
所在地●〒600-8009
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毎月20日発行　発行部数 24,000部 ２０１９年２月２５日より移転いたしました。

アフターワーク ヨガ 京都経済センター
京都経済センター 移転記念京都経済センター 移転記念
KPCヨガトレ VOL.2KPCヨガトレ VOL.2

お仕事帰りに
ご参加ください。

講師：AKI講師：AKI
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。

50名(お申込者多数の場合は抽選といたします)募集人数

6月12日お申込締切日

19:00~20:00(予定) 受付18:306月28日㊎日　時

京都経済センター  6-C会議室
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地

会　場

会員・家族　　　    会員外無料 2,000円料　金

今回はイスを使って行います。
必ず事前にお申込み用紙をFAX、もしくはホームページよりKPCまでお申込みください。

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

子育てランチ座談会 開催
（7/20・京都ホテルオークラ カフェ りょーい）

初級テンカラ釣り教室 開催
(6/30・広河原トラウトタウン)

答えて当てよういいとこクイズ！

ライフサポート倶楽部

ビアガーデン・ホールチケット あっ旋

京都ええ店食べある記

ハイキング

バスツアー

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.1236
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子育てランチ
座談会

子育てランチ
座談会

6/30日 9：00～12：00予定（延長する場合があります） 
荒天時は中止

日程　●

広河原トラウトタウン 
京都市左京区広河原菅原町115　※駐車料無料

会場　●

集合場所　●　京都花背 山村都市交流の森　
 京都市左京区花背八桝町250

お申込み締切日：6月18日（火） KPC事務局までお申込みください

● 催行中のケガ等は自己責任でお願いします。
● 自然相手になりますので釣果を約束するものでは
 ありません。
● 服装やゴム長靴（ウェーダー等）、サングラス、
 帽子はご自身でご用意ください。
● 荒天、増水時は催行を中止する場合があります。
● 現地集合、現地解散となります。
● 催行中に釣った魚は持ち帰れません。

注　　意

テンカラ釣りとは、竿、ライン、毛鉤で
渓流魚をねらうシンプルな釣りです。
他にはない、スリリングな釣りが楽しめ、
昨今は海外も含めテンカラ釣りを楽しむ人が増えています。
日本の伝統的な毛鉤釣りの基本を、自然豊かな
京都の源流・上桂川広河原で教えていただきます。

会員・会員家族2,500円 会員以外
（小学生以上対象）
※講師代を含みます。毛鉤セットプレゼント。
別途、用具（竿・ライン）レンタル費用1,500円（必要な方）
1日遊漁料2,000円（会場外に出られる方は必要です。現地で購入可能）
がかかります。

5,000円参 加 料

6名 （応募多数の場合は抽選）定 　 数

❶釣り技法についての説明　❷振込み練習　❸実釣講習内容

運営：上桂川を守る会　協力：京都北山テンカラ会、上桂川漁業協同組合

初級初級テンカラ釣り教室テンカラ釣り教室KPC
主催 初級初級テンカラ釣り教室テンカラ釣り教室KPC
主催

※昨年のフライフィッシン
グ教室の様子

●日時：7月20日（土）13:00～15：00
●会場：京都ホテルオークラ カフェ りょーい
●料金：会員限定 3,500円 （お食事代を含みます）
※本館キッズスペースにて託児サービスあります。
　ただし、未就学児限定先着15名様まで（別途料金がかかります）。

●定員：20名 （お申込者多数の場合は抽選）
●お申込み締切日：6月25日(火) 
　 KPC事務局までお申込みください

子育て中のワーキングママ会員の方を対象にしたランチ会を
実施いたします。仕事と子育ての両立や、子育てへの悩みなど
不安になっていることを話してスッキリすると、仕事にエネル
ギーを注ぐことが出来るようになります。ご家庭によって子育
て環境も千差万別だと思いますが、特に

・子どものイヤイヤ期、反抗期に困っている方
・朝、バタバタして子どもを送り、仕事に行っている方
は、お気軽にご参加ください。
※対象はKPC現役会員。育休中の方もぜひご参加ください。

①自己肯定感を育てる3つのポイント　
②甘やかしの本当の意味とは
③子育てで一番大切なこと

テーマ

上田久美子
「愛情が伝わる子育て」主宰
元保育士・元幼稚園教諭

講師 橋本珠美
株式会社ユメコム常務取締役
産業カウンセラー・両立支援のスペシャリスト

講師

KPC Mama's meeting 主催：KPC　
運営：株式会社ユメコム

話して
スッキリ！

※都合によりテーマが変更となる可能性があります。



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
6月5日（水）

●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

ニンテンドークラシックミニ 
ファミリーコンピュータ
※ACアダプターやUSB
電源供給機器は当選者
様でご用意ください。

　（市販のUSB対応ACア
ダプターもご使用いた
だけます）

No.1

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

No.2
テーブル観葉植物
＜ニンジンガジュマル＞
約W14×D13×H33cm

3名様

ロ
グ
イ
ン

〈メニューの検索方法〉

会員番号・パスワードを
入力してログイン

最上部の検索窓に
メニューNo.を入力し検索

メニューの「詳細へ」を
クリック

3 4 5 「もっと見る」をクリックし
「お申込みフォームへ」を
クリック

6

ID発行7

新サービス eラーニングがスタートいたしました！
 KPC会員であれば、どなたでも無料で受講できます。事前のご準備が必要ですのでその手順をお知らせいたします。

㊟

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

㊟ログインするための会員番号（17桁）とパスワードに
ついてはKPCホームページ＞会員専用メニュー＞いやし
なびライフサポート倶楽部[ご注意]の手順で入力して
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

❶いやしうぇぶKPCにアクセスし、❷KPC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」にアクセスしてください。

●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

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。

受講開始8
IDが届いたら、送られて
くるご利用案内にした
がって受講を開始してく
ださい。

No.5
SOYJOY 
カロリー
コントロール80
8個入り

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

Biore 
さらさら
パウダーシート
摘みたてローズの香り 
携帯用（10枚）24個入り

GATSBY 
フェイシャル
ペーパー
アイスタイプ
（徳用42枚）36個入り

No.3 No.4 3名様

5名様
平日限定の2時間お一人様
飲み放題券 ※2019年7月31日まで有効

放課後駄菓子バーA-55 
京都四条河原町店

No.6

10組
20名様

3名様

2名様

会社のみんなで分けてね 会社のみんなで分けてね

手順にしたがってお申込みを完了して
ください。
※受講科目は「申込用紙を印刷する」を
クリックして確認してください。

5名様

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

Bコース

メニューNo.650523

メニューNo.650524

＜講座一例＞

＜講座一例＞
・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

●ご利用にあたって
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。

Q 水の神様を祀るこちらの
神社。かつて、雨乞い祈願

には黒毛の馬、止雨の祈りには
白毛か赤毛の馬が奉納されてい
たそうです。
どこの神社でしょう。



SUMMER SONIC 2019 OSAKA ジャイガ OSAKA GIGANTIC ROCK FES 2019

南座新開場記念 新作歌舞伎「NARUTO-ナルト-」世界一受けたい授業 THE LIVE 2019 もう一度恐竜に会える夏！

1 2

3

［出演］RED HOT CHILI PEPPERS、
THE CHAINSMOKERS、B'z 他
詳しくはオフィシャルサイトまで
http://www.summersonic.com/2019/

▶日時：8月16日㊎、17日㊏、18日㊐ 
各日11:00開演

▶会場：舞洲SONIC PARK
（舞洲スポーツアイランド）

▶定数：各10枚

　番組「世界一受けたい授業」から飛び出した学べるエンター
テイメント！
［出演］芦田愛菜、博士役・八嶋智人、助手役・山崎樹範
▶会場：大阪城ホール

　忍者の里である“木ノ葉隠れの里”に育った忍者・うずまきナルト
の成長を描いたバトルアクション物語。国内ではシリーズ累計1億
4千万部、海外での累計発行部数は9,500万部以上を誇ります。
今作では、ライバル“うちはサスケ”との友情や家族愛などを描い
た新作歌舞伎として上演いたします。新感覚の歌舞伎をぜひお楽
しみください！
［出演］坂東巳之助、中村隼人、中村梅丸、中村梅玉 他
▶日時：昼の部（11:00公演） 6月24日㊊

夜の部（16:00公演） 6月20日㊍、25日㊋
▶会場：京都南座　▶定数：各公演10枚
※3歳以下のお子様はご入場頂けません。なお、満4歳よりお一人様につき1枚切符
　が必要です。

締切：6月11日

締切：6月25日

3DAYS （通常36,000円）33,500円
1DAY （通常13,800円）12,000円

（通常14,500円）8,000円一等席

4

1 3特別展 アレン・メモリアル美術館所蔵　
メアリー・エインズワース浮世絵コレクション
　－初期浮世絵から北斎・広重まで2 ドレス・コード？　

―着る人たちのゲーム神戸 六甲山 花めぐり チケット

大高生
（当日1,000円）
600円一般

（当日1,400円）
900円

　ファッションやアートのほか、映画やマンガなど
に描かれたファッションも視野に入れながら、私
たちとファッションの関わりを見つめ直します。
▶会期：8月9日㊎～10月14日㊊㊗
▶開館時間：9:30～17:00 ※金・土曜日は21:00まで

※入館は閉館の30分前まで
▶休館日：月曜日、8/13、9/17・24

※但し8/12、9/16・23、10/14㊊㊗は開館。
▶会場：京都国立近代美術館

（当日  500円）200円高校生
（当日  900円）500円大学生
（当日1,300円）800円一般

　アレン・メモリアル美術館には、メアリー・エイ
ンズワースが寄贈した1,500点以上の浮世絵版
画が所蔵されています。本展覧会は、この珠玉
のコレクションから選りすぐりの200点を紹介す
る、初めての里帰り展です。
▶会期：8月10日㊏～9/29㊐
▶開場時間：9:30～17:00（入館は16:30まで）
▶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、8/13㊋は開館）
▶会場：大阪市立美術館 8月8日まで

8月8日まで

※雨天決行　※小学生以下は保護者１名につき１名まで入場
無料。2名以降は当日KIDS TICKETをご購入頂ければ入場可
（当日窓口対応、年齢確認･入場エリアの制限あり）。 ※東京、
大阪で出演者が異なる場合がございます。　※出演アーティ
スト変更による払戻しは致しません。　※アーティストの出演
日および出演ステージが変更になる場合がございます。

［出演］UVERworld、ウルフルズ、
KEYTALK、東京スカパラダイスオーケストラ、
Nothing's Carved In Stone、ベリーグッド
マン、locofrank、LONGMAN 他
▶日時：8月3日㊏、4日㊐ 各日11:00開演
▶会場：舞洲スポーツアイランド 

太陽の広場“ジャイガ”特設会場
▶定数：各10枚

締切：6月11日

2日券

1日券

大人

大人

小学生

小学生全自由

（通常8,000円）7,000円
（通常4,000円）3,500円

（通常15,000円）14,000円
（通常7,900円）7,000円

※小学生以上チケット必要、未就学児入場無料。小学生以下の
　入場は保護者同伴のみ入場可能。
※チケット購入後のキャンセル・変更は一切出来ません。
※出演アーティストは都合によりキャンセル・変更となる場合が
　ございます。その際、チケットの払い戻しは行いません。

※子供は3歳～小学生、3歳未満は保
　護者1名につき1名まで膝上無料。
　但し席が必要な場合は有料。
※上演時間：約80分（休憩なし）。

8/11㊐㊗

8/12㊊㊡

日程 時間 料金（全席指定）　（）内は通常料金
昼12:30 大人 （5,900円）5,100円 子供 （4,900円）4,100円
夕15:30 大人 （5,500円）4,700円 子供 （4,500円）3,700円
朝 10:30 大人 （5,900円）5,100円 子供 （4,900円）4,100円
昼 13:30 大人 （5,900円）5,100円 子供 （4,900円）4,100円
夕 16:30 大人 （5,500円）4,700円 子供 （4,500円）3,700円

（当日750円）500円小人（4歳～小学生）（当日1,500円）1,000円大人（中学生以上）

　一年で最も緑が美しい季節を迎える六甲山。グルメや
ショッピングとあわせて、お得に花めぐりが楽しめる「神戸 
六甲山 花めぐり チケット」でお楽しみください。
詳しくは webサイト　www.rokkosan.com

▶会期：5月10日㊎～7月31日㊌ 10:00～17:00
※会場により異なる ※施設により休業日あり

▶会場：六甲オルゴールミュージアム、六甲高山植物園、
六甲山カンツリーハウス、自然体感展望台 六甲枝垂れ

※「プラス1施設入場特典」使用期間5/11㊏～11/24㊐。
※気にいった4施設のうち、日を変えて（季節を変えて）、もう一度1施設に
　再入場可能。
※対象の4施設に通常入場した場合の合算金額は大人2,570円、小人1,330円｡

7月30日まで

●ご利用方法
・お申込みは、本誌掲載のお申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、KPC事務局までFAXにてお申込みください。 
・各店舗にご予約していただいてから、KPCに人数分のチケットをお申込みください。
・チケットがないと会員料金にはなりませんので、
　お届けにかかる時間を見越して余裕をもってお申込みください。
・各店舗のチケットとご請求書をお送りいたしますのでKPCへお支払ください。
　それ以外の追加料金が発生した場合は各自その場でお支払ください。

●ご利用対象者
・会員おひとりにつき5枚まで。
・会員企業様の従業員の皆様でご利用
ください。お友達や個人的な団体で
のご利用はお断りいたします。

●ご注意事項
・店舗ごとにルールが異なりますのでご注意ください。
・456は雨天・強風により営業中止になる場合があります。
・払い戻しは基本的にいたしません。ただし、雨天・強風の影響
　による営業中止の場合を除きます。
・他の割引との併用はできません。

ビアガーデン・ホールチケット2019 ビアガーデンをお得に楽しみましょう。KPCでチケットのご準備を！

締切：9月5日㊍

京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン京都タカシマヤ 屋上アサヒビアガーデン

有効期間 ～9月8日㊐　
料　　金 男女とも 3,200円（通常3,800円）

予約専門 075-252-7869
ビアガーデン受付係
10:00～17:00

44
時間無制限飲み食べ放題

※全席禁煙、同一フロアに喫煙スペースあり

締切：9月5日㊍

都ホテル京都八条 スカイビアガーデン都ホテル京都八条 スカイビアガーデン都ホテル京都八条 スカイビアガーデン都ホテル京都八条 スカイビアガーデン

有効期間 ～9月5日㊍
※金・土・祝祭日前日は不可

料　　金 大人 3,500円（通常4,300円）
予約専門 075-661-7111

ビアガーデン係
10:00～21:00

66
120分制飲み食べ放題

※全席禁煙、喫煙コーナー用意あり

締切：9月19日㊍

スーパードライ ルネサンス 「デラックスプラン」スーパードライ ルネサンス 「デラックスプラン」スーパードライ ルネサンス 「デラックスプラン」スーパードライ ルネサンス 「デラックスプラン」

期　　間 ～9月30日㊊
料　　金 デラックスプラン（お料理7品） 4,300円（通常5,400円）
所  在  地 京都市下京区東洞院通り塩小路下ル東塩小路町849セレマビルB1F

予約専門 075-371-0985

88
120分制飲み放題

締切：9月19日㊍

スーパードライ京都 「グレードアッププラン」スーパードライ京都 「グレードアッププラン」スーパードライ京都 「グレードアッププラン」スーパードライ京都 「グレードアッププラン」

期　　間 ～9月30日㊊
料　　金 グレードアッププラン（お料理8品） 4,700円（通常5,800円）
所  在  地 京都市中京区河原町通三条下ル大黒町50

予約専門 075-221-1882

77
120分制飲み放題

締切：8月19日㊊

京都ホテルオークラ 「ビアパーティープラン」京都ホテルオークラ 「ビアパーティープラン」京都ホテルオークラ 「ビアパーティープラン」京都ホテルオークラ 「ビアパーティープラン」

期　　間 ～8月31日㊏  ※8/16㊎を除く
時　　間 17:30～21:00（最終入店20:00）

※土･日･祝は2部制17:00～、19:10～
料　　金 大人 5,500円（通常6,500円）

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

99
90分制

予約専門 075‐254‐2534

締切：9月19日㊍

京都新阪急ホテル 阪急トップビアガーデン京都京都新阪急ホテル 阪急トップビアガーデン京都京都新阪急ホテル 阪急トップビアガーデン京都京都新阪急ホテル 阪急トップビアガーデン京都

期　　間 5月17日㊎～9月23日㊊㊗  ※8/16㊎を除く
料　　金 5月 　3,000円

（通常3,700円）
7.8月 3,700円
（通常4,200円）

6月 3,100円
（通常3,900円）
9月 3,400円
（通常3,900円）

予約専門 075-343-5305
ビアガーデン予約係
12:00～21:00

55
時間無制限飲み食べ放題

飲み食べ放題

※7月8月の金・土は120分制

締切：8月29日㊍

からすま京都ホテル 「サマービアバイキング」からすま京都ホテル 「サマービアバイキング」

期　　間 7月1日㊊～9月14日㊏  ※8/16㊎を除く
時　　間 月～土18:00～21:00

（最終入店20:00／L.O.20:30）
日・祝17:30～20:30
（最終入店19:30／L.O.20:00）

料　　金 大人 4,000円（通常4,500円）

予約専門 0120‐366‐641

1010
会　　場 からすま京都ホテル3F 

宴会場 オリゾンテ 

前 売 り

120分制

締切：6月7日

飲み食べ放題

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）

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

　初めての方でもわかるように知識と経験豊富な僧侶講師が彫り方のコツ
やポイントを説明いたします。東山浄苑東本願寺最大の仏事報恩講に作品
を出品します。出来上がった仏さまを本堂にお飾りしてお参りしましょう。
●会場：東山浄苑東本願寺(京都市山科区上花山旭山町8の1)

※無料送迎バスあります。真宗本廟前(旧東本願寺)から東山浄苑まで
●日程：毎週日曜日 各日とも10:30～12:30(2時間）

8/5､19､26　9/9､16､30　10/14､21､28　11/11､18､25
●参加料金：月謝制(1か月分) KPC会員・家族 2,700円 (通常3,000円)

入会金は不要です。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。
●持ち物：念珠、筆記用具、教材(木材・彫刻刀 第1回の講義の時にお渡しします)

初回のみ教材費として別途2,000円必要になります(彫刻刀をお持ちの方は1,000円)。
ご参加を希望される方は、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。

お坊さんに習う 仏像彫刻の会 会員証提示

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　

御所南・もつ鍋専門店
京もつ鍋 兎ニモ角ニモお得な切り取りクーポン

【優待内容】1ドリンクサービス
有効期限：2019年6月30日まで
※その他割引、特典との併用はできません。

●TEL：075-606-5268
●住所：京都市中京区丸太町富小路角桝屋町337
●営業時間：17:00～23:00
●定休日：不定休
●URL：https://tonimo-kakunimo.com/

発行：KPC

　東山三十六峰を歩いてみましょう。今回は
京都観光コースとしても楽しめる初級コース
となっています。

●日程：6月2日㊐　
●集合時間：9:00
●集合場所：京都浄土寺橋

（今出川白川交差点）
●行程：約7ｋｍ　

約6時間（初級向けコース）
●装備：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等

東山36峰めぐり ④　吉田山～紫雲山～若王子山
ハイキングサークル

●今出川白川交差点▶吉田山山頂休憩
公園（121ｍ）▶三等三角点（105ｍ）▶
吉田神社▶金戒光明寺▶文珠塔（紫雲
山）▶若王子神社▶新島襄八重の墓▶
若王子山山頂（183ｍ）▶水路閣▶南禅
寺（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

久美浜メロン狩りと夕日ヶ浦温泉「佳松苑」
バスツアー

　初夏の日本海、夕日ヶ浦にて、メロン狩りを
お楽しみください。メロン1玉お土産付き。

●日程：7月7日㊐
●集合時間：8:45
●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 10,500円

一般 13,500円

取扱：京都交通社 締切：6月10日

●京都駅（9:00）▶京都縦貫道（休／京
丹波味夢の里）▶久美浜メロン狩り▶夕
日ヶ浦温泉「佳松苑」（12:00）、食後30
分間メロン食べ放題▶入浴可14:00▶
かにはん（お買い物）▶（休／海の京都
宮津）▶（休／京丹波味夢の里）▶京都
駅（18:00頃）

コース

　店内には懐かしの駄菓子が100種類！漫画
あり、コスプレ用衣装あり！お一人様・カップル
の方に人気のカウンター席や気さくな集まり
に人気の個室もあり、使い勝手は抜群です。 

　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「三条京
阪駅」徒歩3分、「河原町駅」徒歩6分ほどに
ある「駄菓子食べ放題！駄菓子バー A-55 
京都四条河原町店」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

放課後駄菓子バー A-55 京都四条河原町店

【特典】期間限定特典
ブタメンor あげぱんプレゼント
（来店者様全員）

075-746-6615

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.41

●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   月～木：18:00～翌1:00　金、祝前日：18:00～翌5:00
　　　　　土：14:00～翌5:00　日、祝日：14:00～翌1:00

店舗情報 京都市中京区山崎町258‐23 原正ビル2F

※お申込みはKPC事務局まで。料金は旅行会社に直接お支払いください。
　お振込みは手数料がかかります。コンビニ払いはございません。

切り取り線

切り取り線






