
京和菓子づくり体験教室
2月29日㊏ 亀屋良長 本店

小川珈琲本店のコーヒー教室
3月14日㊏ 小川珈琲京都本社

会員美味交流会ワールドツアー
2月20日㊍

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

市民サイクリング

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。

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.1312
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申込締切日 2月12日水

参加料金 会員・家族・・・・・・・・・・1,500円（会員外大人2,750円）
家族（高校生以下）・・・1,000円（会員外高校生以下2,200円)

内 容

❖季節に合わせた、練りきりのお菓子２種と
きんとん（計3個）を職人と一緒にお作りいた
だきます。

❖お干菓子（打ちもの）の実演をご覧いただき、
出来立てのお干菓子をご試食いただきます。

❖教室の最後には、お抹茶(学生の方はほうじ
茶)とともにお召し上がりいただきます。

定 　 員 35名（最少催行人数10名、応募多数の場合は抽選）

日 時 2020年2月29日土 14:00～15:10

場 所 亀屋良長 本店　京都市下京区四条通油小路西入柏屋町17-19

申込締切日 2月17日月

参加料金 会員・家族・・・・・・・・・・2,000円
会員外・・・・・・・・・・・・・・・3,000円

内 容

▶コーヒーの知識を学ぶ
・ コーヒーの成り立ち
・ コーヒー生産地について
・ 小川珈琲のこだわり

▶スペシャルティコーヒーとは（飲み比べ）
・ 一般的なコーヒーと、スペシャルティコーヒーの 

   違いを体験する。
▶コーヒーの抽出を学ぶ　
 おいしいコーヒーの淹れ方（ハンドドリップ）
▶おいしいコーヒーを楽しむ
 自分で淹れたコーヒーと小川珈琲本店オリジナル
 ケーキをご一緒に。
▶ラテアート
 バリスタの技をご覧いただけます。

定 　 員 30名（お申込み多数の場合は抽選です。）

日 時 2020年3月14日土 10:00～12:00

場 所 小川珈琲京都本社　2Ｆトレーニングルーム
京都市右京区西京極北庄境町75番地
阪急「西京極」駅下車徒歩12分、市バス「西大路花屋町」バス停下車徒歩5分
※駐車場は限りがあり、満車の場合はご利用いただけません。
　公共交通機関を必ずご利用ください。

創業210余年の亀屋良長。四条の本店店頭に湧き出ている醒ヶ井の清
らかな水とともに、和菓子の伝統を今日まで受け継がれています。（詳しく
はP6今月の会社見学をご覧ください）。体験教室では、四季折 の々風情
が彩り豊かに表現された生菓子を、職人と一緒に作っていただきます。
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内日 時 2020年3月14日土 10:00～12:00

コーヒーの知識と、ご家庭でも実践できる
美味しいコーヒーのハンドドリップを学びます。

小川珈琲本店の
コーヒー教室



20名様

答えて当てよう いいとこクイズ！答えて当てよういいとこクイズ！
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募
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格
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法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
2月5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 亀岡盆地一帯で秋から
春にかけて発生する
「丹波霧」。その霧の絶
景が一望できる亀岡
市・竜ヶ尾山にある観光
名所はどこでしょう。

たつがおやま

ブラザー ラベルライター 
P-TOUCH CUBE
（ピータッチキューブ）

亀屋良長
「烏羽玉・あづき餅・
菊もなか 詰め合わせ」

ブラック
サンダー

コ・ス・パ　
施設利用券

No.1

No.2

30名様

3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

TOHOシネマズ
映画観賞券

No.7

（2021年1月末
まで有効）

PT-P710BT

※絵柄は選べません。

No.3

No.4

No.5
鈴木松風堂 
紙加工名刺入れ

会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

5組
10名様

5組
10名様

蕎麦酒場 清修庵 
お好きなランチ
無料食事券

No.6

200名様20名様

法
コードを読み取って送信もできます ・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。

わくわくグルメメニューをご案内します！わくわくグルメメニューをご案内します！

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

「いやしなびKPCライフサポート倶楽部」から
新しいグルメ情報をお届けします。ぜひご利用ください！

10名様

〈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。

〈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
「くらし」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。　　　

※写真は
   イメージです

食品ロス削減への賛同メーカーより協賛価格で提供
を受けた商品を消費者(会員)へ販売し、売り上げの
一部を社会貢献団体へと寄付する日本初・最大級の
社会貢献型フードシェアリングプラットフォームです。

クーポン提示で5%割引
フランス料理 「エスカーレ」(メニューNo.770009) 
も割引対象となります。

購入金額の1％分の
リソルポイントをプレゼント！

ホテルモントレ京都 
        日本料理 「隨縁亭」

メニューNo.770010

ホ
New

京都
隨縁隨縁隨縁隨縁隨縁亭亭亭亭
ずい  えん  てい KURADASHI.jp

メニューNo.721151

New

リソルポイント200ポイントプレゼント！
※必ず、当ページを経由してのご予約→ご利用
　でないと対象外になります。

ぐるなびネット予約＆来店で、

Rポイント5,000ポイント(500円分)を
プレゼント！

ファンくるに掲載の飲食店モニター完了で、
ファンくる内で利用できる…

メニューNo.720817 

覆面調査
ミステリーショッパーのファンくる

メニューNo.720902

RADASH
ク ラ ダ シ ぐるなび

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。　

洗練された日本料理を落ち着いた雰囲気の
レストラン、京都の食材をふんだんに取り入
れた様々な会席料理。

気になるモニターを体験後、簡単なアンケートに答え
るだけで謝礼が受け取れるお得なサービスです。

いつもの外食が
圧倒的におトク
になる！

12個入り

20個入り
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劇団四季 『パリのアメリカ人』

4

　小粋に、華やかに――
スタイリッシュなダンス
が描く、パリの恋。踊る
ような恋が、はじまる。

宝塚歌劇 月組公演6

（通常8,800円）8,300円S席

締切：2月6日

▶会場：宝塚大劇場
▶定数：30枚

JAPAN Traditional REVUE
『WELCOME TO TAKARAZUKA
－雪と月と花と－』
作・演出／植田 紳爾　監修／坂東 玉三郎
ミュージカル『ピガール狂騒曲』
～シェイクスピア原作「十二夜」より～
作・演出／原田 諒
▶日時：5月 2日㊏11:00
  5月10日㊐11:00
 5月21日㊍11:00
 5月29日㊎13:00

©宝塚歌劇団
Photographer 下村 一喜

S席 （通常12,100円）10,000円

▶日時： 4月28日㊋ 18:30公演
 5月 3日㊐ 17:30公演
 5月 5日㊋・㊗ 13:00公演
 5月 6日㊌・振㊡ 13:00公演
 5月13日㊌ 13:30公演　
▶会場： 京都劇場
▶定数： 各公演20枚

▶日時：5月5日㊋・㊗18:00
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：10枚

※公演当日3歳以上有料（2歳以下入場不可、有料託児サービスあり）
※上演時間2時間50分（休憩含む）

※未就学児入場不可 ※お申込みはおひとり2枚まで

締切：2月11日

締切：2月6日

4月文楽公演 通し狂言 義経千本桜 

▶日時：4月25日㊏10:30/16:00
▶会場：国立文楽劇場
▶定数：各10枚 締切：2月11日

［演目］通し狂言 義経千本桜
〇第1部10:30開演
 初段 大序 仙洞御所の段
  北嵯峨の段 堀川御所の段

 二段目 伏見稲荷の段 渡海屋・大物浦の段
〇第2部16:00開演
 三段目 椎の木の段 小金吾討死の段 すしやの段
 四段目 道行初音旅 河連法眼館の段

1等席 （通常6,500円）4,800円S席 （通常12,500円）11,500円

3 尾崎裕哉 Premium Symphonic 
Concert 2020 -THIS IS MY ANTHEM-

▶日時：3月7日㊏16:00
▶会場：兵庫県立芸術文化センター

KOBELCO 大ホール
▶定数：20枚
※未就学児入場不可　※特製プログラム付

締切：2月6日

　尾崎裕哉が
挑む新しいオー
ケストラ公演。
裕哉作品＆尾崎
豊の名作ととも
に。

一般 （通常8,000円）5,000円

2 “ブラバン・ディズニー！”コンサート

▶日時：4月11日㊏15:00
▶会場：ザ・シンフォニー

ホール
▶定数：20枚

締切：2月6日

イマジネーション
の扉を開こう！ディ
ズニーが贈るブラ
バン・エンタテイン
メント。
［指揮］オリタノボッタ
［演奏］シエナ・ウイン
ド・オーケストラ
［司会・歌］綿引さやか

S席 （通常7,500円）6,000円

■ご予約・お問い合わせ TEL.075-771-7158　受付時間10:00～18:00

（当日　500円）200円中小生

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）1,000円一般

3 特別展 毘沙門天 北方鎮護のカミ
　四天王は、須弥山世界の四方にいて、仏教世界や仏法を守るカ
ミです。このうち北方を守護する多聞天は、「毘沙門天」の名で信
仰され、四天王の中でも特別な存在でした。本展では、近年発見さ
れた像や優れた作品を厳選し、毘沙門天像の魅力を紹介します。
▶会期：2月4日㊋～3月22日㊐
▶開館時間：9:30～17:00
▶休館日：月曜日、2/25㊋ ※ただし2/24㊊・振㊡は開館

▶会場：奈良国立博物館 

2月3日まで

2

▶有効期限：2月1日㊏～3月31日㊋
▶場所：からすま京都ホテル2階　中国料理「桃李」
ランチ営業時間11:30～15:00（L.O.14:30）（土日祝 2部制①11:00～/②13:30～）
※要予約　※2名様より承ります　※2月と3月ではメニュー内容が異なります

■ご予約・お問い合わせ TEL.075-371-0141（直通） （当日4,416円）2,900円おひとり
ワンドリンク付き

からすま京都ホテル 桃李 5
　ランチの人気メニュー「ランチオーダーバイキング」をワン
ドリンク付きの特別価格でご用意。スープ、飲茶、炒飯または
麺付きで、メイン料理約20種類、デザート約10種類はお好き
なものをお好きなだけお召し上がりいただけます。2月中は、
ズワイ蟹の冷製も食べ放題。4～32名様までの個室もござい
ますので、各種お集まりにもおすすめ。メニュー内容など詳し
くはホテル公式サイトをご確認ください。

3月19日まで

〈ランチ券〉1

▶有効期限：～6月30日㊋まで
▶場所：ウェスティン都ホテル京都2F オールデイダイニング「洛空」
●営業時間　昼食ブッフェ/11：30～14：30（土・日・祝日は15：00）
 夕食ブッフェ/17：00～21：00（土・日・祝日は21：30）
※幼児無料　※料金は消費税サービス料が含まれています。
※土・日・祝日のお席は、ランチ90分制、ディナー120分制とさせていただきます。
※季節により営業時間が変更になる場合があります。※店内は全席禁煙となります。
※大人お1人様利用に対して小学生(6歳－12歳)お1人様無料

（当日8,000円）6,000円

（当日4,800円）3,800円
（当日5,300円）4,300円
（当日6,500円）4,900円

ランチ 平日

平日

土日祝

土日祝

ディナー

オールデイダイニング「洛空（らくう）」　ブッフェチケット
　東山の自然と京都市街の景色がお楽しみいただける「洛
空」のコンセプトは「京の都」。都ホテルの伝統をもとに、京
都近郊の漁港から仕入れた魚介や京都産野菜をアレンジ
した料理をブッフェ形式またはアラカルトで提供します。

6月25日まで

ローソン、ミニストップで、
会員専用の割引販売チケットが
買える！

ローチケ取扱いジャンル

利用手順

コンサート、スポーツ、演劇、ステージ、クラシック、オペラ、イベント、アート、レジャー、映画、参加型スポーツ等

メリット ●チケット購入時の手数料※①②が無料！ ●入手困難な人気チケットを特別ご用意！
※①インターネットでの購入時にかかるシステム利用料220円（税込）/枚　※②コンビニ店頭でチケット発券時にかかる店頭発券（入金）手数料110円（税込）/枚

会員様が直接ご利用いただくサービスです。

❶会員専用サイトへ
　ログイン

❷チケットを探す
　購入（決済）する

情報は会員専用サイトURL
よりご覧いただきます。

チケット購入時に会員専用パス
ワードの入力が必須となります。

❸店舗でチケットを
　引き取る
チケット予約完了時に予約番号
と引取期間をご案内します。

http://l-tike.com/bizplus/premium.html 会員専用パスワード：Ep9fG3eB

号

「購入手数料0円」でご利用いただくためにはご利用手順が限定されております。必ず事前にご確認をお願いいたします。
提供（株）ローソンエンタテインメント

ビズプラス
ローソンチケット法人会員サービス

撮影下坂敦俊

※未就学児入場不可

義経千本桜　道行初音旅

すべてのことを聞きもらさぬ ! 最強武神 此処に集結 !

（当日　500円）200円中小生

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）1,000円一般

4 特別展 京都祇園祭
～町衆の情熱・山鉾の風流～

　山鉾を飾る懸装品や華麗な装飾品の数々を紹介し、祇園
祭の全貌を示すとともに、山鉾に込められた物語やその歴
史、装飾美として結実した技術と芸術の粋を一堂に集めて、
都の人びとが心を寄せてきた祇園祭の本質に迫ります。
▶会期：3月24日㊋～5月17日㊐
▶開館時間：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：月曜日、5/7㊍ ※ただし5/4㊊・㊗は開館

▶会場：京都文化博物館
 ※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

3月23日まで

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）1,000円一般

5 京都市京セラ美術館開館記念展

京都の美術250年の夢 第1部 江戸から明治へ
―近代への飛躍

京都市美術館のコレクションの神髄である「京都の美術」を
かつてない規模で全国から集め3部に分けて紹介。第一部と
なる本展では、円山応挙の写生画や与謝蕪村の文人画の時
代にまで遡り、伊藤若冲、池大雅、曾我蕭白、松村呉春、長沢芦
雪などで、京都における江戸美術の精華を紹介します。
▶会期：4月18日㊏～6月14日㊐
▶開館時間：10:00～18:00（最終入場時間17:30）
▶休館日：月曜日 ※祝日の場合は開館
▶会場：京都市京セラ美術館（京都市美術館）本館
 ※京都市内在住または通学の高校生は無料（要証明）
 ※障害者手帳等を提示の方は本人及び介護者1名無料

6月11日まで

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）1,000円一般

6 京都市京セラ美術館開館記念展
杉本博司 瑠璃の浄土

　新たにオープンする新館「東山キューブ」の開館記念展と
して、国際現代アートシーンの第一線で活躍する杉本博司
の大規模個展「杉本博司 瑠璃の浄土」を開催します。
▶会期：3月21日㊏～6月14日㊐
▶開館時間：10:00～18:00（最終入場時間17:30）
▶休館日：月曜日 ※祝日の場合は開館
▶会場：京都市京セラ美術館（京都市美術館）
  新館・東山キューブ
 ※京都市内在住または通学の高校生は無料（要証明）
 ※障害者手帳等を提示の方は本人及び介護者1名無料

6月11日まで※同時開催の特別陳列「お水取り」及び名品展（なら仏像館・青銅器館）
も観覧できます。注）休館日と開館時間が本展と異なります。

※前・後期で展示
替えあり

※障害者手帳をお持ちの方
（介護者1名含む）は無料。

詳しいご利用方法はKPCホームページ内で
ご覧いただけます。

ダイワハウスSpecial 地球ゴージャス二十五周年祝祭公演「星の大地に降る涙 THE MUSICAL」

［作・演出］岸谷五朗
［主題歌］EXILE「愛すべき未来へ」
［出演］新田真剣佑、笹本玲奈、

松本利夫(EXILE)、湖月わたる、
 愛加あゆ、島ゆいか、森公美子、
 岸谷五朗、寺脇康文　ほか

※毎週金・土曜日は19:00まで
（入館は閉館の30分前まで）

EpEEpEpEpEEpEpEpEpEpEEpEp9f9f9f9f9f9ff99f9fff9ffG3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3G3 BeBBeBeBeBeBeBeBeBeBeBeBe

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）

2月1日から
スタート！



[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

第131回市民サイクリング 洛陽天満宮順拝
　京都に所在する菅原道真にゆかりの深い天満宮の中から25社を順に巡り、参拝する
「洛陽二十五天神順拝」という風習があります。今回はその中の一部を巡ります。

●日程：3月15日㊐ 雨天中止
●集合時間：9：30（時間厳守）
●集合場所：東本願寺 噴水前
●全行程：約15Km
●持ち物：雨具・工具・水筒・弁当・保険証・その他 ※ヘルメット、グローブ着用
●免責事項：大会中の事故等については、応急処置はしますが、その後の治療は各自の責任とし、
 傷害保険額以上の補償には応じられません。また、参加者の加害事故についても各自の
 責任とし、主催者は関知しません。

●参加料金：KPC会員家族のみ 300円 （通常一般600円、日本サイクリング協会会員300円）
 ※見学先の拝観料・入場料は参加者各自でご負担ください。 

東山三十六峰めぐり⑨ 稲荷山
ハイキングサークル

　伏見稲荷大社の千本鳥居を通り抜け、伏見稲
荷奥社や四ツ辻からの景色を楽しんでいただけ
るコースです。
●日程：2020年2月2日㊐

●集合時間：9:00

●集合場所：JR「稲荷」駅前

●全行程：約7km
約5時間（一般向けコース）

●装備：水筒、雨具、軽登山靴、手袋、昼食等　

●交通費：約1,000円

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

●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。

蕎麦酒場 清修庵 (そばさかば せいしゅうあん）

【特典】10％OFF
075-708-7447

営業時間 ランチ11:00～17:00
 ディナー17:00～23:00（L.O.22:00）
定 休 日 不定休（SUINA室町に準ずる）

店舗情報 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78 
京都経済センター SUINA室町 B1

　お蕎麦はもちろん、米油で揚げたサク
サクの天ぷらと清修庵出汁仕立てでつく
るおでんが自慢の清修庵。ランチは単品
600円～、天婦羅昼御膳、選べるミニ丼
セットなど730円～！夜は蕎麦居酒屋とし
て美味しいお酒とともに！ランチでもディ
ナーでもお楽しみいただけます。

　京都出身のピアノ弾き語りシンガー
ソングライターの森ゆきこさんの、
KPC会員特約店「食べ歩きレポート」。
今月は「阪急烏丸駅、地下鉄四条駅直
結」の「蕎麦酒場 清修庵」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.47

●JR稲荷駅▶伏見稲荷奥社▶F35▶
弘法の滝▶青木の滝▶F34▶白菊の
滝▶西野山（296.1m三等三角点）▶
稲荷山山頂 一の峰（上社）▶四ツ辻▶
東福寺（15:00頃解散予定）

コース
●東本願寺▶文子天満宮▶菅大臣神社▶
菅原院天満宮神社▶水火天満宮▶北野天満宮

コース

締切：2月20日
https://gicz.jp/open/kc200315

メニューはイメージです

会員美味交流会 vol.9
京都にいながら食のワールドツアー～南インド編～

　料理を通して、世界の国々を旅する気分になっていただく新シリーズです。今回は、
南インドへ行きましょう。京都三条にて35年の年月を重ねるケララで、南インド出身の
シェフたちが心を込めた、ココナツヤシが繁る故郷の味をご堪能くださいませ。南の食
材を使ったホテル料理と、南で独自に発達した料理の数々をお楽しみいただきます。

●日程：2020年2月20日㊍
 19:00～21:00

●会場：ケララ
https://bit.ly/34mbjbb
京都市中京区河原町通三条上ル KUSビル2Ｆ

●定数：20名（最少催行人数10名）
●参加料：会員家族 4,000円
 会員同伴者 5,000円

※参加決定の方には参加証をお送りいたします。
相席になる場合もありますのであらかじめご
承知ください。

お申込みは、KPC事務局まで。

●内容：タピオカとポテトのワダ
マサラドーサ　
イドゥリ・サンバルとチャツネ
名物！トマトのクリームスープ
ケララ地方の小エビカレー
ゴア地方の魚カレー
ゴビマンチュリアン
サフラン・ジーラライス
チャパティ
インドのデザート盛合せとマサラチャイ
最初のドリンク１杯付き

締切日：2月12日

※お支払いはこちらのサイトから。(手数料無料)
※GICパスポートの登録が必要です。

お申込みお支払いは、
こちらからのみ受け付けいたします

切り取り線切り取り線






