ちの方のみ参加できます。 ●スマートフォンをお持ち
でない方も入館と夜間展示への入場は可能です。 ●クイズ探検に参加されない方も、同じ料金です。 
●クイズ探検に参加される方は、スマートフォンでの事前準備が必要です。開催日までに設定を完了
してください(設定方法は、お申込みをいただいた方にお送りいたします)。 ●クイズに解答された時間
(QRを読み込んだログ)にて、順位を決定いたします。 ●クイズ探検の通信料はご自身の負担になり
ます。 ●ご参加者様には、別途記念入館券をお渡しいたします。 ●飲食の用意はありません。 ●入・
退館自由ですが、途中退館でも返金はいたしません。 ●雨天決行・荒天中止ですが、安全のためやむ
を得ずイベントの一部を取りやめる場合があります。

KPC主催

●開催日： 8月26日日 
●参加料金： KPC会員・家族(大人)1,400円
 大学生・高校生1,000円
 中・小学生500円　幼児(3歳以上)無料　※通常入館料含む

●定員： 200名

●お申込み方法： KPCホームページからお申込みください。（推奨）

●お申込締切日： 8月5日　　●対象： KPC会員とご家族

通常入館券はご利用いただけませんので、ご了承ください。

スマホをお持ちでも、ネットでのお申込みができない方は、
専用のお申込み用紙にてFAXでKPC事務局までお送りください。
スマホで受信できるメールアドレスが必須です。

12:00 クイズ探検を始めます。順次KPC窓口(3階)までお越し
 ください。全問解けた方から賞品をお受け取り下さい。
 順位は解答した順です(QRを読み込んだタイムで決定します)

17:00 クイズ探検を終了いたします。
18:00 貸切開始（予定）
 ◆運転シミュレーター　◆鉄道ジオラマ運転
 ◆扇形車庫にて、SL転車台回転

19:50 終了　

※三脚を使用して撮影できます。（三脚は通常営業時間内及び館内は禁止）

大変貴重な車両や建物が

とても良い状態で保存されている

京都鉄道博物館を舞台とした

「クイズ探検」を行います。

通常営業が終わった後は、クイズ参加者の方だけに夜間の博物館とSL転車台回転をご覧いただきます。

全国中小企業勤労者福祉サービスセンター　近畿ブロック協議会　共同事業



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
7月5日（木）

No.3
乗馬試乗会へご招待
利用期限：2018年9月17日まで
※装具レンタル・保険料1,820円別途必要。

50名様20名様
QUOカード
500円分

No.8ミュージアムぐるっとパス・
関西2018

No.7

Q山鉾のひとつ「太子山」
の御神体は歴史上の有

名人物。それは誰？

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

1 2 3 メニューカテゴリーより
「リゾート・トラベル」を選択
4

〈メニュー例〉詳しいメニュー内容はＫＰＣ会員専用ホームページの画面よりご確認ください。 「リゾート・トラベル」メニューには他にも 「ＳＡＬＥ情報」や「国内ツアー」などもご紹介しています。

少し早めの夏休みを計画してみませんか？
今年は少し早めに夏休みの計画を立ててみるのはいかがですか。

航空券とホテルが組み合わせ自由なプランなど、お得な国内・海外パックツアーを多数ご用意しています。
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

クラブメッド JRセットプランJALパックツアー No.610150ジエイエツチシー No.610132

㊟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。　　　

㊟

2名様

2名様

※利用開始日から3ヵ月間有効

キャンプチェア
リラックス
フォールディングベンチ
2人用 ネイビー ボーダー

No.1 コールマン

リゾートチェア
2脚セット 
レッドドット

No.2 コールマン

乗馬クラブクレイン京都

48本入
2名様

カテキンジャスミン茶 
350mlPET
賞味期限:2018年9月

No.6

50本入
2名様

ユンケルローヤルA
100ml
賞味期限:2020年1月

No.510組
20名様

No.4
乗馬体験1回コース チケット
※保険料やブーツなどレンタル料1,496円は別途必要。

M&S乗馬クラブ 5組
10名様

会社のみんなで分けてね

台湾、タイ、シンガポールなどの
人気ホテルをお得に予約。
①表示価格より５％割引

②ご予約でANAのマイルも貯まる！

オススメツアーが
会員限定特別割引で
お申込みいただけます。

世界約70ヶ所に広がるクラブメッドバカンス。
基本旅行料金から６～１０％ＯＦＦで

お申込みいただけます。

日本旅行のサイトへ遷移します。
ＪＲ・新幹線＋宿泊プランを
検索・予約していただけます。

「海外ホテル・航空券」から
ご確認ください。

から
ご確認ください。「特集一覧」のバナーからご確認ください。

クリック

[トクホ]伊藤園
2つの働き



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。　・他の割引との併用はできません。
　 　 　  ・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）

©Disney
（通常6,500円）5,600円大人

（通常4,900円）4,000円子ども

（当日1,000円）800円大人

22018 びわ湖大花火大会 有料観覧席 第67回 亀岡平和祭保津川市民花火大会 有料観覧席

第30回記念大会 なにわ淀川花火大会 有料観覧席

リトルマーメイド 大阪公演

イナズマロックフェス2018

日本・スウェーデン150周年記念イベント
The Show-A Tribute to ABBA6

4

7

1

1 2山城総合運動公園
太陽が丘ファミリープール ひらかたパーク

▶有効期間：
入園+フリーパス引換券付／6月30日㊏~9月2日㊐
入園+プール付／７月７日㊏~9月2日㊐
※休園日及び営業時間はホームページでご確認ください。
※天候により営業時間を変更する場合があります。

（当日450円）200円中小生
（当日100円）100円幼児(4歳以上)

（当日700円）500円高校生

　本格競泳プールをはじめ、ウォーターボブス
レーなどの遊具も楽しめます。
▶有効期間：7月14日㊏～9月2日㊐
▶場所：山城総合運動公園 
　営業時間9:00～17:00　最終入場16:30まで
※25ｍ・50ｍプールはご利用いただけない場合がありま
す。※「きょうと子育て応援パスポート」をご利用いただけ
ますので チケットご購入時にご注意ください。

8月31日まで

8月31日まで

▶会期：8月29日㊌～10月8日㊊㊗
▶会場：京都国立近代美術館
　休館日：月曜日、9月18日㊋、25日㊋
　※ただし、9月17日㊊、24日㊊、10月8日㊊㊗開館
　開館時間：9:30～17:00 　
　※金・土曜日は21:00まで （入館は閉館の30分前まで）
※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方とその付添者
　1名は無料。それぞれ入館の際、学生証等の年齢のわかる
　もの、障害者手帳等をご提示ください。
※本料金でコレクション展もご覧いただけます。

10月5日まで

生誕110年 東山魁夷展3 4

（当日1,300円）900円一般

（当日900円）400円大高生

（当日1,500円）1,000円一般

（当日1,100円）

（当日600円）

600円大学生

200円高校生

　「カメプー」の愛称でおなじみの緑に囲まれ
たレジャープール。全長100mのウォーター
スライダー(無料)が２基！。広々として楽しさあ
ふれる施設です。京都南インターから25分で
アクセスも抜群！JR亀岡駅からはバスで15
分。（7/14～8/26の間毎日運行）
▶有効期限：7月12日㊍～9月2日㊐
　営業時間：10時～17時 
※幼児の取り扱いなし 8月31日まで

亀岡プール

（通常1,230円）1,000円一般

（通常510円）300円小中生

　巨匠たちが愛した光と色彩が踊る美しい風景
を巡る「旅」をお楽しみください。
▶会期：7月21日㊏～10月14日㊐
▶会場：国立国際美術館(大阪・中之島)
　休館日：月曜日　※但し、8/13㊊、9/17㊊㊗、9/24㊊㊗、
　10/8㊊㊗は開館、9/25㊋は休館  開館時間：10:00～17:00 
　※金・土曜日は21:00まで（入場は閉館の30分前まで）
※中学生以下無料（要証明）
※心身に障がいのある方とその付添者1名は無料（要証明）

7月20日まで

プーシキン美術館展
ー旅するフランス風景画5

（当日1,500円）1,000円一般

（当日1,200円）

（当日600円）

700円大学生

200円高校生

明治維新150年
NHK大河ドラマ特別展 西郷どん

　本展では、西郷隆盛ゆかりの品々を紹介す
るほか、西郷と深くかかわった人々にまつわる
資料を展示し、西郷の人間像と彼が生きた時
代を浮き彫りにします。
▶会期：7月28日㊏～9月17日㊊㊗
▶会場：大阪歴史博物館 開館時間：9:30～17：00
　休館日：火曜日（ただし、8月14日㊋は開館）
※金曜日は20:00まで(入館は閉館の30分前まで)
※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名 
　含む）は無料（要証明）

7月27日まで

6 7
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5 世界一受けたい授業
THE LIVE 恐竜に会える夏！

締切：7月10日

締切：7月9日

締切：7月9日

 琵琶湖の環境保全を掲げた滋賀県下最大の音楽イベント
「イナズマロック フェス 2018」！
[出演]9/22：ゴールデンボンバー/西川 貴教 ほか
9/23：abingdon boys school/THE ORAL CIGARETTES ほか
9/24：HY/T.M.Revolution ほか
▶日時：9月22日㊏、23日㊐、24日㊊㊗ 各日開演14:00 
▶定数：各20枚 
▶会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場
　　　 （滋賀県立琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
※3歳以上チケット必要。※お申込みは希望の日付を指定してください。
※公演日によって出演アーティストが異なります。

1,000円（通常1,500円）パイプイス席
（1人掛）

6,000円（通常7,000円）ベンチ席
（3人着席可）

ご予約お問合せ先 075-254-2509
場　　所 京都ホテルオークラ ビアテラス 
期　　間 ～9月9日㊐ ※8/16を除く

　スターマインの一斉打上げや芸術花火の
競演、日本煙火協会推薦の「特選玉」花火な
ど、昨年より1500発増えた7000発の花火
が堪能できます。
▶日時：8月11日㊏19:30～  ▶定数：30枚
小雨決行。荒天時は8月13日㊊に延期。（それ以降再
延期なし）。延期時の払戻しはありません。両日ともに
開催中止となった場合は払戻しをいたしますが、降雨
等で途中中止となった場合は払戻しをいたしかねます
ので、あらかじめご了承ください。

▶会場：大堰川緑地東公園（亀岡市保津町西垣内）

▶日時：8月7日㊋19:30～20:30
▶会場：滋賀県営大津港沖水面一帯
▶定数：100枚
※少雨決行　※荒天時は8月10日㊎に延期
※返金は中止の場合のみいたします。
　延期では返金できません。
※お弁当・お飲み物はついておりません。

　約1万発の花火が湖面を鮮やかに彩る、琵琶
湖の夏の風物詩「びわ湖大花火大会」をゆった
り有料観覧席で。視野いっぱいに打ち上げられ
る花火を真正面で余すことなく楽しめます。

3,500円（通常4,400円）

締切：7月9日

▶日時：8月4日㊏19:40～ ※順延なし
▶会場：淀川河川敷 阪急十三駅寄り
▶定数：100枚
※雨天決行・荒天中止。※3歳以上は有料。※全席禁煙。
※当日は17：30までにご入場ください。以降は交通規制
　で入場できなくなります。

　なにわの夏の風物詩。淀川に映える大迫
力の花火が、圧倒的なボリュームと迫力で浪
花の夜空を彩る！

4,600円（通常5,000円）全席指定
（夏ぴあシートS）

締切：7月10日

▶日時：１月５日㊏１７時３０分、６日㊐１３時、
　　　３０日㊌１３時３０分
▶会場：大阪四季劇場（ハービスPLAZA ENT内
　　　　JR大阪・阪神梅田駅から徒歩5分）
▶定数：各10枚
※小人＝3歳以上小学6年生以下。※２歳以下入場不可。
※３歳以上要入場券（膝上観劇不可）。

※抽選が予想されます。※チケットのご用意は年末にな
る場合がありますのでご了承ください。※確保決定後の
キャンセルや変更はできませんのでご注意ください。

　劇団四季とディズニーの新次元ミュージカ
ル、ついに大阪へ！ （7月1日以降受付開始）

4,800円（通常5,400円）S席（小人）

9,800円（通常10,800円）S席（一般）

締切：7月9日▶日時：9月13日㊍ 19:00
▶会場：オリックス劇場  ▶定数：20枚
※未就学児童のご入場はできません。※小学生以上は
チケットが必要になります。※この公演ではABBAその
ものの出演はありません。トリビュート・バンドが
ABBAの楽曲を演奏する公演となります。

　煌びやかに再
現されたステー
ジで、 「ダンシン
グ・クイーン」はじ
め珠玉のヒットが
いまよみがえる。

10,000円（通常11,800円）S席

締切：7月5日

　会場がタイムマシーンとなり古代の世界へ !
巨大アリーナで驚愕の超恐竜体験 !
▶日時：7月28日㊏10:30/13：45/17：00　

29日㊐10:30/13：45/17：00
▶会場：大阪城ホール  ▶定数：各20枚 
※子どもは3歳～小学生。
※3歳未満は保護者１名につき１名様まで膝上無料。
　席が必要な場合は有料。
※お申込みいただきましたチケットは、7月中旬頃に
　お届け致します。

9,000円（通常9,500円）22日・23日・24日
共に

駐車場料金 
普通車400円／
大型車1,500円

（通常2,300円）1,700円プール入場付入園券
おとな（中学生以上）
プール入場付入園券
こども（2歳～小学生）

フリーパス引換券付入園券
おとな（中学生以上）
フリーパス引換券付入園券
小学生
フリーパス引換券付入園券
2歳～未就学児

（通常1,300円）900円

（通常4,400円）3,700円
（通常3,800円）3,200円
（通常2,600円）2,300円

（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
の料理などホテル自慢の洋食をアラカルトでご
用意しております。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：7月1日㊐～8月31日㊎
▶場所：京都ホテルオークラ 2階 ベルカント
　営業時間：11:30～21:00※90分制　
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2540
【特典】おひとり様に
グラス生ビールを1杯サービス

QRコードを読み込むだけでご入場いただけるスマホチケット
が利用できます。KPCホームページ内「いやしうぇぶショップ」
でお手続き後、購入手順をお知らせします。クレジット等の
決済からお選びいただけるので事務局からのチケット到着を
待たずにご利用になれます。※決済手数料300円かかります。

8月20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

9

（通常4,500円）4,000円大人

からすま京都ホテル サマービアバイキング8

（通常4,000円）3,000円大人

　創業130周年記念！日替わりオードブル付き！
メイン料理（アメリカンローストビーフorチャイニーズプレート）を
お選びください。オプションメニューもございます。

8月31日まで

8月31日まで

京都ホテルオークラ ビアテラス

全席指定

【特典】デザートにアイスクリームをサービス
※満席の場合もございますので、ご予約をおすすめします。
※詳しくはHPをご覧ください。

※混雑が予想される日もございますので、あらかじめご予約をおすすめいたします。

お席2時間制

飲み放題90分制

ご予約お問合せ先 0120-366-641 からすま京都ホテル 宴会予約係

場　　所 からすま京都ホテル 3F
【月～土】18:00～21:00（最終入店20:00／ラストオーダー20:30）
【日・祝】17:30～20:30（最終入店19:30／ラストオーダー20:00）

期　　間 ～9月16日㊐ ※8/16、9/2を除く

　飲み放題！食べ放題！
仕事仲間、ご友人やご家族と賑やかな夏の夜を。

食べ放題

2時間制

飲み放題
ビール生・瓶、ワイン、カクテル、

各種ソフトドリンク等

営業時間：17:00～21:00（L.O.20:30） 
※土･日･祝は2部制 17:00～/19:30～

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）

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）



[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

　羽柴秀吉と柴田勝家が争った賤ケ岳
の合戦の舞台で有名。道中や山頂から
余呉湖を朓望できます。

●日程：7月1日㊐　
●集合時間：午前7時45分
●集合場所：ＪＲ京都駅中央改札口内
●行程：約9km 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2,900円

●ＪＲ京都駅（8:00発）新快速近江塩津
行▶余呉駅（9:28）▶江土（登山口）▶岩
崎山（高山右近の砦）▶大岩山▶賤ケ岳
山頂▶国民宿舎（登山口）▶余呉駅
（15:00頃解散予定）

コース

賤ケ岳 △421.1ｍ
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

新規優待 京都アートステイ西陣捨松

　古くからの街並みと伝統産業である
「西陣織」で多くの人に知られる京都・西
陣地区。そんな歴史ある穏やかな地に
15部屋の宿泊施設がオープンします。
ホテル名に「アートステイ」が織り込まれて
いるとおり、ルーツである西陣織の織屋「帯
屋捨松」ゆかりの品が館内に展示され、宿泊
施設ながらも京都の美術品や伝統をまるで
美術館のように見て感じていただけます。
お部屋にはキッチンを設け、我が家のような
くつろぎの空間を提供。短期・長期にかかわ
らず様々なステイスタイルにお使いいただ
けます。

■京都アートステイ西陣捨松
　所在地：京都市上京区笹屋町1丁目525-1
　 TEL：075-431-1125　
　 URL：https://artstay.kyoto

NewNew

　今回は夏の風物詩「土用丑
の日」に関連して、「鰻」につい
て五感を駆使して学びます。
　「鰻」は土用の丑の日に食べる
と夏負けしないという風習から、
夏の季語にもなっています。古く
から諸説あるので、その成り立ち
について断言なんてできません
が、今回は鰻屋さんの店長に直
接伺ってみようというのが本会
テーマの発端です。
鰻を使った献立についても自由
にご質問していただけます。

夏の暑さに鰻を知りたい会員美味交流会 vol.4

●日程：7月24日㊋ 19時～（１時間～１時間半）

●会場：炭櫓 京都市下京区四条通河原町東入真町68 住友不動産京都ビル FOOD HALL 8F
　阪急京都線 河原町駅 徒歩1分、京阪本線 祇園四条駅 徒歩3分、河原町駅から114m

●参加料：4,000円 講師・食事代を含みます。
●料理：鰻蒲焼・肝焼き・うざく・うまき・骨煎餅・茶碗蒸し・うなぎ飯・漬物・吸い物
●内容：▶鰻の調理見学（裂き、串打ち、焼き）
　　　　▶うなぎのさばき方の違い（関東・関西・九州）
　　　　▶食べ方（丼、ひつまぶし、白焼きなど）
　　　　▶旬や産地について  
　　　　▶土用丑の日について
　　　　▶食べ合わせの真偽（うなぎと梅干）
●定員：14名 （最少催行人数10名、お申込み多数の時は抽選）
●備考：参加決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もありますのであらかじめご承知おきください。
　お申し込みは、KPC事務局まで。

締切：7月17日

京都北山ダイニング 切り取り
クーポン

京都本店　イオンモール京都4F   4075-644-9232
久御山店　イオンモール久御山1F   4075-631-9380
あべのハルカスダイニング店　あべのハルカス13F   406-6625-2129
伊丹昆陽店　イオンモール伊丹昆陽4F   4072-771-1290

切り取り線

和食・洋食・中華からデザートまで
　　食べ放題のビュッフェレストラン

※ランチ・ディナーともに利用できます。他券との併用はできません。
※お会計時にこのクーポンをご提出ください。　※コピー使用可能。
〈対象店舗〉

ご利用代金から10％OFF 有効期限：
2019年1月末まで

すみやぐら

●優待内容：宿泊料金10%OFF
●方法：予約時にKPC会員である旨を伝えてください　●対象：会員本人と同伴者




