
「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 
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4階
TEL：075-361-1100　FAX：075-361-1101
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

ライフサポート倶楽部

ハイキングサークル

重要なお知らせ
KPC事務局移転します！ 

第45回 KPCソフトボール大会 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.1203
2 0 1 9



四条室町店

【営業時間】 月～金　9:00～17:30※KPCが賃貸管理する会議室はあ
りません

※館内共同使用の来客用駐輪場は
ありますが、駐車場はありません

KPC会員の方にお得なクーポンをいただきました。切り取ってご利用ください。
3月16日グランドオープン以降ご利用いただけます。他店ではご利用いただけません。
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阪急京都線
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京都
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綾小路通

仏光寺通
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からすま
京都ホテル

事務局移転の
お知らせ

事務局移転の
お知らせ

2019年1月、四条通と室町通の交差点に、地上７階・地下
２階建ての「京都経済センター」が完成いたしました。分野や規
模を超えた経済人の交流と協働を促進し、新しい価値の創造
を目指す中小企業への総合支援拠点として各団体が結集する
「京都経済センター」。1階や地階には、飲食店などが多く入居
する「SUINA室町」という、にぎわい施設が整備されています。

2019年1月、四条通と室町通の交差点に、地上７階・地下
２階建ての「京都経済センター」が完成いたしました。分野や規
模を超えた経済人の交流と協働を促進し、新しい価値の創造
を目指す中小企業への総合支援拠点として各団体が結集する
「京都経済センター」。1階や地階には、飲食店などが多く入居
する「SUINA室町」という、にぎわい施設が整備されています。

切
り
取
り
線

●SUINA 室町 1階
●営業時間 10:00～21:00
●無休
●TEL 075-352-2266

フードメニュー1品のご注文に対して

コーヒー1杯無料

有効期間：2019年3月末

先着 100名様

●SUINA 室町 1階
●営業時間 11:00～23:00（L.O.22:30）
●無休

ご飲食代金より
10％OFF

有効期間：2019年4月末

●SUINA 室町 地下1階
●営業時間 11:00～22:00（予定）
●無休
●TEL 075-708-7447

ご飲食代金より
5％OFF

有効期間：2019年3月末

切り取り線切り取り線切り取り線切り取り線

KPC事務局は、京都経済センターの4階に移転いたします。
申請書類等送付先をご変更いただきますようにお願いいたします。

●SUINA 室町 地下1階
●営業時間
ランチタイム 11:00～15:00（L.O.15:00）
ディナータイム 15:00～23:00（L.O.22:00）

●無休
●TEL 075-353-7029

ディナータイムの15：00から
ステーキご注文のお客様に限り

1ドリンクサービス

有効期間：2019年3月末

切
り
取
り
線

切
り
取
り
線

地下鉄烏丸線「四条駅」下車徒歩2分
阪急京都線「烏丸駅」下車徒歩2分
地下鉄・阪急/26番出口 京都経済センター地階直結

TEL 075-361-1100  FAX 075-361-1101

【新所在地】

〒600-8009
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
京都経済センター4階

2019年2月25日から
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答えて当てよう いいとこクイズ！

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
3月5日（火）

Q 京都経済センターの近隣に、近代
箏曲の祖といわれ「八橋の十三

組」などを作曲した江戸時代の音楽家
の「八橋検校の道場」があったそうです。
さて、この石碑が建つのは、京都経済セ
ンターが面するどの通りでしょうか？

以下からお選びください。

①四条通
②室町通
③綾小路通

〈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
「トラベル」を選択
4

ひと足早く春を探しに行きませんか？
「いやしなび KPC ライフサポート倶楽部」メニューから

「ホテルリソル」と「三井ガーデンホテル」の施設をご案内します。
アクセスも良くホテル周辺の観光スポットも楽しんで頂けます。是非ご利用ください。

㊟

〈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から「メニュー検索」でご覧ください。 ＜ 料金例　期間　2019.2.20～2019.3.20 ＞

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

㊟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。　　　

●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

No.5
高鷲スノーパーク
＆ダイナランド共通
リフトご招待券
（50％オフ券付き）

50名様
QUOカード
500円分

No.8

Ｔ・ジョイ京都
映画観賞券

No.7

ペア5組
10名様

会社のみんなで分けてね

からだすこやか茶W
350mlPET 48本セット
賞味期限：2019年8月

コカ・コーラ タリーズコーヒーNo.3
第13回 伏見の清酒新酒蔵出し　
日本酒まつり きき酒チケット
※平成31年3月23日(土)  開催

No.1

〈容量：1.5L〉

ペア15組
30名様

Petromax パーコレーター
ニューパーコマックス ホワイト

No.2

バリスタズ ブラック
285mlボトル缶 72本セット
賞味期限：2019年8月

No.4

4名様3名様

5名様

ひるがの高原スキー場
リフトご招待券

No.6

ペア10組
20名様

ペア5組
10名様

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。

●FAX
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

メニューNo.190080
ホテルリソルトリニティ金沢

メニューNo.210001

古き良き伝統と新しい感性がミックス
する街「金沢」。市内の観光やショッピングに

便利な立地。

ホテルリソル岐阜
メニューNo.260122 メニューNo.330005

ホテルリソルトリニティ京都 御池麩屋町 三井ガーデンホテル岡山

客室の一例

★近隣おすすめ観光名所
兼六園、金沢21世紀美術館、ひがし茶屋街

5,000円～大人2名／1泊素泊まり （1名)

戦国の世をしのぶ歴史の街は、清流長良川の
美しい街。 少し贅沢なくつろぎの
時間をお過ごしください。

客室の一例

歴史散策とカフェや老舗旅館の多い
麩屋町通りに面した静かな環境。大浴場と
中庭のある全室ツインタイプのホテル。

★近隣おすすめ観光名所
7,600円～大人2名／1泊素泊まり （1名)

京都御所、八坂神社、御金神社

観光の拠点として最適のロケーションを
誇っています。

宿泊者様専用の大浴場を完備。

客室の一例客室の一例

★近隣おすすめ観光名所
岐阜城、ぎふ金華山ロープウェイ、長良川うかいミュージアム

3,700円～大人2名／1泊素泊まり （1名)
★近隣おすすめ観光名所
岡山後楽園、倉敷美観地区、大原美術館

 
大人2名／1泊素泊まり （1名) 5,000円～



阪神甲子園球場 タイガース公式戦 チケット1 京都サンガ F.C. 通期有効券2

　米朝一門を代表する4人の噺家が話芸を競
う、恒例の落語会。今年も四人四様の話芸で
沸かせます。
［出演］桂南光、桂塩鯛、桂米團治、桂吉弥、

前座：桂りょうば（故・桂枝雀の長男）
▶日時：6月16日㊐14:00
▶会場：滋賀・野洲文化ホール
▶定数：20枚 
※未就学児童は3階親子席(3,000円）をご利用ください
　(上記チケット取り扱いはホールのみ)

　13年ぶりに書
き下ろしたドラマ
主題歌｢人間の
森｣を引っさげた
全国ツアーが、京
都で開催！！

▶日時･会場：4月12日㊎
ロームシアター京都 メインホール

▶定数：10枚 
※3歳以下入場不可、4歳以上チケット必要

3 4

（通常6,900円）6,500円全席指定

森山直太朗コンサートツアー
2018～19　「人間の森」

6 7 宝塚歌劇 雪組公演桂米朝一門会　5 ディズニー・オン・クラシック～春の音楽祭2019

S席 （通常8,700円）7,900円

締切：3月6日

締切：3月4日

1,000円自由席1席（前半戦）/（後半戦）

締切：3月5日

締切：3月6日

締切：3月5日

全席指定 （通常4,000円）2,800円 S席 （通常8,300円）7,800円
締切：3月7日

かんぽ生命 ドリームシアター 
幕末ロマン『壬生義士伝』
かんぽ生命 ドリームシアター
ダイナミック・ショー
『Music Revolution!』
※抽選が予想されます。
お申込みは1公演2枚まで
※写真は公演内容とは異なります

▶日時：6月3日㊊13:00/16日㊐11:00
25日㊋11:00/7月6日㊏11:00

▶会場：宝塚大劇場　▶定数：各30枚 

©宝塚歌劇団
《主演》望海風斗

真彩希帆

オリックス・バファローズ 
京セラドーム大阪　内野・外野自由席(前半戦)(後半戦)

　京セラドーム大阪で行われるオリックス戦の
お好きな試合にご利用いただけます。内野・外野
の自由席にて観戦できるチケットです。
▶チケット対象日程：前半戦／4/2㊋～7/7㊐

後半戦／6/4㊋～9/24㊋
▶制限：会員おひとりにつき1区分2枚まで
▶球場：京セラドーム大阪　▶定数：各40枚　
※オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、対
巨人・阪神・広島戦にはご使用できません ※指定席では
ありませんので満席時には立ち見になる場合もあります
※抽選が予想されます。お申込締切日から約1週間後に
当選者の方にのみご連絡いたします

▶球場：阪神甲子園球場
▶お申込方法：申込用紙にご記入いただき、ＦＡＸまたは郵送でKPCまでお申込ください
▶抽選：ゲームの日程によっては抽選が予想されます。抽選はお申込組単位で行います。抽選の結果は、当選の方に
　　　　締切日以降2週間後をめどにご連絡いたします（アイビー・ライト席の巨人戦は発売日が他の試合と異なりま
　　　　すので、当選連絡は後日になります）
▶ご注意：会員とご家族でご利用ください。雨天中止の場合はKPCから払い戻しをいたします。チケットは大事に保管
　　　　　してください

年間予約席（グリーンシート） 10段（181番-182番）
21段（31番-32番）

2席 12,000円
2席    9,000円

アイビー席（土日祝・巨人戦） ライト外野指定席（土日祝・巨人戦）
1席　  1,900円（通常2,200円）1席　  4,300円（通常4,800円）

平日はアイビー4,000円、ライト外野指定席1,600円　▶定数：各4枚　▶制限：会員おひとり2枚まで

▶定数：各試合2組　▶制限：会員おひとり2枚まで

　阪神甲子園球場で開催される「阪神タイガース」チケットです。試合日程は、阪神タイガース
公式ホームページなどでご確認ください。4/9 DeNA戦から利用可能です。

（一般前売1,540円）
1,000円サンガ

サポーター席 （一般前売770円）
400円

（一般前売2,050円）
1,500円SB自由席

（一般前売1,020円）
600円

（一般前売2,360円）
1,800円SM自由席

大人

（一般前売1,180円）
800円
小中高

　1勝を積み重ねてJ1へ！京都サンガF.C.の1試合
が観戦できるチケットです。

▶会場：西京極スタジアム ▶定数：各10枚　
※4月3日㊌以降のゲームにご利用ください。

（一般前売1,540円）
1,000円ホーム自由席

（ビジター席側） （一般前売770円）
400円

締切：3月6日

　ディズニー・オン・クラシックが贈る春の音楽フェス
ティバル。5周年を迎える今年は『ノートルダムの鐘』
全編の音楽他、ディズニーアニメーションや映画・テー
マパークの音楽をバラエティ豊かにセレクト！
［プログラム内容］
18日:プログラムA

『パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち』
19日:プログラムB『シンデレラ(アニメーション版)』
▶日時：5月18日㊏18:00/19日㊐14:00
▶会場：ロームシアター京都 メインホール
▶定数：各日10枚　※未就学児童入場不可
Presentation licensed 
by Disney Concerts. 
©Disney

©Peanuts Worldwide LLC

1

3

スヌーピーミュージアム展2

5

クマのプーさん展

こども（3歳～小学生） （当日700円）400円
（当日900円）600円大人(中学生以上)

　原画もヴィンテージグッズも本場の空気もギュッと集めた、か
つてない規模の特別な展覧会。作者シュルツが約50年描き続け
た新聞連載コミック「ピーナッツ」の魅力、スヌーピーやチャー
リー・ブラウンなど個性豊かな仲間たちをたっぷりと紹介。
▶期間：4月13日㊏～6月16日㊐
▶会場：グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
開館時間：10:00～20:00、4/30を除く火曜は17：00まで

（入館は閉場の30分前まで）
会期中無休

（当日  500円）
200円中小生

（当日1,100円）
700円大高生

（当日1,500円）
1,000円一般

　これがプーさんの原点(オリジナル)。シェパードが描いたプー
さんの原画を世界最大規模で所蔵する英国のヴィクトリア・アン
ド・アルバート博物館（V＆A）や、各国から収集された資料により、
世界中で愛される「プーさん」のすべてを紹介する。
▶期間：4月27日㊏～6月30日㊐
▶会場：あべのハルカス美術館
　開館時間：火～金10:00～20:00／月土日祝10:00～18:00

（入館は各閉館30分前まで） 
　休館日：5/13・20・27の各月曜日

4月26日まで 4月12日まで

©ＴＯＭＹ　「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

トミカ博 in OSAKA ～まちをまもるクルマ大集合！～名探偵コナン 科学捜査展
―真実への推理

　緊急車両のトミカが大集合！たくさんのトミカが一
斉に走り出す巨大スライダーも見逃せない！君のお気
に入りのトミカを見つけよう！
▶会期：4月26日(金)～5月6日㊊㊡
▶会場：大阪南港ATCホール
営業時間：10:00～16:30（入館は16:00まで）
※「入場記念トミカ（スバル WRX STI Type S トミカタウンパト
ロールカー）」は、無料入場の方を除く有料入場者のみ、ご入
場時のお渡しとなります。

4月25日まで

　大人気展覧会がついに大阪上陸!毛利小五
郎が容疑者となった事件を真相解明する参加
型の企画展。コナンたちの声で臨場感倍増。
▶期間：2月9日㊏～5月26日㊐ 
▶会場：ひらかたパーク　イベントホール
開館時間：10:00～17:00（最終入場は16:30まで） 
休館日：2/12・19・26、3/4～8・13・20、4/10・17・24、5/8・15・22

※ひらかたパーク入園料 半額特典付き
※本イベントは、ひらかたパークに入園
　せずにイベントホールへ入館可
※「身体障害者手帳」「療育手帳」お持ち
　の方の付添の方1名は無料（要証明）
※中高大生は要学生証
※各種割引の併用は不可

6 7 からすま京都ホテル 和食「入舟」真宗教化センターしんらん交流館
京都ホテルオークラ レストラン「オリゾンテ」

　地下鉄烏丸線「五条駅」から徒歩約3分、東本願寺の
北側にある「オリゾンテ」。カジュアルにホテルの味が
愉しめる「国産牛バラ肉と牛タンの赤ワイン煮込みラ
ンチ」をKPC会員特典ワンドリンク付きでご用意しまし
た。ホテルメイドのパン、コーヒー、デザートまで付い
た充実の内容。春光差し込む明るい店内で、ほっこり
とランチタイムをお過ごしください。

▶有効期限：3月1日㊎～4月29日㊊㊗ 
▶場所：真宗教化センターしんらん交流館1階

京都ホテルオークラ レストラン「オリゾンテ」
提供時間：11:30～14:30 火曜定休 ※要予約
ご予約・お問い合わせ　TEL.075-353-7603

4月19日まで

（当日  800円）
500円中小生

（当日1,300円）
1,000円一般

（当日  400円）
200円4歳～小学生

（当日1,000円）
600円大高生

4

（当日3,800円）3,100円小学生

（当日2,600円）2,200円2歳～未就学児

（当日4,400円）3,500円大人(中学生以上)

▶会期：3月9日㊏～6月30日㊐
▶会場：ひらかたパーク
期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパーク
のホームページでご確認ください
www.hirakatapark.co.jp

6月21日まで5月24日まで

ひらかたパーク
春季フリーパス引換券付入園券

（通常2,620円）1,500円おひとり

　アクセス便利な四条烏丸！からすま京都ホテルの地下
1階、和の情趣ある空間でリーズナブルに愉しめる和食
「入舟」。1名様でも気軽にご利用可能なカウンター席、
グループ向けの個室と用途に合わせてご利用いただけ
ます。人気のご昼食限定「入舟御膳」をKPC会員特典ワ
ンドリンク付き1,800円の特別価格でご用意しました。
小鉢にお造り、天婦羅、焼魚と旬の食材を多彩に盛り込
んだメニューをこの機会にぜひ。

▶有効期限：3月1日㊎～4月30日㊋㊡  
▶場所：からすま京都ホテル地下1階　和食「入舟」
昼食営業時間：11:30～14:30 ※要予約
ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140(直通)

4月19日まで

（通常2,926円）1,800円おひとり

（当日1,300円）
800円一般

（当日1,000円）
500円大高生

（当日600円）
200円中小生

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）

〈昼食券〉〈ランチ券〉

予約あっ旋チケット（締切日までに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＝075-361-1101　郵便＝〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4階

　源氏物語ロマンの最終章『宇治十帖』
の古跡を、宇治の自然を楽しみながら歩
きます。

●日程：3月3日㊐　
●集合時間：10:00
●集合場所：京阪「宇治」駅改札口前
●行程：約10km　約5時間（初心者コース）
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋、昼食等

●京阪「宇治」駅（10:00発）▶三室戸寺
▶宇治市源氏ミュージアム▶大吉山
（131.8m）▶宇治上神社（世界遺産）
▶宇治神社▶吊り橋▶白川▶平等院
(世界遺産)▶橋姫神社▶京阪「宇治」
駅（15:00頃解散予定）

コース

宇治十帖めぐり
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 075-361-1100

水まわりの修理・リフォーム

●対象：KPC会員と家族
 お申し込み時に、KPC会員（家族）である旨をお伝えください 
●TEL：0120-7040-69 （受付時間8:00～20:00）
アイテム（株）〒611-0011　宇治市五ケ庄福角69-6（宇治アイテムショールーム本社）
  〒663-8165　西宮市甲子園浦風町3-2（西宮支社）
  http://www.mizu-sos.net/　http://www.item-reform.net/

工事費・処分費込み　TOTO 超節水最新トイレ取替キャンペーン
●TOTOの従来品より約68％も節水効果が高いトイレ「ピュアレストQR」のセット
　通常価格156,800円（税抜）を63,000円に！
●「ピュアレストQR」とベーシックウォシュレットのセット
　通常価格214,600円(税抜）を94,000円に！

新規
優待

第1次予選  4/20土 雨天予備日5/11㊏  
今回初出場及び昨年未勝利チーム

第2次予選  5/19日 雨天予備日5/26㊐  
昨年度決勝進出チーム及び昨年予選１回戦勝ち抜きチーム+第１次予選通過チーム

日程　●

KPCスポーツセンター
（南丹市園部町 京都縦貫自動車道 園部ICより車で３分）

球場　●

お申込み締切日：3月20日（水） 専用のお申込み用紙でお申込みください

１チーム
KPC会員のみの場合 7,000円
KPC会員以外（上限4名まで）12,000円

参 加 料 16チーム定 　 数

トーナメントによる予選会のあと、決勝戦を行います。
試合時間１時間10分、７回まで。
５回７点差の場合はコールドとします。
優勝チームには、京都市長表彰状、優勝記念楯及び副賞を贈呈いたします。

試合方法

KPC登録会員事業所であること。
レクレーション保険の加入に関わりますので、
事前に参加選手のお名前をご登録いただきます。
出場は登録済みの選手に限ります。

参加資格

2次予選を勝ち抜いたチームによる。決　　勝

会社の仲間を集めてソフトボールのチームを作りましょう。
チームの結束力を高め、他のチームとも交流を深めましょう。
応援にもぜひお越しください。

第45回第45回第45回第45回
★ KPC ★

各10セット限り

※出張料・見積り無料

トイレ修理・交換、漏水修理などリフォーム全般に対応。
水もれ 3,000円（税抜）～、トイレ・排水パイプつまり除去 6,000円（税抜）～ 等

※画像はイメージです




