
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　405号室　

TEL●075-361-1100　FAX●075-361-1101
営業時間●月～金　9:00～17:15　休業日●土曜・日曜・祝日

発行●公益財団法人
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 ２０１９年２月２５日より移転いたしました。

京都名所　フォト・レッスン6
プロの写真家と巡る

三脚・一脚はご使用いただけません。少雨開催・荒天中止いたします。

※講師料、拝観料、撮影貸切料金含む。

備　考

20名(最少催行10名　定数を超えた場合は抽選)定　数

会員・家族　3,500円　会員外　6,500円料　金

10月23日　お申込みはKPC事務局まで申込締切日

8時～11時11月10日㊐日　時

臨済宗大本山天龍寺塔頭　大亀山　宝厳院
京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町36
www.hogonin.jp/

会　場

 ８：００ 集合・講師の簡単なアドバイス
 ８：１０ 撮影開始（撮影時間は１時間３０分）
 ９：４０ 講評会開始（書院にて）
 １１：００ 終了・完全撤収

スケジュール

写真:水野秀比古

デジタルカメラの方は後半に行う講評会にご参加いただけます。撮影データを読み
込みますので、CFカード・SDカード等メディアは空にしてご参加ください。

一眼レフカメラ(ミラーレス可、スマホは不可)ご 準 備

水野秀比古講　師

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

令和元年
優良従業員表彰式及び会員の集い
11月22日㊎ ANAクラウンプラザホテル京都

答えて当てよういいとこクイズ！

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

嵐山・天龍寺。これから紅葉が色づく名所です。今回は開門前の塔頭宝厳院にて、通常非公開の回遊式山水庭園 
「獅子吼（ししく）の庭」を撮影させていただき、庭園を一望できる通常非公開の書院にて講評会を行います。

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.12710
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四
条

室
町
通

東
洞
院
通

地
下
鉄
烏
丸
線

烏丸

阪急京都線

錦小路通

京都
経済センター

綾小路通

仏光寺通
烏
丸
通

からすま
京都ホテル



200名定 員

・表彰対象の申請は終了しております。
・表彰対象者の方は推薦にて決定し、 ご参加案内を別途お送りいたします。
・第２部・会員の集いからご参加いただけます。お申込み用紙に必要事項を
 ご記入のうえKPC事務局までお申込みください。
・事業所内で表彰対象者がいらっしゃる場合は、同席になります。

ご 注 意

11月8日（金） 申込締切日

企業主 10,000円　
表彰者・会員（表彰対象外の方） 5,000円
※ご飲食料金、アトラクション参加料金を含みます。

参加料金

公益財団法人京都中小企業振興センターにご加入の優良従業員の皆様方の
表彰式及び会員の集いを下記の要領で行います。

会員の集いでは、表彰対象外の会員の方にもご参加いただけます。
ステージや抽選会もありますのでお申込みお待ちしております。

会場●ANAクラウンプラザホテル京都
　　  （京都市中京区堀川通二条城前）

第1部　表彰式　17：00～
　　　　京都府知事表彰（勤続25年以上）
　　　　京都市長表彰（勤続20年以上）
　　　　京都商工会議所会頭表彰（勤続15年以上）
　　　　センター理事長表彰（勤続25年以上・20年以上・15年以上）

第2部　会員の集い（懇親パーティー）　18：00～20：00 
　　　　フルコースのお料理をお楽しみください
　　　　アトラクション
　　　　安田旺司　オペラティックステージ
　　　　豪華賞品が当たる！ラッキーカード抽選会

実
施
内
容

今年のパーティーに
華を添えていただける
アーティスト

イタリア国立ローマサンタ・チェチー
リア音楽院声楽科卒業。1995～
2005年イタリア・ローマにて研鑽を
積む。2011年度岐阜国際音楽祭コ
ンクール声楽部門第1位。第9回日本クラシック音楽コンクール全国大会
入選。イタリアのヴィテルボ・バロック音楽祭にてオペラ「キリストの受難」
司祭カイファ役でオペラデビュー後、「ラ・ボエーム」、「蝶々夫人」、「椿姫」
などイタリア各地でオペラやコンサートに出演。2006年より2011年3月
まで滋賀県芸術劇場専属のびわ湖ホール声楽アンサンブル正規メンバー
として在籍。関西を中心に多くのオペラや演奏会に出演。関西現代音楽交
流協会演奏家会員。びわ湖ホール声楽アンサンブル・ソロ登録メンバー。

安田旺司 やすだおうじ

優良従業員
表彰式
及び

会員の集い

KPC
主催

17:00～20:00日時●11/22（金）



アクティブな秋を楽しもう！

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

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
10月6日㊐

●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

・各賞品は抽選のうえ当選者にお送りいたします。
・皆様からのご意見は今後の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

Q 戦国武将・豊臣秀吉の歯
を所蔵している神社は
何という神社でしょう？ 

Panasonic 
pocket Doltz
（電動歯ブラシ）

No.1

No.2
伏見の清酒まつり
in大手筋商店街2019
前売券

各色
3名様

西陣織
親子がま口
※柄はおまかせください。

ＱＵＯカード
500円分

No.8

T・ジョイ京都　
映画観賞券

No.7

寺子屋もちやき
煎餅詰め合わせセット

（1,000円分のお酒券と
オリジナルお猪口つき）
11月16日（土）第1部
14:00~15:20
（30分前の13:30より
受付開始）

ローズガーデン10g
プラタナスの風7g
花の庭7g
※3種×5袋入り

No.3

No.4

No.5

20組
40名様

ガーデンミュージアム比叡　
ハーブティー

5組
10名様

インド料理
ケララ ランチ券
（おひとり様）

No.6 2名様

200名様

10名様

爽やかな季節がやってきました！　
「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」では、

アウトドアを楽しむメニューを準備しております。ぜひご利用ください。

会社のみんなで分けてね

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

1 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

2 会員番号・パスワードを
入力してログイン

3 メニューカテゴリーより
「ゴルフ」や「あそぶ」を選択
4

ロ
グ
イ
ン

㊟

㊟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。　　　

〈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。

一般ビジター料金(ご予約申込時料金)より、
お一人様「平日500円」「土日祝1,500円」割引

（会員様と同行者全員何度でも割引！）

リソルグループ及び運営提携ゴルフ場で利用可能！
リソルゴルフ専用商品券

会員限定クーポン

〈おすすめ〉　
・水圧で空を飛ぶフライ　　
　ボード体験
・赤目渓谷源流冒険ツアー
・和菓子作り体験教室
　「甘春堂 東店」　　など

京都府・奈良県・三重県
の県境にある、アクセス
の良いキャンプ場。

アクティビティジャパン OKオートキャンプ場
メニューNo.751145 メニューNo.750632

あそぶ あそぶ

日本全国、約14,000件の「遊び」「アクティビティ
体験」を掲載する日本最大級のWEBサイト！

おいしい空気と元気な仲間とかわいい馬
たちが待っています。

ご予約の総額から
3%割引

オートキャンプ   （1泊・1サイトにつき)
バンガロー      （1泊・1サイトにつき)

基本利用料金の10%割引

(2019年7月現在）

★対象ゴルフ場のページより、
　クーポン券をプリントアウトして
　当日ご持参ください。 ※ご利用対象施設は予告なく変更になる場合がございます。

●作州武蔵カントリー倶楽部【№003304】 ●相生カントリー倶楽部
【№002818】 ●瀬戸内ゴルフリゾート【№003401】 ●唐津ゴルフ倶楽部
【№004102】 ●岡崎カントリー倶楽部【№002306】 ●大熱海国際ゴルフクラブ
【№002206・02214】●真名カトリークラブ【№001205・001206】●北武蔵
カントリークラブ【№001101】 ●スパ＆ゴルフリゾート久慈/ゴルフコース
【№000808】 ●益子カントリー倶楽部【№000919】 ●南栃木ゴルフ倶楽
部【№000922】 ●伊香保ゴルフ倶楽部(運営提携ゴルフ場)【№001011】

■ご利用可能ゴルフ場

10名様

10名様

※カラーはおまかせください。



　ひらかたパークは、各種アトラクションやイベントのほか、夏は
プールなど、小さなお子さまから大人まで一年中楽しめるテー
マパークです。
▶有効期限：9月7日㊏～12月1日㊐
※期間中は休園日がございます。休園日および営業時間につきましては、
ひらかたパークホームページでご確認ください。
http://www.hirakatapark.co.jp/
※イベントホール催事は別料金がかかります。

9 宝塚歌劇 雪組公演

S席 （通常8,800円）8,300円

全席指定 （通常3,000円）2,000円

▶日時：2020年
1月  9日㊍ 11:00　1月12日㊐ 11:00
1月17日㊎ 13:00　1月18日㊏ 11:00

▶会場：宝塚大劇場　▶定数：各30枚

©宝塚歌劇団
Photographer LESLIE KEE（SIGNO）

主演の望海風斗（上）、真彩希帆

仮名手本忠臣蔵　八段目　道行旅路の嫁入

3

5

7

全席指定 （通常6,300円）4,300円

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）

森山良子コンサートツアー 2020 
～Prime Songs～

2京都ハンナリーズ 自由席

11月文楽公演

1

6 クアルトナル クリスマスコンサート4

（通常6,800円）6,000円全席指定

（通常7,500円）6,500円S席

　透明感に満ちた声
と抜群の歌唱力、名実
ともに日本のトップ
アーティスト森山良子！
▶日時：2020年

1月18日㊏ 16:00
▶会場：文化パルク城陽

プラムホール　
▶定数：20枚

締切：10月7日

締切：10月7日

締切：10月10日

締切：10月5日

締切：10月9日

※3歳以下入場不可、4歳以上有料
※演奏は特別録音音源を使用

　出演者の「QUARTONAL（クアルトナル）」は
全員がドイツ生まれのア・カペラ男声ユニット。
これまでにヨーロッパからアジアにいたるま
で、ワールドワイドに演奏活動を繰り広げてい
る彼らが、2019年ついに日本初上陸します。
▶日時：12月21日㊏ 14:00開演

▶会場：京都コンサートホール
アンサンブルホールムラタ

▶定数：20枚

8

B席 （通常4,000円）3,600円

　子どもたちが
口ずさめる曲の
数々とともにコ
ンサート終了後
の楽器体験など

家族そろって楽しんでいただける公演です。
［演奏］京都フィルハーモニー室内合奏団
▶日時：12月21日㊏ 11:00開演
▶会場：八幡市文化センター 大ホール
▶定数：各10枚　※子ども料金は3歳以上中学生以下

　日本を代表するバレエ団・東京バレエ団と京響の夢のコラボ
レーションが実現！新演出の「くるみ割り人形」。バレエの魅力を
オーケストラのサウンドとともにご堪能ください。
[指揮]井田勝大
[管弦楽]京都市交響楽団
[出演]東京バレエ団
▶日時：12月22日㊐ 14:00開演
▶会場：ロームシアター京都 メインホール
▶定数：20枚

ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・バレエ　　
～レオニード・ヤコブソン・バレエ～「眠れる森の美女」

東京バレエ団×京都市交響楽団 クリスマススペシャル
バレエ「くるみ割り人形」＜全幕＞

京フィルクリスマスコンサート2019
サンタウサギのおんがくかい

　パリ･オペラ座のエトワールとして活躍してきた
J.G.バールが、振り付けた新作｢眠りの森の美女
｣。ウィーン･フィルのニューイヤー･コンサートを
振り付けたことでも知られるバールがどんな魔法
を見せてくれるか、大いに期待が高まります。
［出演］ロシア国立サンクトペテルブルグ・アカデミー・
バレエ（芸術監督：アンドリアン・ファジェーエフ）
▶日時：12月24日㊋ 18:00開演
　※公演時間：約3時間15分（休憩2回含む）

▶会場：ロームシアター京都 メインホール
▶定数：20枚

　B1リーグ2019-20シーズンも、西地区優勝、
Bリーグチャンピオンを目指す京都ハンナリーズ
の応援に行こう！
▶日時：10月23日㊌以降のシーズンホームゲーム
　※2020年以降の日程はホームページにて確認してください。
　https://hannaryz.jp/
▶定数：各ゲーム10枚
　※試合日指定のチケットが必要です。
　※島津アリーナのゲームは対象外です。

1 関西サイクルスポーツセンター 炭火BBQセットプラン2

　野外でのBBQに「きのこごはん」、お土産も
ついて、1日のんびり過ごせる観光農園です。
▶有効期間：Cコース 柿＋みかん狩り

10月中旬~12月1日㊐まで
▶場所：みどり農園
　営業時間：10:00～17:00頃　期間中無休
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用に
　なる旨伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了
　する場合があります。

11月28日まで

12月2日まで

ひらかたパーク 秋シーズン 入園+フリーパス

みどり農園 野外BBQ+きのこごはん+お土産付 京都温泉 日帰り温泉プラン3 4
2歳～未就学児 （通常2,600円）2,000円

（通常3,800円）3,000円小学生

（通常4,400円）3,500円大人（中学生）

シルバー（60才）
※要年齢証明書 （通常3,700円）2,800円

（通常4,500円）3,400円大人（中学生以上）

入場料＋フリーパス+炭火BBQ（食材1人前）付き

子どもB（3歳～小学生）
※身長110cm未満 （通常3,400円）2,500円

（通常4,200円）3,000円子どもＡ（3歳～小学生）
※身長110cm以上

（通常1,500円）1,100円全席自由 大人

（通常　800円）500円子ども

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）

▶有効期限：～11月30日㊏
▶会場：関西サイクルスポーツセンター
営業時間：[平日]10:00～17:00　

[土日祝]9:30～17:00（季節により変動あり）
定休日：火曜日（10/22は営業）

■お問い合わせ・営業時間の確認
関西サイクルスポーツセンター　TEL:0721-54-3101
www.kcsc.or.jp/
大阪府河内長野市天野町1304　

■お問い合わせ・ご予約先
京都府綴喜郡井手町多賀小払1　
TEL:0774-82-2654　駐車場80台無料

■お問い合わせ・ご予約先
京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
TEL:075-361-8108

11月21日まで

2020年3月19日まで

小中高 （通常1,200円）300円
大人 （通常2,800円）1,000円

●三段池公園総合体育館で開催のゲーム
1Fゴール裏自由席

小中高 （通常1,200円）300円
大人 （通常2,800円）1,200円

●ハンナリーズアリーナで開催のゲーム

（通常6,500円）5,500円S席

「ローマの休日」全編上映ライブコンサート ～ローマ・イタリア管弦楽団～
　当時新人だったオードリー･ヘップバーン
をアカデミー賞最優秀主演女優賞に導いた
本作。見るものの感性を刺激するオーリック
の音の世界と、オードリーがスクリーンに輝く
名作映画を、｢ローマ･イタリア管弦楽団｣の
生演奏でお楽しみください。
［出演］ローマ・イタリア管弦楽団
［指揮］ニコラ・マラスコ
▶日時：2020年1月21日㊋ 19:00開演
▶会場：京都コンサートホール 大ホール
▶定数：20枚　
※日本語字幕付き　※公演時間 2時間15分予定（休憩含む）
※未就学児童入場不可

［第1部］11:00開演
近松門左衛門 作　心中天網島
北新地河庄の段/天満紙屋内の段/大和屋の段/道行名
残の橋づくし
［第2部］16:00開演
通し狂言 仮名手本忠臣蔵　八段目 道行旅路の嫁入
九段目 雪転しの段/山科閑居の段　十段目 天川屋の段
十一段目 花水橋引揚より光明寺焼香の段
※演目入替なし　※全公演「字幕表示」あり
▶日時：11月  4日㊊㊡ 11:00/16:00

11月19日㊋    11:00　
11月22日㊎    16:00

▶会場：国立文楽劇場　▶定数：各10枚

締切：10月10日

締切：10月10日

締切：10月10日

締切：10月10日

ミュージカル『ONCE UPON 
A TIME IN AMERICA』

イン アメリカ

ワンス アポン

ア タイム

Based on the motion picture Once Upon 
a Time in America (courtesy of New 
Regency Productions, Inc.) and the novel 
The Hoods written by Harry Grey.
脚本・演出／小池 修一郎

小人（小学生） （当日3,240円）2,000円
（当日3,780円）2,900円大人

栄寿庵御膳 （通常5,700円）5,200円
（通常4,700円）4,200円野点

　京都駅前初、地下910ｍから汲みあげる自家源泉の湯を備えた
和のホテル「京湯元 ハトヤ瑞鳳閣」にて温泉（炭酸水素塩温泉）と
お食事をお楽しみいただけるプランです。男湯、女湯ともに半露
天風呂があり、大パノラマの眺望をお楽しみいただけます。
▶有効期間：10月1日㊋～2020年3月31日㊋
▶場所：京湯元 ハトヤ瑞鳳閣
営業時間：11:30～　レストラン「栄寿庵」にて昼食

12:30～　「京都温泉」にて入浴
※入浴後カフェタイム・オリジナル入浴剤プレゼント。
※施設点検等で使用不可となる日がありますので、事前に確認とご予約を
　お願いいたします。

日程 対戦相手 会場 時間
10/23㊌
10/26㊏
10/27㊐
11/9㊏
11/10㊐
12/7㊏
12/8㊐
12/25㊌

島根スサノオマジック

新潟アルビレックス BB

秋田ノーザンハピネッツ

大阪エヴェッサ

ハンナリーズアリーナ

福知山三段池公園総合体育館

ハンナリーズアリーナ

ハンナリーズアリーナ

19:05
14:05
14:05
18:05
14:05
18:05
14:05
19:05

※諸税込み



[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・LINE Pay請求書払い
（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

●ご利用方法
ジョルダンパスポート
マーク付きの
KPC会員証を
ご提示ください。

ケララ 【特典】10％OFF ※ディナーに限る

075-251-0141

営業時間   11:30～15:00
　　　　　17:00～22:00

店舗情報 京都市中京区河原町三条上ル 
KUSビル2F

　インドを思わせるような店内で、伝統的
な南インド料理の理念に基づいた、お野菜
が豊富であっさりと食べやすいヘルシー
なインド料理を食べることができます。
KPC会員特典として、10％OFFで利用で
きます！

　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
「地下鉄東西線 京都市役所前駅」徒歩2
分、インド料理の「ケララ」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

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.44

東山36峰めぐり ⑦
ハイキングサークル

　東山36峰の第31峰阿弥陀ヶ峰から第
32峰今熊野山、第33峰泉山、第34峰恵
日山、第35峰光明峰をめぐり、仲恭天皇
陵を経て東福寺に至ります。
●日程：10月20日㊐
●集合時間：9:00
●集合場所：JR東福寺駅 

京阪東福寺駅南出口前
●全行程：約8km

約4.5時間（一般向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋

●東福寺駅▶新熊野神社▶東山七条▶豊国廟参
道▶新日吉神社▶登山口▶阿弥陀ヶ峰（192m）
／豊国廟▶トレイル▶今熊野山（187ｍ）▶トレイ
ル▶泉涌寺▶孝明天皇陵／泉山（172m）▶トレ
イル▶光明峰（125m）▶恵日山（192m）▶滑り
石街道分岐▶絵具谷▶トレイル▶仲恭天皇陵▶
東福寺▶JR、京阪東福寺駅（15：30解散予定）

コース

初めてご参加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
info@kpc.or.jp

byおけいこごと補助金
店舗にて専用のQRコードを読み込んでいただくと補助申請がKPCに
届きますので、書類での申請・申込は不要。下記2店舗が対象です。

FUSHIMITTO
ボルダリング 〈60分フリープラン〉

500円ずつ5回分
（合計2,500円分まで）
補助します。

京都市伏見区竹田青池町135
TEL：075-606-1170　　

京都市中京区占出山町320 3階
TEL：075-213-0773　

※ご利用日時の予約が必要。

※ご利用日時の予約が必要。　
※KPC会員証提示だけでは
　対象になりません。

3回分を4,000円にて
購入いただけます。

TERASU kyoto yoga studio
3回分体験チケット

●ご利用方法等詳細は
　こちらから
http://www.kpc.or.jp/categor
y/gic_passport/okeiko/

会員無料

●GICパスポートのご登録方法
初めての方は登録が必要です。いいとこクイズ
の申込等ですでに「GICパスポート」にご登録
いただいた方は、新しくご登録の必要はありま
せん。詳しくはKPCホームページで。

http://www.kpc.or.jp
/gicpassport_kpc/

深草ゴルフ友の会　　  ＆　　  会員募集！！
自然がいっぱい、気分爽快

新規 更新

●利用方法：専用の申込書でKPCまでお申込ください。
　ご登録完了後、深草ゴルフより手続き完了通知が
　送られます。

●対象：KPC会員本人　
●定数：100名
●有効期間：令和2年11月末まで

友の会 会費5500円をKPCが負担いたします。
友の会にご入会いただけますと・・・

毎回のご利用料金(入場料やボール代)がお得になります！

申込締切日は10月10日木

深草ゴルフ 京都市山科区勧修寺南大日町１６２
TEL：075-571-3696
営業時間：早朝7時より深夜0時まで

切り取り線






