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「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」登録キャンペーン中！
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

赤身のお肉「京都姫牛」を伏見の銘酒で楽しむ
会員美味交流会 vol.6

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

京都の美味しいお店200店
京都レストランウインタースペシャル2019 補助券
ライフサポート倶楽部 登録キャンペーン
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紙の補助券と併用可能です。GICパスポート補助券がご利用いただける店舗は限られておりますので、ご注意ください。
今回はGICパスポートご利用特典として　＜スマホ補助券1,000円＞もご利用いただけます。

① ご精算時に、店舗にあるQRコードをスマホ補助券登録済みの
スマートフォンで読み込んでください。

② 画面に表示される「利用する」を店員さんにタップしてもらいます。
③ 画面の中の青ラインが赤ラインになったらご利用済みです。
　 （お店に利用済みのメールが届くため使用履歴は残ります）
④ 1,000円引きで精算してください。

限定店舗は
こちら

スマホでは
こちらのQR
コードから

スマホ補助券の取得は無料です。
（ただしおひとり１枚限定、先着100名様）
GICパスポートの取得方法もこちらの
URLにあります。

ご利用方法

（PCでは https://gicz.jp/open/krws2019へアクセス）

スマホ補助券 お申込み方法
お持ちのスマートフォンでのご登録が必要です

有効期間 2019年 2月1日金～28日木

締　切 1月21日月

定　数 1000枚(お申込み多数の場合は抽選)

金　額 1枚当たり1000円分
（会員おひとり様2枚まで）
※おつりは出ません　
※京都レストランウインタースペシャルメニュー以外にはご利用いただけません　
※ご予約は各店舗に直接お願いいたします(予約をお受けにならない店舗もあります)

主催：京都市、京都レストランウインタースペシャル実行委員会(京都国際観光レストラン協会、京都商工会議所、京都市観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー)

お申込みは、「いやしなびKPC 1月号」の
お申込み用紙にご記入の上、KPC事務局まで

今回で開催10回目を迎える冬の恒例グルメイベント「京都レストランウインタースペシャル」。
老舗料亭の料理から蕎麦やうなぎ、寿司、イタリア料理やフランス料理を代表とする洋食。そして京都人がこよなく愛する
肉料理、さらにはイノベーティブと称される斬新な料理、甘味・スイーツに至るまで、多種多様な名店200店舗が、

2月1日からの1か月間限定で冬の京都の食材を活かした特別感のあるメニューをわかりやすい価格でご提供します。
KPC会員の方は補助券が利用可能です。ぜひこの機会に名店の味を体験してください。

2019ウインタースペシャルウインタースペシャル
補助券京都レストラン

さらに、

◀対象店鋪とメニューはこちらから
　ご覧ください。www.krws.jp 

下記のいずれかの価格で特別メニューをご提供
※メニュー構成は各店で決定　※料金は店舗ごとに異なります　※税サービス料込
※甘味・スイーツの店舗は、すべて1,500円となります。

2,500円／3,500円／5,000円／7,500円／
10,000円／12,000円／15,000円
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3 会員番号・パスワードを
入力してログイン㊟

●応募期間：1月18日(金)まで   ●対象：KPC会員の方で、「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」にご登録済みの方　
●賞品の当選：KPC事務局による厳正な抽選

登録キャンペーン

リソルポイント
10,000円分

山よし かにすきセット
2人前（宅配便）

いやしなびライフサポート倶楽部　登録・修正方法いやしなびライフサポート倶楽部　登録・修正方法 いやしなびライフサポート倶楽部から
GIC パスポートへ連携できるようになりました
いやしなびライフサポート倶楽部から

GIC パスポートへ連携できるようになりました

3名様 5名様 京の焼肉処 弘 
焼肉 3人前

5名様 リスン
インセンスセット

10名様

関西サイクルスポーツ
センターご招待券

20組
100名様

はあと・フレンズ
ギフトカード1,000円分20名様 QUOカード

500円分30名様 DHC
ブルーベリーエキス100名様

4 マイページの「会員情報登
録・変更」にて、ご自身の情
報やパスワードを変更

応
募
方
法

・賞品はご登録の企業所在地に発送（2月中旬予定）   ・生鮮食品は店舗よりご自宅に直送いたします
・リソルポイントは、宿泊ご利用時に１ポイント＝１円で精算にご利用可能。有効期間あり

すでにご案内しております「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」は、ご利用者が2000名を越えました。
リゾートや旅館、アミューズメント施設の割引など多方面にご活用いただいております。
ライフサポート倶楽部への登録はKPC会員であれば無料ですので、ぜひご利用ください。

㊟ 会員番号（17桁）とパスワードについては
②のページで「ご利用登録のご注意」をご覧ください。

いやしうぇぶKPCにアクセ
スし、会員ページはこちら
をクリック

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

1 2「いやしなびライフサポート倶楽
部」にログイン後、インフォメー
ションのバナーをクリック

3 パスワードを入力しログイン
ください
GICパスポートに
●初めて登録：ライフサポート
　倶楽部17桁の下8桁
●登録済みの方：すでにご登録
　済みのパスワード

4 ログイン後、登録内容を修正し
てください

GICパスポートに登録が初めて
の方、登録済みの方、それぞれ
のアクセス先をクリック。表示さ
れたQRコードをご自分のスマー
トフォンで読み込むと、IDは自動
的に表示（ライフサポート倶楽部
IDと共通）されます

登録が初めての方

登録済みの方

「いやしなびライフサポート倶楽部」にご登録の上、
ログインして登録内容の修正をお願いします。
その後、こちらからエントリーください

PC・スマホ▶
apply@kpc.or.jpまで空メールを送っていただき
返信されたメール内記載のURLからお申込み
ください。QRコードを読み取って送信もできます

FAX▶
専用の用紙
からお申込み
ください

※GICパスポートを活用すると、左ページ
の「京都レストランウインタースペシャ
ル〈スマホ補助券〉」がご利用可能です



※障がい者手帳などをご提示の方と付き添い1名までは無
料（要証明）※学生料金で入場の際には学生証の提示必要

SAKUYA LUMINA（サクヤルミナ）

（当日   500円）　200円中小生

（当日1,100円）700円大高生

（当日1,400円）　900円一般

1 2 3桂米朝一門会 宝塚歌劇 月組公演
　幻想的な音や光と、大阪城の自然が融合したナイトウォーク体験。デジ
タル・アートが、あなたを物語の世界に引き込みます (期間有効券)。
▶日時：～2019年3月31日㊐ ▶会場：大阪城公園内 特設会場 
▶定数：合計100枚

1 2

3 4北野天満宮 信仰と名宝　天神さんの源流
　秘蔵の国宝「北野天神縁起絵巻」など北野天満宮が
所蔵する神宝を中心に、ゆかりある美術工芸品、歴史
資料が一堂に集結。そこから浮かび上がる神社とその
信仰のあり方を展観します。
▶会期：2019年2月23日㊏～4月14日㊐
　前期：2/23～3/17 後期：3/19～4/14
▶会場：京都文化博物館　開館時間：10:00～18:00
　※金曜日は19:30まで （入場はそれぞれ30分前まで） 休館日：月曜日

世紀末ウィーンのグラフィック　～デザインそして生活の刷新にむけて～

障がい者優待料金 （通常1,500円）1,200円
小人(4歳以上～12歳以下) （通常1,000円）600円
シニア(65歳以上)　 （通常1,800円）1,300円
中人(13歳以上～17歳以下) （通常1,800円）1,200円
大人(18歳以上)　 （通常2,700円）2,100円※アトラクションの内容・注意事

項は、公式ホームページ（ 
https://sakuyalumina.jp/）を
要確認 ※ご来場の公演日前日
18時までにお電話にてご予約。

公演当日、サクヤルミナチケットセンターへ期間有効券をご
持参いただき、日時指定券とお引換お願いします。 ※3歳以
下は入場無料。16歳未満は19時以降保護者同伴の場合の
み入場可 ※お申込み後確定した後の、キャンセルは不可

締切：1月10日

▶日時：2019年2月10日㊐14:00
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数：20枚 ※未就学児童入場不可

締切：1月10日

　米朝一門最強のメンバーが勢ぞろい！この
機会をお見逃しなく！
［出演］桂ざこば、桂南光、桂米團治、桂吉弥、
桂そうば

全席指定 （通常4,000円）3,400円

2月22日まで

（当日   500円）　300円大学生

（当日1,000円）　600円一般

　約300件にのぼる膨大なコレクションにより、19世紀末のさまざ
まな民族が共生する世界都市ウィーンで、相互刺激の中育まれた独
自の文化の一端を紹介します。
▶会期：2019年1月12日㊏～2月24日㊐
▶会場：京都国立近代美術館
　開館時間：9:30～17:00 　※金・土曜日は20:00まで（入館は閉館30分前まで）
　休館日：月曜日、1/15、2/12（ただし1/14、2/11は開館）
※高校生以下、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観覧可能

1月11日まで

全長4kmのロングコースのスノーパーク、子供も楽しいキッズパーク。最長滑走距離5,800m！3つのマウンテンパークに多彩な12コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）をリフト券売り場でお支払いください
※2歳以下無料

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの
　補償金500円を別途お預かりいたします。お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします
※お食事券は、３スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます（当日限り）
※年末年始（12/29～1/3）は、土休日料金となります
※子供料金は、中学生以下です。子供料金は、現地にてリフト１日券2,000円です
※ダイナランド毎週水曜日女性リフト無料（1/2除く　ダイナランドエリアのみ）

土休日は1,000円分のお食事券付！ とにかくスケールのデカさが
魅力の高鷲スノーパークと、西日本最大級の変化に富んだ20コース
のダイナランドの共通リフト券。

大人（中学生以上）  2,900円（通常4,700円）
子供（小学生） 2,000円（通常3,000円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク 
リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  2,900円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券1,000円） 4,400円（通常5,900円）

利用料金 大人   4,000円（通常5,300円）
シニア（55歳以上） 3,000円（通常4,300円）
子供（18歳以下） 2,700円（通常4,000円）
大人   3,500円（通常4,800円）
シニア（55歳以上） 2,500円（通常3,800円）
子供（18歳以下） 2,200円（通常3,500円）

利用料金

※ハチ北高原スキー場、ハチ北観光協会加盟宿泊施設で使える宿泊補助券2,000円分を
　配布いたします。ご希望の方は、チケットお申込み時にお書き添えください
※「リゾートヴィラハチ北」は宿泊補助券は使用できませんが、会員割引（大人1,080円/子供
　756円Off）があります。他詳細はお問い合わせください
※平日は土日祝、12/31～1/3以外の日となります。

滋賀県高島市今津町日置前
※ゴンドラは１往復のみのご利用です
※レンタルの子供料金は12歳以下。中高生18歳以下は大人料金になります

所 在 地

兵庫県養父市ハチ高原・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹所 在 地

利用料金 全日／大人 3,500円（通常4,500円）
平日／大人 3,000円（通常4,500円）
  2,500円（通常3,500円）全日／子供・シニア
（4歳～小学生・60歳以上）

12/14～
3/10まで

3/11～
シーズン終了

●チケットは引換券ですので所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください　●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です
●ご利用枚数制限：会員お一人につき5枚まで　●PTAや子供会など親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします
●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認の上お申込みください

販売期間：2019年3月29日金
利用期限：～2019年3月31日日まで

11 スキージャム勝山 リフト1日券 333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

スキー場リフト 1日券のあっ旋スキー場リフト 1日券のあっ旋

岐阜県郡上市高鷲町西洞所 在 地

レンタル・レストラン・売店・スクールにてご利用いただける
金券500円分付！ レンタル20％割引（小物除く）券付！

【取扱いのご注意】

（通常8,300円）7,800円S席

締切：1月7日

▶日時：2019年3月17日㊐11：00/29日㊎13：00
30日㊏11：00/4月9日㊋11：00

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

グランステージ
『夢現無双
‐吉川英治原作「宮本武蔵」より‐』
レビュー・エキゾチカ
『クルンテープ 天使の都』

©宝塚歌劇団
《主演》珠城りょう、美園さくら
※写真は公演内容とは異なります。

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。GICパス
ポートをご利用いただくことでKPC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円要

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

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。GICパス
ポートをご利用いただくことでKPC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円要

▶有効期間：2019年1月4日㊎～2月28日㊍
▶会場：京都ホテルオークラ 17階

トップラウンジ「オリゾンテ」
営業時間： 17:30～20:00（最終入店） 
※土日祝2部制 1部17:00～／2部19:10～ ※要予約
ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2534

（通常6,415円）4,500円おひとり

京都ホテルオークラ トップラウンジ オリゾンテ
生ビール1杯付 ディナーバイキング

　最上階地上約60ｍから望む東山連峰の情
緒ある夜景とシェフが腕によりをかけた前菜
からデザートまで約60種類の料理が並ぶ、
ディナーバイキングをご堪能ください。

2月19日まで

（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やコース料理
と組み合わせてお楽しみください。新年会や歓
送迎会、女子会などにもぜひご利用ください。
▶有効期間：2019年1月4日㊎～2月28日㊍
　※2/14㊍のディナータイムを除く。
▶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 2月19日まで

国宝「北野天神縁起絵巻 巻6（部分）」鎌倉時代（13世紀）北野天満宮蔵

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

　平成最後の新年は、世界遺産の龍安寺
から御室仁和寺へと続く静かな裏山を歩き
ます。
●日程：2019年1月6日㊐　
●集合時間：8:20
●集合場所：JRバス「京都」駅前
●行程：約7km 約3.5時間（一般向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、手袋

軽登山靴（ウォーキングシューズ）
●交通費：500円

●JRバス「京都」駅前（8:30発）「高雄･
栂ﾉ尾」行▶「龍安寺前」（9:01着）▶朱
山七陵▶衣笠山▶金閣眺め処▶宇多
天皇陵▶御室八十八ヶ所/52番札所
▶愛宕眺め処▶御室八十八ヶ所/1番
札所▶仁和寺（12:30頃解散予定）

コース

衣笠山～御室
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ください
お問合せは
こちらまで 075-255-6655

ワクワクするビールの未来をつくるために立ち上
がった、クラフトブルワリー。築約100年の町家に
醸造所を併設し、多種多様なクラフトビールが味
わえるお店です。

　京都グルメリポーターにまたまた新しい仲
間が加わりました！京都で学生時代を過ごした
弾き語りシンガーソングライター梶有紀子さ
ん。KPC会員特約店「食べ歩きレポート」記念す
べき第1回目！今月は阪急河原町駅から徒歩5
分、イベント企画でお世話になった「スプリング
バレーブルワリー京都」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

スプリングバレーブルワリー京都

【特典】ご来店一人一品サービス（2019年１月３日～３月３１日）
鶏とごぼうの自家製パテ・ド・カンパーニュ

営業時間   11:00～23:00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)
　　　　　日曜日は上記より１時間早まります。
定休日　　年末年始休（１２/３１・１/１）

店舗情報

切り取り線

075-231-4960

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.37

●ご利用方法：来店時に切り取って提出してください

会員番号 ー

ご利用人数 名

●京都駅八条口（8：30）▶京都東
IC▶休/亀山PA▶伊勢神宮「内
宮」自由参拝、おかげ横丁自由散
策(約2時間)▶伊勢かぐらばリ
ゾート 千の杜（昼食と温泉入浴：2
時間）▶伊勢西IC▶休/関ドライブ
イン▶京都東IC▶京都駅八条口
（18:00予定）

コース

伊勢神宮内宮へ参拝とおかげ横丁散策へ
バスツアー

　内宮といわれる、天照大御神（あまてらすおおみ
かみ）を祀る皇大神宮へと向かいます。参拝後のお
かげ横丁では、名物・伊勢うどんやてこね寿司を味
わうのもおすすめです。赤福本店にも訪れてみま
しょう。「伊勢かぐらばリゾート」でゆったり昼食と温
泉もお楽しみください。
●日程：2019年2月10日㊐
●集合時間：8時15分
●集合場所：京都駅八条口
●定数：35名（最少催行人数20名）
●料金：会員・会員家族 9,000円　一般 11,000円
取扱：京都交通社 締切：1月15日

※京都店のみ利用可、他サービスとの併用不可

　12月号の「京都ええ店食べある記」でもご紹介いたしました「京町肉どころ
十二屋」さんにて、京都姫牛をお楽しみいただきます。
　融点の低い脂質と口の中でとろける旨味が強い赤身肉は、霜降りとは異なり、脂の少な
い肉本来の味を追求したお肉です。取材させていただいた際、ぜひみなさんにも知ってい
ただきたく、今回会員美味交流会として開催させていただきます。各部位の食べ比べも
お楽しみに。

赤身のお肉「京都姫牛」を伏見の銘酒で楽しむ
会員美味交流会 vol.6

●日程：2019年１月22日㊋ 19時～
●会場：京町 肉どころ 十二屋
　　　　京都府京都市伏見区京町3-182
　　　　京阪本線 伏見桃山駅 徒歩1分、
　　　　近鉄京都線 桃山御陵前駅 徒歩2分

●参加料：3,500円（飲食料金込み）
　　　　　会員外 5000円
　　　　　※未成年者はご入場いただけません。
●定員：20名 （最少催行人数8名）
●備考：参加決定の方には参加証をお送りいたします。
　相席になる場合もございますのであらかじめご承知
　ください。お申込みはKPCまで
締切：1月15日

京都府京都市中京区富小路通錦小路上る高宮町587-2




