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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。

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

京都レストランウインタースペシャル 2020 補助券

3つの福利厚生メニュー 登録キャンペーン

京都ええ店食べある記

ハイキングサークル

臨時のオトク情報   お知らせします。な
ど @tfq2665hはじめました。

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.1301
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2020年 2月1日土～29日土

締　切 1月21日火

定　数 1,000枚（お申込み多数の場合は抽選)

補助金額 会員おひとり2,000円（1,000円×2枚）まで

※今回は、スマホ補助券の設定はございません
※提出時の枚数制限はありません
※お釣りは出ません
※ウインタースペシャル以外のメニューにはご利用いただけません
※ご予約は各店舗に直接お願いいたします
　（予約をお受けにならない店舗もあります）

主催:京都市、京都レストランスペシャル実行委員会（京都国際観光レストラン協会、京都商工会議所、京都市観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー）

今回で開催11回目を迎える冬の恒例グルメイベント「京都レストランウインタースペシャル」。

老舗料亭の料理から蕎麦やうなぎ、寿司、イタリア料理やフランス料理を代表とする洋食、京都人がこよなく愛する肉料理、

さらにはイノベーティブと称される斬新な料理、甘味処・スイーツに至るまで、多種多様な人気店204店舗が、

2月1日からの1か月間、冬の京都の食材を活かした特別感のあるメニューをわかりやすい価格でご提供します。

KPC会員の方は補助券が利用できます。ぜひこの機会に名店の味を体験してください。

2020ウインタースペシャルウインタースペシャル
補助券京都レストラン

◀対象店鋪とメニューはこちらから
　ご覧ください。
　https://krws.kyoto.travel

下記のいずれかの価格で特別メニューをご提供
2,500円／3,500円／5,000円／7,500円／
10,000円／12,000円／15,000円
※メニュー構成は各店で決定　※料金は店舗ごとに異なります　※税サービス料込
※甘味・スイーツの店舗は、すべて1,500円となります

有効期間

精算時に提出してください利用方法

お申込みはこちらから▶ http://www.kpc.or.jp/fs/membershop/kyoto-winterspecial_2020
事前にユーザ登録が必要です。右ページのキャンペーンをご利用いただきますとユーザ登録も完了いたします。



❶ kpc@posh.jp　　　　　に空メールを送信してください。 

❷ 返信されたメール記載のURLにアクセスし、フォームに必要項目を記入の上、登録してください。
❸手続き終了のメールが届きますので、そのメールに記載のURLから賞品を選択してください。
※上記のWEBメニューをご利用いただくまでに時間がかかります。開始できるようになりましたらメールでお知らせいたします。
※すでにご利用されている方も上記の手順で賞品選択サイトにアクセスしてください。

関西サイクル
スポーツセンター

入場招待券3/8日まで有効

KPC会員ご本人で、スマートフォンをお持ちの方

KPCの福利厚生メニューをご覧いただくには、インターネットを経由した下記の3種類の
WEBメニューにご登録いただくのがベストです。どのサービスもご利用前に登録が必要なので、
このキャンペーンを利用してスタートしてください。簡単なアンケートにお答えいただいた後、

KPC事務局側にて一括して登録を行います。KPC会員証とスマホを用意してお手続きしてください。

福利厚生メニューをご覧いただくには インターネットを経由した下記の3種

インターネットで
ご利用いただける

3つの福利厚生メニュー
登録キャンペーン

インターネットで
ご利用いただける

3つの福利厚生メニュー
登録キャンペーン

リソルポイント
10,000円分

ライフサポート倶楽部

山よし
2人前（宅配便）

京都焼肉 弘
2人前相当
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50組様 貼るホッカイロ
60個入り事券
貼る貼 ホ
6010名様

QUOカード
500円分500円分

204名様

一休.com
レストラン
1,000円

クーポンコード
※2020/7/31まで
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1,000円
クーポンコード
※2020/7/0/7/31まで

100名様

ペア

3組様

ペア

5組様

うぇぶ
チケットやイベントの発注がKPC
ホームページからできます。

リゾートや各種割引になる福利厚生メ
ニューを、約20,000点ご用意しています。

スマートフォンを使用したイベントへ
の参加や補助金申請ができます。

対　象
登録先

登録方法

亀屋良長
新春菓詰合せ

ル
ター
で有効

亀
新春10名様

●備考 ◎GICパスポートのご利用は、最初にログインしていただいた時にアイコンの登録が必要です。
◎賞品の応募は、3つのメニューへの登録が条件です。
◎このキャンペーンは、FAXでの受付はございません。送付されましても無効とさせていただきます。

●応募期間：2020年1月20日月まで（賞品を選択できるサイトの有効期間）
●賞品の当選：KPC事務局による厳正な抽選のうえ、当選発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
※賞品はご登録の企業所在地に発送いたします（2月下旬予定）　※生鮮食品は店舗より直送いたします。 
※リソルポイントは、宿泊ご利用時に１ポイント＝1円で精算にご利用いただけます。ただし有効期間があります。 
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山崎まさよし YAMAZAKI MASAYOSHI CONCERT TOUR 2020
HALL TOUR 2017 “The Life I Live”以来、3年ぶりとなるバンド
ツアーの開催が決定！New Album「Quarter Note」のリリース
や、14年ぶりに長編主演を務めた映画「影踏み」の全国公開
など、世間の話題を集めている山崎まさよし。デビュー四半
世紀に突入し、今もなお進化し続ける山崎まさよしがお届け
するライブパフォーマンスを、ぜひ体感していただきたい。

全席指定（各公演同一料金） （通常6,600円）6,600円

▶日時：❶2020年2月16日㊐17:30
▶会場：神戸国際会館こくさいホール

▶日時：❷3月14日㊏17:30
▶会場：オリックス劇場

※小学生以上はチケットが必要になります
※未就学児童のご入場は同行の保護者の方の座席
の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないよう
にご覧いただくことを大前提とさせていただきます

締切：2020年1月7日

締切：2020年1月8日

（通常 1,500円）　1,300円全席指定 親子ペア

（通常 700円）600円全席指定 3歳～高校生

（通常 1,200円）　1,000円全席指定 一般

親子で楽しむ！
0歳からのコンサート～弦楽四重奏～

▶日時：2020年3月20日㊎㊗14:00
▶会場：文化パルク城陽 ふれあいホール
▶定数：各20枚

締切：2020年1月14日

昨年も大好評の子供も大人も楽しめるコン
サートです！静かに音楽を聞いたり、みんなで
歌ったり、踊ったり、手持ちの楽器を使って一
緒に演奏できます！

最長滑走距離5,800m！3つのマウンテンパークに多彩な12コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）をリフト券売り場でお支払いください。
※2歳以下無料。

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。 
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。 
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの
　補償金500円を別途お預かりいたします。お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。 
※お食事券は、3スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます（当日限り）。 
※年末年始（12/30～1/3）は、土休日料金となります。
※子供料金は中学生以下です。子供料金は、現地にてリフト1日券2,100円です。 
※ダイナランド毎週水曜日女性リフト無料（1/1除く、ダイナランドエリアのみ）。

土休日は1,000円分のお食事券付！ とにかくスケールのデカさが
魅力の高鷲スノーパークと、西日本最大級の変化に富んだ17コース
のダイナランドの共通リフト券。

大人（中学生以上）  2,900円（通常4,800円）
子供（小学生） 2,200円（通常3,200円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク 
リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  3,000円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券1,000円分付） 4,500円（通常5,900円）

利用料金

大人 3,300円（通常4,200円）
シニア60才以上 2,600円（通常3,500円）
18歳以下 2,400円（通常3,300円）
幼児（3歳以上の未就学児） 600円（通常1,500円）

平日

大人 3,800円（通常5,000円）
シニア60才以上 2,800円（通常4,000円）
18歳以下 2,600円（通常3,800円）
幼児（3歳以上の未就学児） 800円（通常2,000円）

土休日・
年末年始

利用料金

※ハチ北高原スキー場、ハチ北観光協会加盟宿泊施設で使える宿泊補助券2,000円分を
　配布いたします。ご希望の方は、チケットお申込み時にお書き添えください。
※「リゾートヴィラハチ北」は宿泊補助券は使用できませんが、会員証割引（大人1,100円/
　子供770円Off）があります。他詳細はお問い合わせください。

滋賀県高島市今津町日置前
※ゴンドラは1往復のみのご利用です（駐車場からゲレンデまでの連絡用）。
※2歳以下のゴンドラ料金は無料です。
※年末年始は12/29～1/3です。

所 在 地

兵庫県養父市ハチ高原・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹所 在 地

利用料金 全日／大人 3,500円（通常4,500円）
  2,000円（通常3,000円）
全日／シニア60歳以上 2,800円（通常3,800円）
全日／子供
（4歳～小学6年生）

【取扱いのご注意】 ●チケットは引換券ですので所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください ●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です ●ご利用枚数制限：会員お一人につき5枚まで ●PTAや子供会など
親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします ●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認の上お申込みください

販売期間：2020年3月17日火
天候状況により延長あり

利用期限：スキー場営業終了まで

11 スキージャム勝山 リフト1日券

全長4kmのロングコースのスノーパーク、子供も楽しいキッズパーク。
333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

スキー場リフト 
1日券のあっ旋
スキー場リフト 
1日券のあっ旋

2019
～2020
2019
～2020

岐阜県郡上市高鷲町西洞所 在 地

6 宝塚歌劇 花組公演

（通常8,800円）8,300円S席

締切：2020年1月7日
▶日時：2020年 
 3月 24日㊋11:00
 4月 5日㊐11:00
 4月 13日㊊13:00
 4月 18日㊏11:00

ミュージカル浪漫
『はいからさんが通る』

▶定数：各20枚

2 阿部真央 らいぶNo.9
約2年振りのオリジナルアルバム「まだいけます」が
発売決定した阿部真央。ホールツアー公演が決定！！

全席指定（各公演同一料金） （通常6,200円）6,200円

▶日時：❶2020年3月20日㊎㊗18:00
 ❷3月21日㊏17:00
▶会場：オリックス劇場
▶日時：❸5月9日㊏18:00
▶会場：神戸国際会館こくさいホール

※未就学児童のご入場はできません　※小学生以上はチケットが必要になります

締切：2020年1月7日▶定数：各20枚

※3歳以上有料、2歳以下ひざ上無料。
お席が必要な場合は有料

3 錦織 健 リサイタル 2020

※未就学児童入場不可

[出演]錦織 健（テノール）/
朝川朋之（ハープ/ピアノ/編曲）
[プログラム]カッチーニ：アヴェ・
マリア/麗しのアマリッリ、
宮沢和史：島唄　ほか

S席 （通常4,800円）4,000円

©大八木宏武(都恋堂）

▶日時：2020年4月25日㊏
  14:00開演
▶会場：京都コンサートホール
  大ホール
▶定数：２０枚

締切：2020年1月8日

4 村治佳織 ギター・リサイタル 2020

※未就学児童入場不可

[主な演奏予定曲]○オリジナル・
ギター名曲選 タレガ：アルハンブラ
の思い出ほか ○自作自演＆編曲の
楽しみ 村治佳織：バガモヨ～タンザ
ニアにて～/ヘンリー・マンシーニ
（村治佳織編）：映画「ティファニーで
朝食を」より ムーン・リバーほか

全席指定 （通常5,000円）4,000円

©Ayako Yamamoto

▶日時：2020年6月20日㊏14:00
▶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

原作／大和 和紀「はいからさんが通る」
（講談社KCDXデザート）ⓒ大和 和紀／講談社
脚本・演出／小柳 奈穂子
抽選が予想されます。
お申込みはおひとり2枚まで。

主演の柚香 光（右） 華 優希
Ⓒ宝塚歌劇団

▶会場：宝塚大劇場 ▶定数：各30枚

1 〈昼食券〉 2 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」

　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。外光差し込む開放感ある店内で、ゆっ
たりとランチタイムをお過ごしください。

〈ランチ券〉

▶有効期限：2020年1月4日㊏～2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 （通常2,670円）1,500円おひとり

ワンドリンク付き（通常2,981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」
　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。

▶有効期限：2020年1月4日㊏～2月29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11:30～15:00（L.O.14:30）※要予約
■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-371-0140（直通）

2020年2月19日まで 2020年2月19日まで

▶有効期限：12月13日㊎～2020年3月22日㊐（スキー営業終了まで）
▶営業時間：8:30～17:00、ただし週末および12月は変動あり。
 詳しくはホームページをご確認ください。

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・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。

肉バル大樹

【特典】10％OFF
075-371-1119

営業時間 【月～土】11:00～14:30（L.O.14:00）、17:00～23:00（L.O.22:00）
 【日・祝】17:00～23:00（L.O.22:00）

店舗情報 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

 ステーキとワインをお値打ちに楽しめる
肉バルのランチは850円～。日替わり、
カレー、ハンバーグ、ステーキ等8種類！
夜は、肉料理はもちろん、イタリアンバル
メニューもあるので、ちょっと一杯気軽に
お立ち寄りください！

　京都出身のダンスシンガーソング
ライターのFujikoさん。記念すべき
KPC会員特約店「食べ歩きレポート」
第1回目。今回は「地下鉄四条駅」徒歩
4分、流行りの「肉バル大樹」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.46

令和2年1月例会  双ヶ岡～御室仁和寺～龍安寺
ハイキングサークル

　令和最初の新年は世界遺産の御室仁和寺から
龍安寺へと続く静かな裏山を歩きます。

●日程：2020年1月5日㊐
●集合時間：9:00
●集合場所：JR嵯峨野線「花園」駅前
●全行程：約7km

約3.5時間（一般向けコース）

●装備：弁当・水筒・雨具・軽登山靴・軍手等
●備考：解散のあと、有志による新年会あり。

初めての方はKPC事務所にご連絡ください。
お問合せは
こちらまで

075-361-1100
info@kpc.or.jp

●JR花園駅出発▶双ヶ岡（三の岡・二
の岡・一の岡）▶御室仁和寺（二王門・
五重塔・金堂）▶八十八ヶ所（１番札
所）▶宇多天皇陵▶円融天皇火葬塚
▶一条天皇陵・堀川天皇陵▶龍安寺
▶立命館大学前（12:30解散予定）

コース

　自分の印象を上げる写真を撮影しませんか。
お仕事用の名刺に入れるプロフィール写真や、
免許証用の写真の撮影。ヘアセットやメイクな
どもご相談ください。
●優待内容：お仕事用プロフィール写真・証明写真・

家族写真（記念撮影）10％OFF
●方法：ホームページの予約メールもしくはお電話にて

あらかじめご予約のうえ、
KPC会員証を提示してください。

●対象：会員本人と家族

KYOTO MAKE UP STUDIO
LOODY 会員証提示

バスツアー
和歌山県

イチゴ狩り食べ放題と紀州鯛づくし膳、
花摘み体験に紀州海南雛めぐり

●日程：２月１６日㊐　●集合時間：８：２０
●集合場所：京都駅八条口
●定数：４５名（最少催行人数15名）
●料金：会員家族 8,500円　一般 １０，５００円

小学生 １，０００円引

　フルーツ王国の和歌山県へ。美味しいイ
チゴを食べ放題でお楽しみください♪昼食
は紀州鯛を使用した鯛づくし膳をご用意！ス
ターチスの花摘み体験を楽しんだり、海南で
は街中に点在するお雛様めぐりや圧巻の千
体雛観賞をお楽しみください。

取扱旅行社:
アルファトラベル株式会社

●京都駅（８：３０）▶海南（雛めぐりと千体雛観
賞）▶御坊（昼食・お買物）▶日高（スターチス
の花摘み体験）▶いちご狩り（時間内食べ放
題）▶京都駅（１８：３０頃帰着予定）

コース

所在地：〒600-8433 京都市下京区高辻通室町西入る繁昌町300-1 カノン室町307

075-757-6124　URL：https://kyoto-loody.com/
お問合せ・
ご予約

2020.3.31　まで

がん遺伝子検査がん遺伝子検査
大阪大学医学部の研究成果を基に開発

金 火2019.11.1
キャンペーン特別価格にて販売中！

唾液をとるだけ！採血いらず
測定遺伝子 100種以上
がん 男性12種/女性14種

詳しく解説！

予防法について

がんのリスクや

キャンペーン販売 QRコード

締切：2020年1月20日
お申込はKPCまで。料金のお支払いは旅行会社にお願いいたします。
手数料不要のコンビニ払い用紙をお送りいたします。

切り取り線




