
第46回KPCソフトボール大会　開催

スポーツレッスンを始めましょう

KYOTO　YOGA　2020
5月4日㊊㊗ 平安神宮参道および岡崎公園

答えて当てよういいとこクイズ!

ハイキングサークル

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.1323
2 0 2 0

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

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



こちらのメニューをご利用いただくためには、いずれもGICパスポートの登録が必要です。
ご登録いただくことで、参加報告と補助金の申請が不要になります。ご登録いただいてない場合は対象外となりますのでご了解ください。
※登録ができていない/方法がわからない方は、KPC事務局で代行登録いたします。こちらまで、スマートフォンで空メールをお送りください。
　登録フォームには正しいKPC会員番号を入力してください

ご家族様のご利用にはGICパスポートに登録してください（有料：
年間1,000円です）。なおご登録にはスマートフォンが必要です。

KPCスポーツセンター
（南丹市園部町 京都縦貫自動車道 園部ICより車で３分）

球場

お申込み締切日：3月17日（火） 専用のお申込み用紙でお申込みください

１チーム
KPC会員のみの場合 7,000円
KPC会員以外（上限4名まで）12,000円

参 加 料 16チーム定 　 数

トーナメントによる予選会のあと、決勝戦を行います。
試合時間１時間10分、７回まで。５回７点差の場合はコールドとします。
優勝チームには、京都市長表彰状、優勝記念楯及び副賞を贈呈いたします。
今大会終了後、他府県チームとの交流試合の予定をしております（詳細未定）。

試合方法

KPC登録会員事業所であること。
レクレーション保険の加入に関わりますので、
事前に参加選手のお名前をご登録いただきます。
出場は登録済みの選手に限ります。

参加資格

2次予選を勝ち抜いたチームによる。決　　勝

会社の仲間を集めてソフトボールのチームを作りましょう。
チームの結束力を高め、他のチームとも交流を深めましょう。応援にもぜひお越しください。

第46回第46回第46回第46回★ KPC ★

第1次予選  4/12日 雨天予備日4/19日  
今回初出場及び昨年未勝利チーム

第2次予選  5/17日 雨天予備日5/31日
昨年度決勝進出チーム及び昨年予選１回戦勝ち抜きチーム+第１次予選通過チーム

日程

オリンピックイヤーの今年。何か体にいいことを始めましょう!　こちらのレッスンは、KPCへのお申込みいらずで参加することができます。
※GICパスポートへの登録と各レッスン事前の設定が必要です

スポーツレッスンを始めましょう

ボルダリング
レッスン 春例会

テニスレッスンフットサル
エクササイズ
春例会

各回コーチが付き、指導を受けながら
ボルダリングを楽しむことができます。

受付締切日 3月17日火

参 加 料 会員と家族1,000円
一般(会員同伴者)2,000円

備 　 考 靴下を着用してください。
シューズはレンタルがあります。
※スーパー銭湯「伏見力の湯」ご入浴券付き

定 　 員 最大8名まで(超える時は抽選)、
最少催行人数4名

日 程 3月30日月 20:00~(50分間)
会 　 場 FUSHIMITTO

京都市伏見区竹田青池町135 

●お申込み・お支払いはこちらのサイトから。 
　https://gicz.jp/open/fsmt0330

※別途「60分フリーコース」が500円（5回まで）補助で
　利用できます。https://gicz.jp/open/fsmt20fp　

受付締切日 3月16日月

参 加 料 会員1,000円
一般（会員同伴者）2,000円

備 　 考 屋外コートになりますので、ランニング
シューズなどの運動靴がオススメです。
ウェアなどの各種レンタル品もございます。
※スーパー銭湯「伏見力の湯」ご入浴券付き

定 　 員 最大24名まで、最少催行人数5名

日 程 3月26日木 
受付19:00～　19:30～21:00

会 　 場 フットサルスクエア京都南
京都市伏見区竹田青池町135

●お申込み・お支払いはこちらのサイトから。
　https://gicz.jp/open/kcfu0326

フットサルコートで音楽を流しながら、ボールを
使って、身体と頭を動かすエクササイズです。エア
ロビクスとフットサルの融合したエクササイズです
ので、フットサル未経験者でも問題ありません。指
導経験豊富なインストラクターが丁寧に進めます
ので、どなたでも安心してご参加ください。

時間が空いた時、スケジュールが合えばいつでもテニ
スレッスンを受けられます。GICパスポートに登録済の
KPC会員は通常は月会費が必要なところ、会費不要。

会 　 場 スポーツクラブNAS 伏見桃山 
京都市伏見区竹中町609

参 加 料
初心者60分クラス2,000円
初級以上の80分クラス　平日昼2,500円
初級以上の80分クラス　平日夜・土日2,800円

ご参加いただくクラスは、事前に電話などでご経験
等をお伺いし、適正クラスに振り替えをお願いする
ことがございますのであらかじめご了解ください。

注意

❶ レッスンの日程等の確認
HPをご覧ください。
https://www.nas-club.co.jp/
fushimimomoyama/schedule/
index.html

❸ 参加証の取得
こちらのURLから参加証を
取得してください。
https://gicz.jp/open/kctennis

❹ 当日、窓口にて上記サイト記載の参加手順
を行い、参加料をお支払いください。

❷ 希望日のレッスンへのお申込
スポーツクラブNAS伏見桃山の前日までの
営業時間中にTELにてお申込みください。
予約　TEL　075-604-5557
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50名様

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
3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「源氏物語」ゆかりの植
栽で知られる神苑で咲

く150本のしだれ梅。開花
時期には「しだれ梅と椿まつ
り」が開催されるこの神社は
どこの神社でしょうか。

空気清浄機 プラマイゼロ お菓子の9品袋詰め
丸正高木商店オススメ！

シルコット 
除菌ウェットティッシュ
ノンアルコールタイプ外出用
26枚除菌シート

ハートハニー ギフト　50g×2個
ミールミィ

No.1

No.2

5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

No.3

No.4

No.5
瀬田川・琵琶湖
リバークルーズ

会社のみんなで分けてね

5組
10名様

5組
10名様

京都シネマ
観賞招待券

No.6

100名様

楽しい春を計画しませんか？

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

今回は、「いやしなび KPC ライフサポート倶楽部」から、
人気テーマパークや周辺観光を存分に楽しめるお宿をご紹介します。
一足早く春を楽しみませんか？　ぜひご利用ください。

15名様

5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
「リゾートトラベル」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。
※料金例は、2019年12月現在の内容です。最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

メニューNo. 120089
千葉県／舞浜・浦安・幕張・TDR周辺

＜料金例＞ 大人2名／朝食付
お1人様 ： 7,150円～

東京ディズニーランド・
オフィシャルホテル

ヒルトン東京ベイ

メニューNo. 140224
神奈川県／横浜

＜料金例＞ 大人2名／素泊り
お1人様 ： 2,650円～

2019年4月25日
オープンしました！

ホテルリソル横浜 桜木町

メニューNo. 210100
岐阜県／飛騨・高山

＜料金例＞ 大人2名／2食付
お1人様 ： 9,800円～

宝生閣

古い町並み 下町通り 芝政ワールド

メニューNo. 200026
福井県／三国・あわら

＜料金例＞ 大人2名／2食付
お1人様 ： 10,230円～

温泉香房 ぐらばあ亭

国際的なヒルトンブランドならではの、
フレンドリーで行き届いたサービスに加え、
個性豊かなゲストルームが人気。

＂海でつながり森でくつろぐ＂お客様が自宅に
いるようにくつろいでいただける「リビング
ロビー」が特別な空間を演出しています。

高山市の中心、城山公園の高台に位置する
和風旅館。赤い中橋、陣屋、朝市、古い町並み
まで徒歩３分と市内観光には大変便利です。

源泉掛け流し！白山を一望できる源泉自慢の
お宿。日本海に面した自然の観光スポットや
テーマパークも楽しめます。



6 水谷千重子ありがとうコンサート2020
in京都城陽

▶日時：6月26日㊎　　
　　　18:30
▶会場：文化パルク城陽
▶定数：20枚

締切：3月9日

芸能生活50周年を迎え
た水谷千重子が、会場
の皆様をお歌とお話で
虜にします！

全席指定 （通常5,800円）4,900円

4 ミュージカル『アナスタシア』
　壮大なスケールと豪華キャストで贈る、愛と冒険のミュージ
カル！待望の新作ブロードウェイミュージカルが、本国クリエイ
ティブスタッフ＆日本キャストで上演決定！

S席 （通常13,500円）9,700円

▶日時： 4月 6日㊊ 18:00
 4月 7日㊋ 13:00
 4月 8日㊌ 13:00/18:00
 4月 10日㊎ 13:00
 4月 14日㊋ 13:00
 4月 15日㊌ 13:00/18:00
 4月 16日㊍ 13:00
 4月 17日㊎ 13:00/18:00

▶会場： 
  梅田芸術劇場メインホール
▶定数： 20枚

締切：3月9日

　四人四様の話芸で魅せる、毎回好評、野洲での
米朝一門会。今年も、米朝のDNAを継承する人気
落語家4人が、四様の高座でご機嫌を伺います。
［出演］桂南光、桂塩鯛、桂米團治、桂吉弥

前座：桂米輝
▶日時：6月14日㊐14:00（開場13:30)
▶会場：滋賀・シライシアター野洲（野洲文化ホール）
▶定数：20枚 
※未就学児童のお子様は3階親子席（￥3,000）をご利用
　ください。
　チケット取り扱いはホールのみ

5 桂米朝 一門会

全席指定 （通常4,300円）3,000円
締切：3月10日

2

1,000円自由席1席（前半戦/後半戦）

オリックスバファローズ 大阪・神戸共通 内野・外野自由席
　京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸で行われ
るオリックス戦のお好きな試合にご利用いただけます。内
野・外野の自由席にて観戦できるチケットです。
▶チケット対象日程： 前半戦／3月24日㊋～7月18日㊏
 後半戦／6月19日㊎～10月5日㊊
▶制限：会員おひとりにつき1区分2枚まで
▶球場：京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸
▶定数：各40枚　
※オープン戦・クライマックスシリーズ、日本シリーズ、対巨人・阪神・広
島戦には使用できません　※指定席ではありませんので満席時には立
ち見になる場合もあります　※抽選が予想されます。お申込締切日から
約1週間後に当選者の方にのみご連絡いたします

※一般前売り価格は、通期有効券5枚綴り料金です。各区分5枚セット組でお申込みを推奨いたします。
チケットはバラで対応いたしますが定数を超える場合は抽選といたします。
※前期と後期でチケットが分かれます。
▶球場：サンガスタジアムby KYOCERA　▶定数：各20枚
▶アクセス：●JR嵯峨野線「亀岡駅」から徒歩約3分 ●京阪京都交通直行臨時バス「阪急桂駅東口」→「京都
スタジアム」バス停下車すぐ ●京阪京都交通バス2系統「京都駅前」→「桂駅東口」→「JR亀岡駅南口」バス
停下車徒歩約5分　※公共交通機関をご利用ください。

▶対象ゲーム：＜前期＞／ 第3戦 3/18（水） 東京ヴェルディ
  ～第11戦 6/20（土） 栃木SC
 ＜後期＞／ 第12戦 7/4（土） ギラヴァンツ北九州
  ～第20戦 11/1（日） ジェフユナイテッド千葉

甲子園球場グリーンシート（年間指定席）1

▶球場：阪神甲子園球場
▶その他のチケットは、KPCからのチケット確保ができなくなりました。ローチケbiz+（2月号掲載）をお試しください。
▶抽選：ゲームの日程によっては抽選が予想されます。抽選はお申込組単位で行います。抽選の結果は、当選の方に
　　　　締切日以降2週間後をめどにご連絡いたします
▶ご注意：会員とご家族でご利用ください。雨天中止の場合はKPCから払い戻しをいたします。
              チケットは大事に保管してください

10段（181番-182番）
21段（31番-32番）

2席 12,000円
2席    9,000円▶定数：各試合2組　▶制限：会員おひとり各試合2枚まで

　阪神甲子園球場で開催される阪神タイ
ガースのグリーンシートです。2連番を2
組用意しております。試合日程は、阪神タ
イガース公式ホームページなどでご確認
ください。

1 コートールド美術館展 魅惑の印象派

（当日750円）500円大学生（当日1,500円）1,000円一般

　印象派・ポスト印象派の殿堂として世界的に知られる
ロンドン、コートールド美術館の名作がこぞって来日。マ
ネ、セザンヌ、ルノワール、ドガ、ゴーガン、トゥールーズ=
ロートレックら巨匠たちの画集に欠かせない傑作が目白
押し。中でも英国一のコレクション数を有するセザンヌ
の油彩10点は必見です。
▶会期：3月28日㊏～6月21日㊐
▶会場：神戸市立博物館
　開館時間：10:00～18:00※金曜日は20:00、土曜日は21:00まで　
　　　　　  ※入館は各閉館30分前まで
　休館日：月曜日、5月7日㊍※ただし5月4日㊊㊗は開館

3月26日まで

2 NHK大河ドラマ特別展 麒麟がくる
　本展では、明智光秀ゆかりの品や細川家に嫁いだ娘のガラ
シャ、光秀が仕えた織田信長、織田家のライバルであった羽
柴秀吉など、光秀をめぐる人物や同時代の歴史資料などを展
示。いくつもの戦場を駆け巡り、「本能寺の変」で主君を倒し、
最後は秀吉との戦いに敗れてこの世を去った明智光秀の人
間像と彼が生きた時代を浮き彫りにします。
▶会期：4月25日㊏～6月14日㊐
▶会場：大阪歴史博物館 6階 特別展示室
　開館時間：9:30～17:00 ※会期中の金曜日は20:00まで ※入館は閉館の30分前まで
　休館日：火曜日、5月7日㊍ 
 ※ただし4月28日㊋、5月5日㊋・㊗は開館 4月23日まで

京都サンガ F.C. 期間内有効券3

（一般前売15,000円）
2,700円バック自由席

大人＜前後期共通＞

（一般前売4,400円）
800円
小学生

（一般前売6,000円）
1,100円
中高生

（一般前売10,500円）
1,900円ホームゴール裏　自由席

（一般前売2,750円）
500円

（一般前売5,000円）
900円

　新しいスタジアムで
まずは1勝を積み重ね
てJ1へ！京都サンガF.C.
の1試合が観戦できる
ホームゲームチケット
です。

締切：3月4日

［出演］葵わかな/木下晴香（Wキャスト）、相葉裕樹/内海啓貴（Wキャスト）他

3 西国三十三所 草創1300年記念
特別展 聖地をたずねて―西国三十三所の信仰と至宝―

（当日700円）300円高校生（当日1,600円）1,200円一般

　西国三十三所草創から1300年。これを機として、ゆかりの深い
京都の地で特別展を開催します。今もなお人々をひきつける巡礼
路の魅力を、美しい観音菩薩の姿や各札所の寺宝を通じて紹介。観
音信仰とともに守り伝えられてきた至宝の数々をご堪能ください。
▶会期：4月11日㊏～5月31日㊐ ※会期中一部展示替えがあります。  
▶会場：京都国立博物館 平成知新館（東山七条）
　開館時間：9:30～18:00※毎週金・土曜日は20:00まで
 （最終入館は各閉館の30分前まで）
　休館日：毎週月曜日※ただし5月4日㊊㊗は開館

5月28日まで
※障害者手帳等をご提示の方とその介護の方1名は無料
※大学生、高校生の方は学生証をご提示ください

※写真は2019年のものです

（当日1,200円）700円大学生

巡礼の地の至宝、集結。七観音が勢ぞろい 4

（当日3,800円）3,100円小学生

（当日2,600円）2,200円2歳～未就学児

（当日4,500円）3,600円大人(中学生以上)

▶会期：３月７日㊏～６月２８日㊐
▶会場：ひらかたパーク
期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパーク 
のホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp

6月26日まで

ひらかたパーク
春季フリーパス引換券付入園券 5

（通常495円）300円1冊

　12球団の全選手写真付
きデータを掲載した、プロ
野球ファン必携の選手年
鑑。公式戦全日程・各種
データも豊富。ハンディサ
イズで球場にも持ちこみ
やすいサイズが好評です。

6月30日まで

プロ野球選手年鑑 2020

7 〈昼食券〉からすま京都ホテル 和食「入舟」
　アクセス便利な好立地！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「松花
堂弁当」をワンドリンク付き2,400円の特別価格でご
用意いたしました。焚合せにお造り、天婦羅など旬菜
を彩りよく配した弁当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：3月1日㊐～4月30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）

締切：3月5日

6 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：3月1日㊐～4月30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

4月17日まで

締切：3月5日

秘仏「如意輪観音坐像」
京都・頂法寺（六角堂）

明智光秀画像（部分）　安土桃山～江戸時代前期　
大阪府・本徳寺蔵
【展示期間 4月25日（土）～5月1日（金）】

エドゥアール・マネ　《フォリー=ベルジェールのバー》
1882年　油彩、カンヴァス　コートールド美術館
© CourtauldGallery (The Samuel CourtauldTrust)

3歳以上有料、3歳未満は1名まで膝上鑑賞無料、
お席が必要な場合は有料。

（当日1,400円）900円一般 （当日900円）500円大高生

4月17日まで

（通常3,586円）2,400円おひとり
ワンドリンク付き

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）

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）
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[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

　JR小野駅の西側一帯には多くの古墳があり、こ
の地域は豪族・小野氏の本拠とされ、小野妹子の出
身地ともいわれています。JR和邇駅から西近江路
をたどり、小野族ゆかりの神社や古墳を巡ります。
●日程：3月1日㊐　
●集合時間：8:05
●集合場所：JR京都駅中央改札口（8時18分発湖西線、
 近江舞子行き→和邇駅下車）
●行程： 約10.5km 約4時間（一般向けコース）
※ルートは良く整備されており、危険箇所はありません

●装備： 弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費： 1,020円（JR京都駅～和邇駅510円、
 小野駅～京都駅510円）

小野神社と古墳巡り
ハイキングサークル

●JR和邇駅▶榎の宿、顕彰碑▶
天皇神社▶上品寺▶小野篁神社▶
小野神社▶石上神社/石上古墳群
▶小野道風神社▶小野妹子神社/
唐白山古墳▶曼茶羅山古墳群▶
金比羅宮▶JR小野駅

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

水まわりの修理・リフォーム

●対象：KPC会員と家族 
お申し込み時に、KPC会員（家族）
である旨をお伝えください 

●TEL：0120-7040-69
 （受付時間8:00～20:00）

アイテム（株）〒611-0011　
宇治市五ケ庄福角69-6（宇治アイテムショールーム本社）

  〒663-8165　
西宮市甲子園浦風町3-2（西宮支社）

  http://www.mizu-sos.net/　http://www.item-reform.net/

工事費・処分費込み　TOTO 最新超節水トイレ取替キャンペーン 各10セット限り

トイレ修理・交換、漏水修理などリフォーム全般に対応。
水もれ 3,000円（税抜）～、トイレ・排水パイプつまり除去 6,000円（税抜）～ 等

●TOTOの従来品より約68％も節水効果が
　高いトイレ「ピュアレストQR」のセット
　通常価格163,800円（税抜）を65,000円に！
●「ピュアレストQR」と
　ベーシックウォシュレットのセット
　通常価格224,500円(税抜）を98,000円に！

※出張料・
　見積り無料

水 道 局 指 定 工 事 店

写真はイメージです

KYOTO YOGA 2020 ～じぶんをいきる～

　2017年6月18日、インドのモディ首相が提唱した「国際ヨガDAY」を記念し、京都において「国際ヨガ
DAY2017in京都」が開催されました。平安神宮参道を埋め尽くした1,400名を超える人々が一斉にヨ
ガを行じる光景は、インド政府を経由し世界に発信されました。その後、年に一度、国境・文化・性別・年齢
すべてのことを超え、あらゆる人々が平安神宮参道でひとつになる、平和で壮大なヨガの集いを
「KYOTO YOGA」として開催しています。
●日時：

5月4日㊊㊗ 10:00～17:00 ※雨天決行
●会場：

平安神宮参道および岡崎公園 ※更衣用テントあり

締切：3月23日

●TOTOベーシックウォシュレット
　通常価格82,500円（税抜）を
　41,000円に！

写真はイメージです

※お申込者多数の場合は抽選となります。
　参加確定の方にはメールでご連絡
　いたします。 
※FAXでの受付はございません
※参加料はKPCより請求書を郵送いたします。

お申込みはこちらのサイトから→https://gicz.jp/open/ky200504
オフィシャルサイト：https://www.kyo-yoga.com/
主催：一般社団法人京都ヨーガ協会 
 KYOTOYOGA2020実行委員会

●参加料：(KPC会員家族のみ)

参道の最前列エリアの特別指定席：
おひとり 3,000円（通常5,000円）
午後の有料ヨガクラスフリーチケット
とヨガマット1日レンタル付 定数6名

Aゾーン
参道の前列エリア指定席：
おひとり 1,500円（通常2,000円）
ヨガマット1日レンタル付　

定数20名

Bゾーン
参道の中間エリアのサポーター自由席：
おひとり 300円（通常500円）

KYOTOYOGAオリジナル缶バッチ・
伊藤園お茶付 定数30名
※ヨガマットは持参してください

Cゾーン






