
「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

京都ええ店食べある記
ハイキングサークル

開運 御朱印帳づくり体験会
9月29日㊏ 東福寺塔頭 願成寺

第10回 enjoy！ フットサル大会 開催
9月30日㊐ フットサルスクエア京都南

京都名所フォト・レッスン 4
9月8日㊏ 天龍寺塔頭 宝厳院

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.113
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9/30日 9：00▶17：00予定
小雨決行/荒天中止日程　● フットサルスクエア京都南会場　●

｛　　　　　｝｛　　　　　｝｛　　　　　｝お申込み締切日：8月20日月
本誌掲載の「イベント・チケットお申込書」にチーム代表者のお名前で
お申込みください。後ほどメンバー用紙をお送りいたします。

ビギナークラス（1チーム）　17,000円
ミックスクラス（1チーム）　 5,000円

試合中何度でも交代できますので１チーム12名まで登録いただけます。

参 加 料

ビギナークラス（初心者を中心に構成されたチーム対象）：12チーム
ミックスクラス（お楽しみ重視チームの男女混成チーム対象）：12チーム
※規定チーム数に達し次第募集終了。※上級者のご出場はお控えください。

定 　 数
用具一式のレンタル（有償）もございます。事前にご相談ください。備 　 考

会場／臨済宗大本山天龍寺塔頭 大亀山 宝厳院
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36　www.hogonin.jp/

日時／9月8日土 8：40～12：00 終了予定 8：40
8：50
9：00

12：00

当日のスケジュール予定

集合

終了予定

水野先生から撮影ポイント指導
撮影開始

10：40 講評会を行います

・全試合7分ハーフで実施（ランニングタイム7-2-7）
・予選リーグで勝ち点が並んだ場合は、得失点差、総得点、直接対決の勝敗、抽選の順で順位を決定。
・決勝トーナメントで同点の場合は延長戦なし。即時3名でのPK戦により勝敗を決定。
・女性のゴール（得点）は2点とする。PKの場合は１点。
・ミックスクラスは女性が試合中、常時1名以上出場していること。
・レッドカード退場者は、その後のゲームには出場できない。
・両クラスとも1ハーフ3ファウル制とします。4回目のファウルからは第2PKとなります。

大会方式（予定）

・1チーム5名以上12名以内とし、大会を通じて同一のメンバーで試合にのぞむこと。
・原則としてチームユニフォームを着用（ユニフォームがない場合はビブスを貸し出します）。
・サッカースパイクは使用不可。　・レガース（すね当て）の着用は必須。
・当日の事故、ケガ、盗難等については一切責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

注意事項

KPC会員またはその家族であること
（KPCでのご登録がないと出場できません）。

出場資格

日本フットサル連盟競技規則に準じる（一部大会ローカルルールあり）。競技方法KPC会員企業同士の「さわやかフットサル」。
ゴールに向かうチームの結束力のアップと
対戦チームとの交流を目的としたエンジョイ大会です。
事業所内のチームでご参加ください。
応援メンバーもぜひお越しください！

8月10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。※大人子供同額　

※講師料、拝観料、貸切料は料金に含みます

3,500円会員・家族

6,500円会員外

料　金  

●三脚はご使用いただけません。
●小雨開催・荒天中止いたします。備　考

JR「嵯峨嵐山駅」下車徒歩10分　
嵐電「嵐山駅」下車徒歩3分
京阪「三条」下車（地下鉄、嵐電乗り換え）嵐電「嵐山駅」下車
阪急「嵐山駅」下車徒歩10分

アクセス

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その後の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カード等メディアカードは空にしてご参加ください。

ご準備

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

プロの写真家と巡る

京都名所
フォト・レッスン4

－特別拝観－

水野秀比古 先生
講　師

残暑厳しさが残る嵐山・天龍寺。これから秋を迎える名所です。
今回は塔頭宝厳院様にて、通常非公開の
山水回遊庭園「獅子吼の庭」を撮影させていただき、
お庭の絶景を一望できる書院にて評価会を行います。

しし く

KPC主催  第10回KPC主催  第10回KPC主催  第10回KPC主催  第10回enjoy!

フットサル大会フットサル大会フットサル大会



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
8月5日（日）

50名様
QUOカード
500円分

No.8Ｔジョイ京都
映画観賞券

No.7

Q伏見のある神社の表
門は、伏見城の城門

を移築したものといわれて
います。その神社の名前は？

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
「あそぶ」を選択
4

この夏の楽しい！を「いやしなび」で見つけよう
夏休みの計画は立てましたか？

いやしなびＫＰＣライフサポート倶楽部では、夏を楽しむメニューを多数ご用意しています。ぜひご利用ください。

㊟

4名様 10名様キャンプ クアッド
マルチパネルランタン
4つの発光パネルが取り外しできて
マルチに使える、スマホの充電もできる
USBポート付きランタンです。

No.1 Coleman

ポップアップ
ランタン
手軽に持ち運べる
コンパクトLEDランタン。
小さくても明るさ抜群。

No.2 BUNDOK

No.5
にぎりセット
（温かいそば付）
お食事券
利用期限：2018年9月末まで

おすしやさん阿久根

48本入
2名様

72本入
2名様

2名様

10組
20名様

ひらかたパーク
入園招待券

No.6 5組
10名様

会社のみんなで分けてね

からだ巡茶
410mlPET
賞味期限:
2019年1月以降

No.4 コカ・コーラ
キレートレモン
150ml ビン
賞味期限:
2019年3月以降

No.3 ポッカ

〈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。

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

ＯＫオートキャンプ場 BSCウォータースポーツセンター リバーアドベンチャークラブ ラグーナテンボス ラグナシア
メニューNo.750305メニューNo.750658メニューNo.753369メニューNo.750632

㊟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。　　　

わくわくドキドキ、海のテーマパーク。
夢と冒険の世界で遊ぼう！

オートキャンプ（1泊・1サイトにつき） ・ 
バンガロー （1泊1棟につき）

基本利用料金 10％割引

カヌー（カヤック）、ヨット、
ウィンドサーフィンスクール
及びイベントスクールも楽しめます

基本利用料金 5％割引

カヌー体験・ラフティング・
シーカヤッキングが楽しめます｡
(木津川、四国吉野川、京都保津川、すはら海岸)
基本利用料金 5％割引

ラグナシア チケット全券種 5％割引
※年間パスポートと期間限定チケットは対象外



KPC主催

追 加 情 報

2 が～まるちょば サイレントコメディー JAPAN TOUR 2018　

5 6

1

1 2 ルーヴル美術館展　肖像芸術 ―人は人をどう表現してきたか～世界遺産の森に広がる神秘的な光の空間～
下鴨神社 糺の森の光の祭  Art by teamLab

3 5

4 梅沢富美男＆研ナオコ
アッと!おどろく夢芝居

 世界中を沸かすエンターテインメントショー「が～まるSHOW」、
短編ショートスケッチ、そして爆笑のうちに何故か泣いてしまう
感動の新作長編を上演いたします。
▶日時：11月30日㊎19:00

12月1日㊏13:00/17:30／2日㊐13:00
▶定数：各20枚  
▶会場：森ノ宮ピロティホール
※未就学児入場不可

京都音楽博覧会2018 IN 梅小路公園

▶日時：9月23日㊐ 12：00
▶会場：京都・梅小路公園 芝生広場
▶定数：50枚

（通常 9,800円）8,700円全自由

※雨天決行。荒天中止。※車等での来場禁止。
※入場時にお渡しするリストバンドは、入退場の確認証に
　なります。お帰りまで絶対に外さないで下さい。
※野外フェスの為、京都音博ホームページにて必ず主旨
　と注意事項をご理解いただき、ご来場ください。
※中学生以上有料。

出演者：くるり / never young beach / 
ハナレグミ（弾き語り）　and more

締切：8月8日

締切：8月7日

　笑いあり、涙あり
の「人情喜劇」から、
歌謡ステージ、バラ
エティーショーま
で、盛りだくさんの
ステージです。

（通常6,300円）5,600円全席指定

香西かおりコンサート in 京都3 AROUND40 MEMORY CONCERT2018
沢田知可子＆中西圭三

締切：8月9日

▶日時：11月11日㊐13:30／16:30
▶会場：京都劇場 ▶定数：各30枚
※未就学児のご入場はご遠慮ください。締切：8月9日

▶日時：11月10日㊏16:00 
▶会場：京都劇場 ▶定数：30枚  
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

六甲ミーツ・アート 芸術散歩2018

9月21日まで

（当日　400円）200円中小生

（当日　800円）400円大高生

（当日1,200円）800円一　般　

　生原稿・原画のほか、少年期に描いた作品
など未公開作品を含む約300点を紹介します。
▶会期：9月22日㊏～11月25日㊐
　休館日：月曜日休館（祝日の場合は翌日）
　開館時間：午前10時～午後5時 
　※最終入館受付は午後4時30分まで
▶会場：龍谷大学 龍谷ミュージアム（西本願寺）
※小学生未満、障がい者手帳などの交付を受けている方、
　およびその介護者1名は無料

8月31日まで

（当日1,200円）900円一般（土日）（当日1,000円）800円一般（平日）

　世界遺産・下鴨神社の参道沿いの木々と楼門内を光
のアート空間にします。
▶会期：8月17日㊎～9月2日㊐ ※小雨決行
　開催時間：18:30～22:00 （21:30最終入場）　
▶会場：下賀茂神社（賀茂御祖神社） ※京阪「出町柳」駅より徒歩12分
　糺の森南側、御蔭通りからご入場ください。
※小学生以下無料。※混雑時、入場規制をさせていただく場合があり
ます。※会場内は全面禁煙。※本イベントは、糺の森全体が有料エリア
になっております。チケットをお持ちでない場合は、ご観覧いただけま
せん。※再入場はできませんのでご注意ください。※内容が急遽変更
になる可能性がございます。ご了承ください。※駐車場はございませ
ん。下鴨神社内の駐車場もご利用いただけません。

9月21日まで （当日1,200円）800円大高生

（当日1,600円）1,300円一　般　

　古代から19世紀まで、約110点の傑作が集結。まさに“ルー
ヴルの顔”が来日。
▶会期：9月22日㊏～2019年1月14日㊊㊗
　休館日：月曜日（祝休日の場合は開館し、翌火曜日休館。ただし、12月25日は開
　館）、12月28日～1月2日　開館時間：9:30～17:00（入館は閉館の30分前まで）
▶会場：大阪市立美術館（天王寺公園内）
※大阪市在住の65歳以上の方も一般料金が必要です。
※高校生は土曜日無料（要証明）
※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）

（通常8,300円）7,800円S　席

締切：8月6日

▶日時：10月12日㊎13：00／14日㊐11：00 　
16日㊋11：00／20日㊏11：00

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各20枚

－本朝妖綺譚－
『白鷺（しらさぎ）の城（しろ）』
ミュージカル・プレイ
『異人たちのルネサンス』
̶ダ・ヴィンチが描いた記憶̶

宝塚歌劇 宙組公演

主演：真風涼帆（右）、星風まどか
©宝塚歌劇団

締切：8月6日

（通常6,500円）5,800円全席指定 （通常7,560円）4,500円全席指定

（通常5,500円）4,500円全席指定

（当日1,000円）500円小人(4歳～小学生) 

（当日2,000円）1,000円大人(中学生以上) 

　六甲山の土地柄や景観をいかした現代アート作品を
通じ、神戸・六甲山の魅力を再発見していただく事を大
きなテーマにした展覧会です。
▶会期：9月8日㊏～11月25日㊐ ※会期中無休
▶会場：六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツ
リーハウス、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブ
ル、天覧台、六甲有馬ロープウェー（六甲山頂駅）、風の教会［プラス会場］
TENRAN CAFE　開館時間：10時～17時 ※受付終了時間は各施設によ
り異なります。※会場により17時以降も鑑賞できる作品があります。

※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。※本チケットで有料5施設（自然
体感展望台 六甲枝垂れ／六甲山カンツリーハウス／六甲高山植物園／六甲オルゴールミュージアム／風の教会）にそれぞ
れ会期中1回の入場（当日は再入場可）が可能です。※有料
5施設に通常入場した場合、大人3,070円、小人1,830円と
なり大変お得な周遊券です。

11月20日まで

8月10日まで

（通常　700円）200円子供（３歳～小学生）

（通常　900円）500円中高生

（通常1,300円）800円大　人

映画村ナイター祭り4 水木 しげる　魂の漫画展
　夕暮れ時から、幻想的にライトアップされた
オープンセット。時代劇やキャラクターイベン
トはもちろん芸人怪談（8/11～16）や人気ア
トラクションなど、見どころ盛り沢山！
▶会期：8月4日㊏、5日㊐、11日㊏㊗～16日㊍

18日㊏、19日㊐、〈計10日間〉
　ナイター営業時間：17時00分～21時00分
▶会場：東映太秦映画村

▶日時：10月9日㊋14:00／18:00
▶会場：ロームシアター京都メインホール
▶定数：各20枚

●クイズ探検！について 京都鉄道博物館内の展示をクイズ形式で紹介するイベントです。

アントワーヌ=ジャン・グロ　《アルコレ橋のボナパルト（1796年11月17日）》1796年
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski /distributed
by AMF-DNPartcom

　昨年デビュー30周
年を迎えた香西かお
りが、京都劇場にやっ
てきます！第一線で活
躍し続ける彼女の歌
唱力と表現力をお楽
しみください。

　90年代を代表す
る両氏による極上
のコンサート！懐か
しい名曲からミュー
ジカル曲、ジャズソ
ングまで、歌唱力
抜群な2人にご期
待ください。

●お申込みはFAXでも受け付
けます。お申込書か、KPCホー
ムページからダウンロードし
てご利用ください。
お申込み先はKPC事務局まで
FAX：075-255-6644まで
いやしうぇぶショップ登録の
方は、ホームページからでもお
申込みできます。

●開催日：8月26日日 12:00～20:00終了予定
●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 
　会員外同伴者(大人)1,500円(会員外同伴者の学生・幼児は同額)
　※通常入館料含む
　※通常入館券（KPCであっ旋したチケット）をお持ちの方も、追加料金
　+500円でご参加いただけます(一般・大学生・高校生)。そのまま夜間
　貸切終了までご観覧いただけます。
　※クイズ体験はスマホ登録料（GICパスポート）として＋500円かかります。（会員同伴者の場合）
●定員：200名　●対象：KPC会員とご家族　●お申込締切日：8月5日

❶

❸

❷

❹

❷ログインIDにライフサポート倶楽部会員
番号(17桁)を入力、パスワードはその下
8桁を入力してください。

❸スマートフォンで受信できるメールアドレ
スを入力しパスポートを発行します。
❹受信したメールに記載のURLにアクセス
し指示に従って登録を完成してください。

❺パスポート画面のその他(歯車アイコ
ン)をタップし【会員情報編集】でお名
前を修正しパスワードを変更して完了
です。(お名前が修正されていないと、
賞品のお渡し時に呼べないのでご注
意ください）

※GICパスポートは1年間有効
　(次年から500円必要です)
※クイズ探検！参加証は、
　当日限り有効です。

そのあとは、＜クイズ探検！参加証＞を
追加するだけです。

●スマートフォン設定方法
　 （事前にご準備ください）

❶こちらのQRコードに
　アクセスしてください。

※昨年の作品です

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）

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）



京都市受託事業「観光関連産業安定雇用促進事業」関連セミナー

9月7日㊎
14：00～16：00

会場：ホテルモントレ京都 
　　  1F「アークハート」

定員：40名　参加料：無料
浪速のカリスマ添乗員／
（株）日本旅行 西日本営業本部 
個人旅行営業部 担当部長／
おもしろ旅企画 ヒラタ屋代表   

平田 進也 氏

浪速のカリスマ添乗員／
（株）日本旅行 西日本営業本部 
個人旅行営業部 担当部長／
おもしろ旅企画 ヒラタ屋代表   

平田 進也 氏
“浪速のカリスマ添乗員”でテレビでもおなじみの、スーパー
サラリーマン添乗員。豊富な経験と巧みな話術を生かした
「平田進也と行くツアー」には申し込みが殺到するほど。

講師プロフィール講師プロフィール

お申込み・お問合せは
事前にKPCまで

お申込み・お問合せは
事前にKPCまで

お申込み締切日：8月31日㊎お申込み締切日：8月31日㊎

私がもっとも大切にしていることは、「お客様に喜び、笑っていただく」ということです。
「旅行」という手段を使って非日常を提供し、心の底から笑い、楽しみ、充電して元気になっ
てお帰りいただく。それが、私の仕事だと思っています。講演では、その私の熱意を語りま
す。きっと、みなさんのヤル気と元気を引き出す事と信じます。

[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

　日本三百名山にも選ばれている比良
山系で2番目に高い山、蓬莱山を目指し
ます。
途中、日本最速のびわ湖バレイロープ
ウェイもお楽しみいただけます。

●日程：8月5日㊐　●集合時間：午前8時
●集合場所：ＪＲ京都駅中央改札口内
●行程：約7km 約4時間 一般向きコース
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：約4,320円

●日程：9月29日㊏ 10：00～12：00　
●場所：大本山東福寺 塔頭 願成寺
●参加料：会員・家族 3,700円　一般 8,700円　
　講師料・材料費込み
　表紙にされる布はご参加者でご用意ください。
　東福寺拝観料・御朱印代は含まれていません。
●定数：20名（最少催行人数5人、多数の場合は抽選)　
●受付締切日：8月20日㊊ お申込みはKPCまで
　ご参加者には参加証をお送りいたします。

●ＪＲ京都駅（8：18発）普通近江舞子行
▶ＪＲ志賀駅（8：55着）江若交通（9：01
発）▶びわ湖バレイロープウェイ山麓駅
前（9：16着）▶びわ湖バレイロープウェ
イ▶打見山▶蓬莱山▶金ピラ峠▶山頂
駅▶志賀駅着／解散（16：00頃）

コース

蓬莱山△1174m(比良)  伝説の山上湖周縁の散策
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

開運 御朱印帳づくり体験

“浪速のカリスマ添乗員”が教える
ほんまもんのサービスはこれや！

　今月は阪急烏丸駅から徒歩２分の大丸
京都店の裏にある、以前に「会員美味交流
会」でお世話になったまわらないお寿司屋
さん「阿久根」さん。(お久しぶりです！)
カウンター越しの大将の見事な手捌きと
気さくな女将さんとの会話を前にお寿司
と割烹料理をいただくことができるお店
です。

　グルメリポーターに新しい仲間が加
わりました！京都在住の弾き語りシン
ガーソングライター小林未菜さんです。
これからは交代でレポートしていただく
予定ですので、どうぞよろしくお願いい
たします。

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

おすしやさん 阿久根

【特典】「本日のおすすめ小鉢」
１人１品サービス

　御朱印とは、寺社へ参拝した証しとしてい
ただける印章のこと。寺社により特徴ある御
朱印が大変魅力的です。表紙にお気に入り
の布を使っていただくことでご自身だけの
思い入れのある御朱印帳を作っていただく
体験会です。終了後には大本山東福寺へお
立ち寄りいただき、最初の御朱印をいただ
きにお参りされてはいかがでしょうか？

075-241-1507

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.33

店舗情報 京都市中京区錦小路高倉西入西魚屋町６１　
リベルタス錦小路Ｂ１０２号

〈営業時間〉 ランチ11:30～14:00（L.O.13:30）、
　　　　 　ディナー17:00～23:00

●ご利用方法：ジョルダンパスポートマーク付きのKPC会員証を店頭でご提示ください。






