
KPC事務局近辺に来られましたら「SUINA 室町」の各店をご利用ください。

KPC事務局は
２０１９年２月２５日より

移転いたしました。

1階や地階には、飲食店やお買い物も便利な「SUINA室町」があります。1階や地階には、飲食店やお買い物も便利な「SUINA室町」があります。
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●SUINA 室町 1階
●営業時間 11:00～23:00（L.O.22:30）
●無休

ワンドリンクサービス 

有効期間：2019年4月末

切り取り線切り取り線切り取り線切り取り線

●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
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所在地・電話番号・FAX番号が変わります。
申請書類等送付先を変更いただきますように、

お願いいたします。

【営業時間】 月～金　9:00～17:30
【休業日】 土曜・日曜・祝日

※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。

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

〒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 405号室

公益財団法人京都中小企業振興センター　

●京都経済センター内、KPC事務局までの行程
KPC事務局は、館内の最南側にあります。
エレベーターを4階で降りられて、左側へお進みください。
防火扉がありますが開けていただいて右にお進みいただ
きましたら、KPC事務局があります。

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

ワンドリンクサービス 

有効期間：2019年4月末

●SUINA 室町 1階
●営業時間 10:00～19:00
●無休（SUINA室町の休館日に準じます）

10％OFF
※花キューピット商品、フラワーギフト券、

送料は割引対象外です。

有効期間：2020年3月末
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公益財団法人 京都中小企業振興センター(略称：KPC)の会員の方が
ご利用いただける福利厚生の大きなメニューをご紹介いたします。

国内外の20,000ヵ所以上のリゾート施設や、スポーツクラブ・ゴルフ場や
各種アミューズメント施設、ショッピング等多彩な特典をご利用いただけます。

南国リゾートやテーマパークのオフィ
シャルホテル、温泉旅館に別荘、ゴルフ
場など主要都市へのご出張にも活用い
ただける優待施設が約20,000ヵ所。

ポイント

1 リゾート＆トラベル・ゴルフ場

全会員対象・初回ログインで更新してください

●ライフサポート倶楽部会員番号
は、KPC会員番号に応じて、先頭
に付けていただく8桁の番号が異
なります。

●パスワードは「ライフサポート倶楽
部」会員番号の下8桁です。ログイ
ン後、変更してください。

新規にご利用開始される方は、
左記の番号でログインください

0から始まる方 ➡ 0899ｰC638ｰ0●●●●-●●●●
5から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ5●●●●-●●●●
7から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ7●●●●-●●●●
9から始まる方 ➡ 0899ｰC643ｰ9●●●●-●●●●

KPC会員番号が…

KPC会員番号（9桁）KPC会員番号に応じた【8桁】

ライフサポート倶楽部の会員番号の作り方ご注意ご注意 KPC会員番号（9桁）の先頭に、KPC会員番号に応じた【8桁】のコードを付けてください。
KPC会員番号が8桁の方は新しい会員証に差し替えますので担当の方はご依頼ください。

01234ｰ5678

お電話でのお申込み
▶宿泊：受付時間 平日10：00～18：00/土日祝10：00～17：00
　※12/29～1/3休み
　お申込み・変更・キャンセル…………… 70120-837-330
　お問い合わせ専用 ………………………… 70120-933-409
▶ライフ関連：受付時間 10：00～17：00
………………………………………………… 70120-208-330
FAXでのお申込み
▶宿泊施設 ……………………………………

3303-6758-5510
▶ライフ関連 …………………………………

3303-6758-5520

WEBでのお申込み
KPCホームページ「いやしうぇぶKPC」▶会員専用メニューから「いやしなびライ
フサポート俱楽部」ロゴをクリック▶ライフサポート俱楽部会員番号・パスワード
を入力して、ログインしてください。

ライフサポート倶楽部 お問い合わせ先・お申込み

観たくなった時に優待価格でご購入いただけます。セブンイレブン、ロー
ソン、ミニストップで発券して映画館へ！

メニュー№751038 メニュー№750102

映画のチケットをコンビニで
ポイント
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今年度から、約300種のeラーニングを無料でご利用いただけるようにな
りました。スマートフォン・タブレットでいつでもどこでも学習できます。豊
富なカリキュラムで、今必要なスキルを身に付けよう。

各コースのメニューNo.で検索しフォームより申込み→リソル予約センターからご登録の
EメールアドレスへIDと受講案内を送付。受取後スタートできます。

Aコース

例）ビジネスに役立つ講座
(資格・ビジネス系)

メニュー№650523

eラーニング
ポイント
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Bコース
メニュー№650524

例）新入社員・中間管理職向け等階層別講座、
情報通信・与信管理・知的財産など専門講座

●スポーツクラブのご利用も優待料金で！
●資格取得のための通学通信講座も優待料金で！
●子育て支援、託児所のご案内も！
●食品、生活雑貨などのショッピングサイトも優待料金で！
●慶弔給付は、対象の方から直接申請してください。
　申請期限は、事実が発生した日から3ヵ月以内です。

生活サポート
ポイント

3

普段使いのお店から憧れのレストランまで。ぐるなびなら予
約まで簡単にできます。ライフサポート倶楽部会員限定！
ネット予約＆来店でリソルポイント200ポイントプレゼント‼

 (メニュー№720817）

ポイント

5



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
4月4日（木）

Q 信長や秀吉に仕え、茶の湯を
大成したとされる千利休。秀吉

が建てた聚楽第の城下に利休も屋敷
を建てました。それは、ある神社の境
内に位置していたといわれます。その
神社とは？

●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
【どっさり1kg!】
割れチョコミックス
10種1kg

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

伊藤園
シャープ 空気清浄機
No.1

瀬田川リバークルーズ 招待券
No.2

抹茶入り お～いお茶
(新抹茶「四方の春」使用)
280mlPET 24本セット
賞味期限:2019年6月

ガーデンミュージアム比叡No.3
オリジナルミニハーブティー3種入り
(プラタナスの風・花の庭・ローズカーデン)

No.4

12名様5名様
2名様

京都ええ店食べある記 ご紹介店
大黒屋 本店 なめこそばor鶏なんばそば
が選べるお食事券（おひとり分）

No.6

10組
20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 075-361-1101
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

じゅらくだい

3名様

2名様
10組
20名様

会社のみんなで
分けてね

会社のみんなで
分けてね

お使いのスマートフォンで優待施設をご確認いただけたり、画面上にKPC会員証を表示したりすることができます。さらに、
KPCが実施するイベントの受付参加証になる機能もあります。ライフサポート倶楽部の会員番号17桁が登録してありますの
で、ライフサポート倶楽部メンバーズナビからスムーズに登録可能です。登録後お名前・パスワードを変更してください。

全会員対象・利用お申し込みが必要（新KPCモバイルサービス）（新KPCモバイルサービス）

いやしなびライフサポート倶楽部にログイン インフォメーションバナーをクリック GICパスポートへ

いやしなびKPC本誌でご案内しているイベントやチケットのお申込みはこちらからどうぞ。本誌に掲載できていな
い通期であっ旋している「映画観賞券」や「お食事券」「アミューズメント施設」もこちらでお申込みいただけます。
ご利用にはユーザー登録が必要です。www.kpc.or.jpの「ただ今、募集中」のカテゴリからご覧ください。

全会員対象・利用お申し込みが必要イベント・チケットのお申込みイベント・チケットのお申込み

ご結婚・ご出産された時、お子様が小学校中学校に入学された時などは給付金を支給いたします。もし事由に該当
されている時は、申請忘れがないかご確認ください（ご請求期限は給付事由が発生してから6ヵ月以内です）。
●自動的に給付を行う給付助成金もありますが、事前にKPCにご登録いただいていることが条件になります。
●給付助成金支給の確定日は当日となります。その確定日前に退会された場合は対象外となります。
給付の項目や金額はガイドブックやKPCホームページをご覧ください。

慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象）慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象） 申請が必要！

他にも　　　　　　　　　　　　や健康診断、人間ドックの費用補助など、幅広く会員とご家族の
皆様をサポートいたします。本誌にてご案内いたしますので、来月号以降も引き続きご覧ください。



1 2京都大恐竜博
　吠える！暴れる！大迫力！ハイテク恐
竜15体が大集結！本物の化石、ジオ
ラマなどの展示もお楽しみいただけ
ます。
▶会期：4月27日㊏～5月6日㊊㊡
▶会場：京都パルスプラザ
　開館時間：10：00～16：00

4月26日まで

国宝の殿堂　藤田美術館展
-曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき-

　2022年春のリニューアルオープンに向け
て、現在休館中の藤田美術館の国宝9件、重
文約50件を含むコレクションの全貌を、奈良
国立博物館新館の全展示室を使って紹介す
るかつてない規模の展示です。
▶会期：4月13日㊏～6月9日㊐
▶会場：奈良国立博物館
開館時間：9:30～17:00、毎週金曜日は、
～19:00まで（入館は閉館の30分前ま
で）　※名品展は開館時間が異なります
休館日：月曜日、5/7（4/29、5/6の月曜
は開館）

※障害者手帳をお持ちの方（介護者1名
を含む）は無料
※右記料金で名品展（なら仏像館・青銅器
館）も観覧可能 

3

（当日1,400円）
800円大人　

（当日1,000円）
400円子供(3歳～小学生)

6月6日まで

（当日1,500円）
900円一般

（当日1,000円）
500円大高生

（当日500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）
プロ野球選手年鑑

6月30日まで

　12球団の全選手写
真付きデータを掲載
した、プロ野球ファン
必携の選手年鑑。公
式戦全日程・各種デー
タも豊富。ハンディサ
イズで球場にも持ち
こみやすいサイズが
好評です。

（通常450円）300円1冊

氷の上のミュージカル ディズニー・オン・アイス
「LIVE YOUR DREAMS」大阪公演

　今年60周年を迎え、進化し続ける吉本新
喜劇。史上最大のツアー京都公演はここ、文
化パルク城陽！この機会をお見逃しなく！
【出演】すっちー・酒井藍 ほか

締切：4月9日
締切：4月9日

締切：4月10日

4

葵祭 有料観覧席

吉本新喜劇ワールドツアー
～60周年それがどうした！～京都公演3 ブロードウェイミュージカル 「ピピン」

21

5,000円（通常6,000円）全席指定11,500円（通常13,500円）S席 土日祝
10,500円（通常12,500円）S席 平日

▶日時：7月7日㊐ ①13:00 ②17:00
▶会場：文化パルク城陽　プラムホール
▶定数：各回２０枚
※5歳以上有料、4歳以下無料。お席が必要な場合は有料

2,200円（通常2,700円）全席指定
カラーパンフレット付

　葵祭は京都三大祭のひとつで、わが国の祭のうち
最も優雅で古趣に富んだ祭として知られています。
古典行列は平安貴族そのままの姿で列をつくり、京
都御所を出発。総勢500名以上の風雅な行列が下
鴨神社を経て、上賀茂神社へ向かいます。
▶日時：5月15日㊌　▶定数：各20枚 
▶会場：京都御苑（10：30頃通過）、下鴨神社（11：40頃通過）
※雨天の場合は16日に延期（当日早朝判断）。16日も雨天の場合
のみ中止。中止にならない限りチケット代金の返金はいたしま
せん
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（通常5,950円）5,500円大人
（中学生以上）

（通常4,950円）4,500円こども
（3歳～小学生以下）

（通常5,450円）5,000円大人
（中学生以上）

（通常4,450円）4,000円こども
（3歳～小学生以下）

土日祝S席 平日S席

締切：4月10日

　ディズニーのプリンセスたちが夢を追い求
める姿を描きます。『塔の上のラプンツェル』
『美女と野獣』『モアナと伝説の海』『シンデレ
ラ』をはじめ『リメンバー・ミー』が早くも初登
場! 『クマのプーさん』のプレショーも決定!　
ミッキー、ミニーやディズニーの仲間たちとと
もに、冒険の旅へ一緒に出かけませんか？

★の公演は、開場15分前（予定）にエントランスでミッキーマウスが皆さんにごあいさつ
●の公演は、チケットをお持ちでディズニー・キャラクターの全身コスチュームでご来場の方に、当日会場にて
オリジナル・グッズを進呈

※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料
※お申込順にチケット予約をしていきます。確定後の変更・キャンセルはできませんので予めご承知ください。確定されたチケットのお届けは6月下旬を予定

©Disney

©Kiyotaka Saito

7/20㊏ 14：30 18：30
7/21㊐ 10：30 14：30 18：30
7/22㊊ 11：00 15：00
7/23㊋ 11：00 15：00

11：00 15：00
11：00 15：00

10：30
11：00

14：30
15：00

18：30
19：00

10：30 14：30

公演日 公演時間
10：30

●
●19：00

★

●★
●★
●★

★

7/26㊎
7/27㊏
7/28㊐

7/25㊍
7/24㊌

▶日時：7月20日㊏～28日㊐ 全23公演／約2時間（2部構成・休憩15～20分）
▶会場：大阪城ホール  ▶定数：各10枚

グッドモーニングヨガ 京都水族館　グッドモーニングヨガ 京都水族館　
KPCヨガトレ VOｌ.1KPCヨガトレ VOｌ.1

モーニングヨガで気持ち良い1日を！体だけでなく心もリフレッシュできるということで注目されている
ヨガ。今年度よりKPCでもヨガ教室を行います。第1回目はオープン前の京都水族館大水槽前を貸切
り、幻想的な雰囲気の中でのモーニングヨガです。初心者の方でも楽しんでいただける内容となってお
りますので、ぜひご参加ください。終了後は京都水族館内で過ごせます。

7:30 京都水族館前 集合・受付5月25日土日時

【持ち物】 
動きやすい服装、飲み物、汗拭きタオル

【スケジュール】 
7：30～受付開始/着替え　
8：00～9：00ヨガ　
9：00～9：30着替えの後、一旦退館　
※お着替えできるスペースあり

30名（お申込者多数の場合は抽選）定数 4月12日金受付締切日

京都水族館 大水槽前会場

会員・家族　　　　　　一般
ヨガマットレンタル代、京都水族館入館券(大人)、講師料を含みます

3,000円 6,500円参加料金

協力:リーボック

※イメージ

講師：AKI講師：AKI
2011年に京都市内に誕生したヨガスタジオ 「Terasu」代表兼ヨガイ
ンストラクター。スタジオのみならず、イベント、企業への出張、さらに
マインドフルネスのセミナーを実施。京都を拠点に東京や地方と様々
な場面で初心者から経験者、ビジネスパーソンからアスリートまで幅
広い人気を得ている。2014年よりReebokと契約しReebokONEア
ンバサダーとして活動をスタート。イベント等でもクラスを担当。

～いつもあなたと
ショパン 第2回（全3回）～
【プログラム】
ポロネーズ 第11番 ト短調、
ノクターン 第2番 変ホ長調 
op.9-2 ほか

（通常4,500円）3,800円全席指定

仲道郁代 ピアノ・リサイタル5

▶日時：6月28日㊎ 19:00開演（18:30開場）
▶会場：京都コンサートホール 
 小ホール （アンサンブルホール ムラタ）
▶定数：20枚　※未就学児童入場不可

締切：4月10日

　2013年、アクロバットを取り入れたエキサイティングな新演
出で、トニー賞4部門を受賞した傑作ミュージカル。城田 優ほか
豪華キャストにて待望の日本語版が上演！
【出演】城田 優、Crystal Kay、今井清隆、霧矢大夢、宮澤エマ、

岡田亮輔、中尾ミエ／前田美波里（Wキャスト） ほか
▶日時：7月12日㊎ 18:00

13日㊏ 12:00/17:00
14日㊐ 14:00

▶会場：オリックス劇場　▶定数：各公演10枚

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＝075-361-1101　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 405号室

　古い水車と石臼が、街中とは思えない
ゆったりした空間と時間を醸しだしていま
す。昔ながらのそば屋のメニューはもちろ
ん、季節毎の京野菜を使ったお蕎麦やお
丼、一品も人気です。

　京都出身のピアノ弾き語りシンガー
ソングライター森ゆきこさんの、KPC
会員特約店「食べ歩きレポート」。今月
は阪急京都線「河原町」駅から徒歩5分、
地下鉄「京都市役所前」駅から徒歩8分
ほどの場所にある「大黒屋」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

大黒屋 本店
【特典】そば茶1袋プレゼント

切り取り線

075-221-2818

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.39

●ご利用方法：KPC会報誌から切り取って、
店頭でご提示ください。

会員番号 ー

ご利用人数 名

営業時間   11:30～21:00（L.O.20:45）
定休日　   火休

店舗情報 京都府京都市中京区木屋町蛸薬師西入ル南車屋町281番地

　ボランティアによる観光案内付きの船の旅。
船窓より海津大崎桜並木をごゆっくりご覧い
ただけます。会員証提示で5名様までご予約
可能です。
●航路：長浜港～海津大崎桜並木～長浜港
●対象期間：4月6日㊏～16日㊋
●運航時間：14:20～17:10 (乗合便)

6㊏・7㊐・9㊋・12㊎は
10:50～13:40便も乗船可能

●乗船料：大人 2,780円 (通常3,100円)
小人 1,400円 (通常1,550円)

※開花状況や強風・悪天候により、日程・運行コース
　等が変更・中止になる場合がございます

お問合せ・お申込み(ご予約)は

琵琶湖汽船 077-524-5000 まで

●会場：東山浄苑東本願寺
(京都市山科区上花山旭山町8-1)
無料送迎バス有/｢真宗本廟前(旧東本願寺)｣から｢東山浄苑｣間

●日程：毎週日曜日 
各日とも14:30～16:30(2時間)
4/7､14､21､28　5/5､12､19､26　6/2､9､16､23､30

●参加料金：月謝制(1か月分)
KPC会員・家族 2,700円 (通常3,000円)
月初めのお稽古の際に所定の月謝袋にて講師にお出し
ください。入会金は不要です。

●持ち物：念珠、筆記用具、声明集(第1回の講義時の
お渡し。冥加金必要)
本願寺の門徒で門徒袈裟をお持ちの方はご持参ください

ご参加希望の方はお申込み時にお電話いただき、KPC会員・家族で
ある旨をお伝えの上、当日KPC会員証をご提示ください。

お問合せ・お申込みは
東山浄苑東本願寺　教化部(直通)
075-371-1717
（受付9:00～16:00/年中無休）
FAX 075-551-0506　

お経を習う会

海津大崎桜並木を湖上から
奥びわ湖クルーズの旅 ≪予約制≫ 会員証提示

会員証提示

　東山36峰の16番から19番の若王子（にゃ
くおうじ）山・南禅寺山・大日山・神明（しんめ
い）山の4峰を巡り、毘沙門堂から疏水路の花
見を楽しみながらJR山科駅に戻ります。
●日程：4月7日㊐　
●集合時間：9:00
●集合場所：京都市営地下鉄「蹴上」駅改札口前
●行程：約9km 約4時間（一般向きコース）
●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋、昼食等

東山36峰めぐり ②
ハイキングサークル

●蹴上駅▶南禅寺▶駒ヶ瀧大明神▶南
禅寺山(197m)▶若王子山(183m)▶新
島襄、八重の墓▶トレイル42▶トレイル
38七福思案処▶神明山(218m)▶大日
山（150m）▶トレイル38▶毘沙門堂▶
（花見）▶疏水▶JR山科駅（解散予定）

コース

※初めての方は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

いちご狩りと有馬温泉でゆったり3時間
日帰りバスツアー

●日程：5月12日㊐
●集合時間：9:00
●集合場所：京都駅八条口
●定数：20名（最少催行人数15名）
●料金：会員・会員家族 11,000円

一般 14,000円
（いずれも通常14,000円）

取扱：京都交通社 締切：4月15日

●京都駅八条口（9:00）▶京都南IC▶名神・新
名神▶9:50（休/宝塚北SA）10:05▶神戸三
田IC▶いちご狩り（30分食べ放題）11:15▶
神戸三田IC▶中国▶西宮北▶12:00有馬温泉
『兵衛向陽閣』（温泉入浴と昼食）食後、温泉街
自由散策15:00▶新神戸トンネル▶16:10神
戸酒心館（蔵直売所東明蔵で試飲とお買物）
16:40▶阪神▶西宮IC▶名神▶（休/吹田SA）
▶京都南IC▶京都駅八条口（18:00頃）

コース




