
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 地下1階
●営業時間 11:00～23:00（L.O.22:00）
●無休（SUINA室町の休館日に準じます）

タコス１つプレゼント

有効期間：2019年6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 11:00～22:30（L.O.22:00）
●無休（SUINA室町の休館日に準じます）

ワンドリンクサービス

有効期間：2019年5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での、KPC事務局までの行き方が変わりました！
4階でエレベーターを降りられたら、ホール前の防火扉を通って突き当りを廊下まで
抜けて左へお進みください。

●SUINA 室町 地下1階
●営業時間 11:00～23:00（L.O.22:00）
●無休（SUINA室町の休館日に準じます）

ご飲食代金より
5％OFF

有効期間：2019年6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。※お食事注文時に限る・日本酒を除く。

有効期間：2020年3月末
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「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

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

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.1225
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申込締切日：5月24日(金) 専用のお申込み用紙でKPC事務局までお申込みください。

ゴルフを趣味にされているKPC会員の皆様、ご自分の腕前を試してみませんか？
KPCでは今夏も、会員対象のゴルフコンペを開催いたします。お気軽にエントリーください。
ゴルフを趣味にされているKPC会員の皆様、ご自分の腕前を試してみませんか？
KPCでは今夏も、会員対象のゴルフコンペを開催いたします。お気軽にエントリーください。

備考・1名～4名様でお申し込みください。
・キャンセルは6/10までにお知らせください。
・組合せのリクエストは受け付けますが、必ずしも確約とはなりません。
・熱中症対策は各自で行ってください。
・台風等荒天が予想されるなど、コースがクローズになる場合は中止いたします。

日　時 7月6日土  （雨天決行） スタート時間はご参加決定時にお知らせいたします

参加料金 会員おひとり 9,000円　会員家族 10,000円　会員同伴者 13,000円
宮津カントリークラブメンバー　会員 7,000円　会員家族 8,000円　会員同伴者 10,000円
※プレーフィー、昼食代（1,000円分）を含みます

コース 宮津カントリークラブ（京都府宮津市下笹屋303番地）

表　彰 優勝、準優勝、第3位、飛び賞等、開催地宮津のご当地賞品も多数ご用意

募集人数 16組 64名（予定）

参加資格 KPC会員とご家族　プレー・進行に支障のないスキルとマナーをお持ちの方
事業所内のゴルフ部で活動されている場合は、その旨ご記入いただきますと同組に
させていただきます

競技方式 18ホールズ・ストロークプレー　ぺリア方式　セルフプレー

KPC
理事長杯
第3回第3回

おけいこごと・習いごとへの情熱が、きっといい仕事につながる！
同じ趣味をお持ちのKPC会員の方とご一緒に、また、ひとりで黙々と練習するKPC会員の方へ。

「おけいこごと」活動をKPCが応援いたします。
（GICパスポートにご登録いただき、さらに規定のご利用方法を適用された場合に補助いたします）

byおけいこごと補助金

GICパスポートに登録されている会員の方対 象

各回500円／5回分（合計2,500円分まで）
※コーチは付きません。
※会場を自由に使用できます。　
※時間は60分間です。
※FUSHIMITTO利用規約を遵守してください。

補助金額

FUSHIMITTO　京都府京都市伏見区竹田青池町135会 場

KPC会員20名様定 数

2020年3月31日有効期間

①GICパスポートを登録してください。

②ボルダリング<フリープラン>参加証の登録を
完了してください。

③FUSHIMITTO様にKPC会員であることをお
伝えいただき、左記TELもしくはホームページ
から予約をしてください。

④予約日時にFUSHIMITTO受付カウンターに
てKPC会員証をご提示いただき、初回の場合
は年間登録料をお支払いください。

⑤KPCのスマホ補助券をご利用になることをお
伝えください。QRコードが提示されるので、
スマートフォンで読み込んでください。

⑥[利用する]をスタッフさんがタップされます。

⑦料金を精算してください。

⑧ロッカーキーをお受取りいただき、お着替えの
上、ボルダリング会場にて各自練習してください。

※2回目以降の手順は③から⑧のみとなります。

実施手順

FUSHIMITTO　ボルダリング〈60分〉料金が対象です
初回のみFUSHIMITTO会員登録が必要です
1年間会員登録料　1,500円（税抜）

KPC会員であれば、以下の料金にてご利用いただけます。
・1回目は、60分1,200円→800円
・2～5回目は、60分1,200円→1,000円
GICパスポート適用で、上記料金より1回につき500円ずつKPCより
補助いたします。
※KPC会員証提示だけでは対象になりません。
6回目以降は、KPC会員証をご提示ください。

料 金

必ずご予約が必要です（ご自身のご都合に合わせてご予約ください）
TEL：075-606-1170
URL：https://fushimitto.jp/bouldering_reservation/
フォームに必要事項をご記入ください

予 約

ボルダリング〈60分フリープラン〉
いつでも、ご自分の都合の良い時に練習できるプランです。

※ライフサポート倶楽部会員番号17桁が、認証番
号になります。
※GICパスポートの有効期間は1年間です。
※KPC会員の方は1年間無料でGICパスポートの
ご利用が可能です。2年目からは1,000円（税
込）かかります。

※利用料金の表記は税抜価格です。

協力：(株)メゾネット、グレートインフォメーション(株)

GICパスポートのご登録方法
GICパスポートにご登録済みの方は、新し
くご登録いただく必要はありません。

●初めての方はご登録が必要です。

登録はこちらから
→https://gicz.me/passport
ライフサポート倶楽部17桁と
下8桁のパスワードが必要です

●ご登録完了後、
　ボルダリング〈フリープラン〉参加証を
　取得してください。

こちらから
→https://gicz.jp/open/
　fsmt19fp



答えて当てよう いいとこクイズ！
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
5月6日（月祝）

Q 平安時代の僧・空海が雨乞いの
祈祷を行った地である真言宗
寺院はどこでしょう？

●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
職人の珈琲 
ドリップコーヒー
深いコクのスペシャルブレンド

50名様

ジェフグルメカード
500円分

No.8

Ｔ・ジョイ京都
映画観賞券

No.7

BBQコンロ 
クールステージテーブル
トップグリル

Coleman

UCC 

阪神タイガース 
トートバック

阪神タイガース
ブランケット

神戸六甲山 
花めぐり 
招待券

No.1

No.2

No.3 No.4

2名様2名様

5名様

海雲亭 槇島店
本格牛肉の網焼きランチ
1名様分

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

18名様

2名様
3組
6名様

会社のみんなで分けてね

ヒント：御池通沿いにあります

ロ
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〈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
「まなぶ」を選択
4

新サービス eラーニングがスタートいたしました！
ビジネスシーンで活用できる初歩的な講座から専門に特化した講座までカリキュラムを豊富にご用意いたしました。

空いた時間に無理せず学べるeラーニングで、忙しいあなたにもぴったり。いつでもどこでも学べます。
KPC会員の方であれば受講料無料なので、ぜひログインしてご利用ください。

※eラーニングとは、インターネットを利用した学習形態です。授業は動画配信、教材はPDFとなります。

㊟

〈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。ページのトップにある検索窓に下記の番号を入力し検索してください。eラーニングのコースは2種類あります。

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。　　　

＜期間：2019.4.1～2020.3.31＞
※IDのお申込期間は、2020.2.15まで

Aコース

日商簿記3級、日商簿記2級、
社会保険労務士、秘書検定3級、
秘書検定2級、はじめての給与計算入門、
契約書の結び方、
内容証明郵便の書き方

・新入社員のためのロジカルプレゼンテーション
・組織とマネージャー　・管理者の位置付けと役割
・人事考課の考え方　・SQL言語入門
・データベース入門　・債権保全のプロセス
・与信管理入門　・債権回収入門

BコースメニューNo.650523 メニューNo.650524
＜講座一例＞ ＜講座一例＞

●ご利用方法
1.ライフサポート倶楽部内各コースのページから「お申込みフォームへ」よりお申込み
2.リソル予約センターより、IDと受講案内がご登録のEメールアドレスへ送付されます。
　・毎月1日～15日にお申込⇒月末までにIDと受講案内を送付　・毎月16日～月末にお申込⇒翌月15日までにIDと受講案内を送付
3.IDの有効期間中は、サイト内にある講座を何度でも受講できます。会員様ひとつのIDで、コース内の全講座を受講することができます。
　※AコースとBコースはIDが異なりますので、別にお申込みください。



宝塚歌劇 星組公演ル・グラン・ガラ2019

（通常2,484円）2,000円おひとり

1 2 3

654 7

丸美屋食品ミュージカル 「アニー」 2019 国立ボリショイサーカス
京都公演

▶日時：7月27日㊏17:00
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：20枚
※未就学児入場不可

▶日時：7月20日㊏～23日㊋各11:00／14:00
※上演時間　約2時間（休憩15分含む）
▶会場：島津アリーナ京都　▶定数：各20枚
※3歳以上有料。大人・子ども同一料金
※お申込順にチケットを確保いたします。確定連絡後の
　変更・キャンセルは一切できません。チケットのお届け
　は6月下旬を予定しております

　今一番観たいスターダンサーたちの夢の
饗宴、再び!!　世界最高峰の実力を誇るパリ･
オペラ座バレエ団の精鋭ダンサーが出演し、
めくるめく宝石のように華麗なガラ公演を開
催します。
[出演]（エトワール）マチュー･ガニオ、ドロテ･
ジルベール　他

締切：5月8日

締切：5月7日

　初公演から60年以上にわたり、素晴らしい
夢を届けてくれている国立ボリショイサーカ
ス。次々と繰り出される鍛え抜かれたサーカ
ス芸術は、世界最高レベルのものばかり。

（通常8,300円）7,800円S席

締切：5月6日

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

ミュージカル・フルコース
『GOD OF STARS-食聖-』
スペース・レビュー・ファンタジア
『Éclair Brillant（エクレール ブリアン）』
▶日時：7月26日㊎13：00
　　　　　　28日㊐11：00
　　　　8月  8日㊍11:00
　　　　　　17日㊏11:00

©宝塚歌劇団 

©石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

（通常6,500円）5,000円全席指定

締切：5月13日

　今を生きる社会風刺
コント集団ザ・ニュース
ペーパー。内外のニュー
スネタを「風刺と笑い」
に変える男たち。
▶日時：7月28日㊐

14:00開演 
▶定数：各30枚
▶会場：
　ロームシアター京都
　サウスホール

（通常3,800円）2,500円全席指定

締切：5月13日

※2歳以上有料　
※1歳以下は保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可。但し、
　お席の必要な場合は有料
※お子様だけでのご入場・ご鑑賞はお断りいたします

▶日時：7月7日㊐
　1回目＝10:30開演
　2回目＝14:30開演
▶定数：各20枚
▶会場：舞鶴市総合文化
　会館・大ホール

1 2

3 4

5 6

7 8

（当日1,100円）600円大高生

（当日500円）200円中小生

（当日1,400円）900円一般

横山華山展

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」 
「牛フィレ肉（100g）のステーキランチ」 ランチ券

　まだいた、忘れられた天才絵師。横山華
山。過去最大規模の回顧展を開催。
▶会期：7月2日㊋～8月17日㊏
▶会場：京都文化博物館　開室時間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：7月8日㊊、22日㊊、29日㊊
※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）

　地下鉄烏丸線「五条駅」から徒歩約3分東本願寺
の北側にある京都ホテルオークラのレストラン
「オリゾンテ」。カジュアルにホテルの味が愉しめる
「牛フィレ肉（100g）のステーキランチ」2,484円を
KPC会員特別価格2,000円でご用意いたしました。
ホテルメイドパン、スープ、サラダ、デザート、コー
ヒーまで付いた充実の内容です。開放感ある明るい
店内で、充実のランチタイムをお過ごしください。

▶期間：5月1日㊌㊗～6月30日㊐　※火曜定休
▶会場：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　※ご予約をお願いいたします
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-353-7603

7月1日まで

（当日1,100円）600円大学生

（当日600円）300円高校生

（当日1,500円）1,000円一般

トルコ文化年2019 トルコ至宝展　チューリップの宮殿 トプカプの美
　オスマン帝国の栄華を今に伝える至宝約170点
が待望の来日!
▶会期：6月14日㊎～7月28日㊐
▶会場：京都国立近代美術館
　開館時間9：30～17：00（入館は閉館時間の30分前まで）
　休館日：毎週月曜日、7月16日㊋　※但し7月15日㊊・㊗は開館

※中学生以下、障がい者手帳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、学生証等年齢のわかるもの、
障がい者手帳をご提示ください

※本料金でコレクション展もご覧いただけます

7月25日まで

S席 （通常14,000円）13,000円

全席指定 （通常4,900円）3,600円

▶日時：8月1日㊍・2日㊎＝11:00/15:30
　　　　　　3日㊏・4日㊐＝15:30
　　　　　　5日㊊・6日㊋＝11:00/15:30
▶定数：各20枚 ▶会場：シアター・ドラマシティー
※4歳未満入場不可。チケットはお一人様1枚必要
※トリプルチケットの取り扱いはありません

締切：5月7日

　今年で日本初演から34年目を迎える人気
ミュージカル。
[出演]岡菜々子・山﨑玲奈（アニーWキャス
ト）、藤本隆宏、蒼乃夕妃、青柳塁斗　他
 　

指定席 （通常8,500円）7,500円
ザ・ニュースペーパー京都 2019 仮面ライダースーパーライブ2019

京都舞鶴公演

締切：5月20日

祇園祭 山鉾巡行 有料観覧席

2,600円（通常3,180円）
全席指定（パンフレット・日よけ帽子等付き）

　コンチキチンの祇園囃子が夏空に響き、山
や鉾が通りをゆく山鉾巡行は、祇園祭のハイ
ライト。美しい刺しゅうや舶来の織物など山
や鉾の懸装品と呼ばれる装飾品の美しさも
見事です。豪華絢爛、「動く美術館」とも呼ば
れる一大ページェントが繰り広げられます。
▶日時：前祭7月17日㊌／
　　　　後祭24日㊌雨天決行
▶会場：御池通  ▶定数：各日30枚  

6月19日まで

（通常2,926円）1,800円おひとり
ワンドリンク付き

からすま京都ホテル 入舟 「入舟御膳」昼食券
　アクセス便利な好立地、四条烏丸にあるからすま
京都ホテルの地下1階、和の情趣ある空間で、リー
ズナブルにお楽しみいただける和食「入舟」。ご昼食
の人気メニュー「入舟御膳」をワンドリンク付き
1,800円の特別価格でご用意いたしました。小鉢に
お造り、天ぷら、焼魚と旬の食材をお召し上がりいた
だけます。1名様でも気軽にご利用いただけるカウ
ンター席のほか、グループ向けの個室もございます
ので、用途に合わせてご利用ください。

▶期間：5月1日㊌㊗～6月30日㊐
▶会場：からすま京都ホテル地下1階 和食「入舟」 ※ご予約をお願いいたします
　昼食営業時間11:30～15:00（L.O:14:30）　
　ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140（直通）

6月19日まで

（通常1,100円）800円普及版
3ヵ月有効

（通常2,000円）1,200円プレミアム版
6ヵ月有効

（当日600円）300円子供(小学生) （当日2,700円）1,500円ドライブウェイ
通行券付き大人

（当日1,200円）700円大人(中学生以上) 

　2019年度版は96施設に拡大！
日本初の「展覧会年間全日程一覧」は今年も
掲載。便利でお得なパス・ブックです。

ミュージアムぐるっとパス・関西2019

ガーデンミュージアム比叡 入園引換券

11月19日まで

▶有効期間：2020年3月31日㊋まで有効
▶主な掲載ミュージアム：京都国立博物館、京都国
立近代美術館、京都文化博物館、細見美術館、
清水三年坂美術館、茶道資料館、宇治市源氏
物語ミュージアム 等９6施設

12月25日まで

（通常1,200円）800円一般

　嵐電1日フリーきっぷ・駅の足湯利用券・嵐山
グルメぐりクーポンをセットにしたお得な券です。 

嵐電1日フリーきっぷセット券

▶有効期間：
〈嵐山グルメぐりクーポン引換内容〉
①~⑧のうち3か所で使用できます。
①老松嵐山店：香果餅（1個）／②鼓月嵐山店：千寿
せんべい（2枚）／③琴きき茶屋：桜餅（1個）／④峯
嵐堂渡月橋本店：わらびもち（1皿）／⑤タリーズ
コーヒー嵐電嵐山駅店：コーヒーまたはアイスコー
ヒー（1杯）／⑥らんでんや：バニラソフトクリーム／
⑦中村屋惣菜製作所：コロッケ（2個）／⑧zarame：
京綿菓子(1袋) 2020年3月31日まで

　チューリップ、睡蓮、初夏に見頃を迎える
バラ。山頂に咲き誇る花々と陶板で再現した
印象派絵画の世界へようこそ。
▶有効期間：4月13日㊏～11月19日㊋
▶会場：ガーデンミュージアム比叡

ガーデンミュージアム比叡の大人お1人様の入園料と比
叡山ドライブウェイ小型普通車通行券（田の谷峠ゲート
～比叡山頂［往復］）がセットになったお得なプラン。
軽・小型乗用車のみ適用。奥比叡参詣自動車道は含みま
せん。
※未就学児無料

［ドライブウェイ通行券付き大人券］

（当日980～1,540円）750円小人
(小学生)

（当日1,960～3,070円）1,500円大人
(中学生以上)

2020年1月31日まで

　ミシガンクルーズと竹生島クルーズにご利
用いただけるチケットです。
[ご利用いただける主なコースと通常料金 ] 
大津港よりミシガン80（普通：大人 2,780 円／小人 1,390 円 ）
大津港よりミシガン60（普通：大人 2,260 円／小人 1,130 円 ）
大津港よりミシガンナイト（普通：大人2,980円／小人1,490円 ）
大津港より南湖遊覧ボート（冬期：大人1,960円／小人980円 ）
長浜港より竹生島クルーズ（往復：大人 3,070円／小人1,540円 ）
今津港より竹生島クルーズ（往復：大人2,590円／小人1,300円 ）
琵琶湖横断コース（長浜港⇔竹生島⇔今津港：大人2,830円／小人1,420円）

びわ湖クルージングチケット

▶期間：～2020年2月29日㊏
※ミシガンクルーズはコースにより運航期間が異なります。
※ミシガンクルーズは5/5と7/15は大人1名につき、
　お子様５名まで無料となります。
お問い合わせ・ご予約は琵琶湖汽船㈱予約センター（9:00～17:00） 
TEL:077-524-5000

※日程をご指定の上お申し込みください
後祭山鉾巡行の様子

《宝飾手鏡》16世紀末 トプカプ宮殿博物館蔵

≪祇園祭礼図巻≫（上巻・部分）個人蔵

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＝075-361-1101　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

　地元京都に4店舗（小倉・洛西・堀池・槇島）ある、
本格炭火焼肉が楽しめる本場韓国料理店「海雲亭」。
牛一頭買付により、リーズナブルな価格と高鮮度
でお客様の元へ。単品焼肉、焼肉食べ放題、充実し
た本場韓国料理のサイドメニューもあり、ディナー
はもちろん、ランチでも炭火焼肉が楽しめます！

　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」。今月は近鉄京都線「小倉」
駅・「向島」駅より徒歩10分ほどの場所にある
「海雲亭 槇島店」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

海雲亭 槇島店
【特典】期間限定 ユッケ寿司大
（45ｃｍサイズ3,980円）を500円引

切り取り線

0774-20-4129

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.40

●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。
●特典期限：2019年6月30日まで

会員番号 ー

ご利用人数 名

営業時間   平日・土曜日11:30～14:30（L.O.13:30）、17:00～25:00（L.O.24:00）
　　　　　日曜日　　 11:30～14:30（L.O.13:30）、17:00～24:00（L.O.23:00）
定休日　   無休（元旦休み）

店舗情報 京都府宇治市槙島町大川原3-1

　京都を遠望する尾根道を辿って大原の
里へ。この時期には、つつじヶ丘一帯に咲く
つつじも楽しみです。
●日程：5月12日㊐　
●集合時間：8:45
●集合場所：叡山ケーブル「八瀬」駅前
●行程：約7km 
　約4時間20分（一般向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋
●交通費：叡山ケーブル　片道540円

東山36峰めぐり ③　比叡山
ハイキングサークル

●叡山ケーブル「八瀬」駅（9:00発）▶
叡山ケーブル「比叡」駅（9:10）▶四明
岳▶大比叡三角点▶浄土院▶釈迦堂▶
西塔▶黒谷青龍寺▶大原登山口▶大原
バス停

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

【優待内容】飲食代金合計から10％OFF（ディナー）
期限：2020年3月31日　※その他割引、特典との併用はできません。

※コースメニューについては利用できません。
●TEL：075-371-1119
●住所：京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町712 　京都糸屋ホテル1F
●営業時間：ランチタイム　11:00～14:00（L.O.14:00）
　　　　　　ディナータイム　17:00～23:00（L.O.22:30）
●URL：https://nikubaldaiki.owst.jp/

お得な切り取りクーポン 肉バル大樹

お茶の京都モニタープラン・和束の茶畑ウォークと和束御膳
日帰りバスツアー

　京都府の南に位置する和束町は800年もの間、宇治茶の生産と伝統を受け継いできた㆞
域で、町内の至るところには茶畑が点在。美しく広がる茶畑景観を楽しみながら地元ガイドと
歩きましょう。昼食は人気の和束御膳。京都唯一の村にある道の駅でのお買物も楽しみ！
●日程：6月2日㊐　●集合時間：8:30　●集合場所：京都駅八条口アバンティ前
●定数：30名（最少催行人数15名）　●料金：会員・会員家族5,000円（通常7,000円） 小学生1,000円引
●備考：歩きやすい靴・服装でお越しください。 取扱：アルファトラベル 締切：5月10日

●京都駅▶和束町（約7kmの茶畑ウォーク・途中、和
束荘にて和束御膳の昼食）▶道の駅 お茶の京都 み
なみやましろ村（買物）▶京都駅（17:30頃帰着予定）

コース

発行：KPC
切り取り線




