
ぜひご活用ください

各種福利厚生メニューのご案内
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

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.1334
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公益財団法人 京都中小企業振興センター(略称：KPC)の会員の方が
ご利用いただける福利厚生の大きなメニューをご紹介いたします。
公益財団法人 京都中小企業振興センター(略称：KPC)の会員の方が
ご利用いただける福利厚生の大きなメニューをご紹介いたします。

国内外の20,000ヵ所以上のリゾート施設や、スポーツクラブ・ゴルフ場や
各種アミューズメント施設、ショッピング等多彩な特典をご利用いただけます。
国内外の20,000ヵ所以上のリゾート施設や、スポーツクラブ・ゴルフ場や
各種アミューズメント施設、ショッピング等多彩な特典をご利用いただけます。

南国リゾートやテーマパークのオフィシャ
ルホテル、温泉旅館に別荘、ゴルフ場など
主要都市へのご出張にも活用いただける優
待施設が約20,000ヵ所。

ポイント
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が約20,000ヵ所。

リゾート＆
トラベル・ゴルフ場
リゾート＆
トラベル・ゴルフ場

全会員対象・初回ログインで更新してください

●ライフサポート倶楽部会員番号
は、KPC会員番号に応じて、先頭
に付けていただく8桁の番号が異
なります。

●パスワードは「ライフサポート倶楽
部」会員番号の下8桁です。ログイ
ン後、変更してください。

新規にご利用開始される方は、
左記の番号でログインください

0から始まる方 ➡ 0899ｰC638ｰ0●●●●-●●●●
5から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ5●●●●-●●●●
7から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ7●●●●-●●●●
9から始まる方 ➡ 0899ｰC643ｰ9●●●●-●●●●

KPC会員番号が…

KPC会員番号（9桁）KPC会員番号に応じた【8桁】

ライフサポート倶楽部の会員番号の作り方ライフサポート倶楽部の会員番号の作り方
ご注意ご注意ご注意 KPC会員番号（9桁）の先頭に、KPC会員番号に応じた【8桁】のコードを付けてください。

会員番号を表示した新しい会員証に差し替えますので担当の方はご依頼ください。

お電話でのお申込み

WEBでのお申込み
KPCのホームページからログイン
していただいた後、利用したい施設・
メニューを検索してください。

ライフサポート倶楽部 お問い合わせ先・お申込み

PC・スマホ・タブレットから簡単お申込み　事前に希望劇場・作品・座席指定も予約可能！

デジタルチケットサービスで簡単・便利・お得に映画チケットを購入いただけます 
〈KPC事務局に発注しなくても映画鑑賞が500円OFF！〉

ポイント
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ビジネスシーンで活用できる初歩的な講座から専門に特化した講座まで、300以上の豊富なカリキュラムをご用意。
どの講座も無料で受講可能です！空いた時間に無理せず学べるeラーニングで、らくらく学習！

※Aコース・Bコースともにお申込みはお一人様各1回とさせていただきます。リソル予約センターから、ご登録のEメールアドレスへIDと受講
案内を送付。 ※お申込みは、2021年2月15日(月)までです。

Aコース（メニューNo.650523）
【
講
座
一
例
】

eラーニング
ポイント
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Bコース（メニューNo.650524）
【
講
座
一
例
】

○ビジネスマナー基礎編、応対編 ○よくわかる原価の仕組み講座 
○事例でわかる人材マネジメント ○事業計画の立て方・書き方講座
○5つのキーワードで学ぶコンプライアンス ○与信管理・債権回収
の入門講座 ○基礎から始めるExcel講座、Word講座、
PowerPoint講座 ○新世代リーダー必須の知識とスキル

●スポーツクラブのご利用も
　優待料金で！
●資格取得のための通学通信講座も
　優待料金で！
●子育て支援、託児所のご案内も！
●食品、生活雑貨などのショッピング
　サイトも優待料金で！
●慶弔給付は、対象の方から直接申請
　してください。申請期限は、事実が
　発生した日から3ヵ月以内です。

生活サポート
ポイント
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○日商簿記 3級、2級 ○よくわかる税務知識 
○はじめての人の給与計算入門 ○ビジネス実務
法務 3級、2級 ○個人情報保護法 ○はじめての
人の年末調整入門 ○ファイナンシャルプランナー
入門 ○契約書の結び方 ○社会保険労務士

チケットの
お申込み方法

ライフサポート倶楽部にログインしていただいた後、希望映画館のメニューNoを検索。【ご利用方法・お申込みはこちら】のバナーからお申込みください。
※チケットは、お申込み時にご入力いただいたメールアドレスに、「コード式チケット」がメールで届きます。
※「コード式チケット」到着後より、劇場・作品・座席の予約が可能です。鑑賞希望映画館のホームページよりご予約ください。
※鑑賞当日、予約時に受け取った「購入番号」と「電話番号」の入力が必要です。記載されたメール等をご持参ください。

※コード式チケットはお申込み・決済完了の、12時間後の配信

デジタルチケットサービス  

【TOHOシネマズ】 メニューNo.750825
大人1,900円 ⇒1,400円

▶宿泊予約…………70120-837-330
▶お問い合わせ ……70120-933-409
▶営業時間…………平日 　　 10：00～18：00
　 　　　　　　      土・日・祝日  10：00～17：00 （年末年始休み）

リゾート・
トラベル

▶ご予約 ……………各メニューに掲載のお問合せ先に、
　　　　　 　　 　 直接お電話でお申込みください。
▶お問い合わせ ……70120-208-330
▶営業時間…………10：00～17：00（年末年始休み）

ライフ
メニュー

※コード式チケットはお申込み・決済完了後、すぐの配信

デジタルチケットサービス  
【イオンシネマ】メニューNo.750827
大人1,800円 ⇒1,300円



3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！

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
4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 南丹市美山町にあるダム
周辺には公園が整備され、

春には熱気球体験などを行う
「さくら祭り」（4/4～12）を開催
（予定）。このダムの名は？

LOGOS 
アウトドアLife
コンパクト
バケットチェア

ザバス プロテインプラス
グルコサミン オレンジ風味
[15食分]210g10袋セット

リーディングエッジ
（LEADINGEDGE） 
腹筋ローラー 
マット付き

No.1

No.2
5名様

3名様

一休.com 
レストラン 1,000円
クーポンコード

No.8

ＱＵＯカード
500円分

No.7No.4

5名様

人生ゲームプラス 
令和版

No.3

No.5
アサヒ 
守る働く乳酸菌
100mlPET 30本入り

祇園京料理 
花咲 錦店 
錦御弁当

No.6

10名様

100名様

3名様

8名様

※2020年7/31まで有効
  （インターネット応募限定）

※賞味期限:2020年9月会社のみんなで分けてね

※賞味期限:2020年8月会社のみんなで分けてね

お使いのスマートフォンで優待施
設をご確認いただけたり、画面上に
KPC会員証を表示したりすること
ができます。さらに、KPCが実施す
るイベントの受付参加証になる機
能もあります。

全国の優待施設を中心に約8,000店
舗でご利用いただけます。KPC会員証
にロゴマークを掲載してありますので、
提示するだけでサービスを受けていた
だけます。

いやしなびKPC本誌でご案内しているイベン
トやチケットのお申込みはこちらからどうぞ。
本誌に掲載できていない通期であっ旋してい
る「映画観賞券」や「お食事券」「アミューズメ
ント施設」もこちらでお申込みいただけます。

全会員対象・利用お申込みが必要

新しいKPC会員証について新しいKPC会員証について新しいKPC会員証について

全会員対象・利用お申込みが必要

ご結婚・ご出産された時、お子様が小学校・中学校に入学された時などは給付金を支給いたします。もし事由に該当されて
いる時は、申請忘れがないかご確認ください（ご請求期限は給付事由が発生してから6ヵ月以内です）。
●自動的に給付を行う給付助成金もありますが、事前にKPCにご登録いただいていることが条件になります。
●給付助成金支給の確定日は当日となります。その確定日前に退会された場合は対象外となります。
給付の項目や金額はガイドブックやKPCホームページをご覧ください。

慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象）慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象）慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象） 申請が必要！

全会員対象！

他にも健康診断や人間ドックの費用補助など、会員とご家族の皆様を幅広くサポートいたします。本誌またガイドブックでご案内していきます。他にも健康診断や人間ドックの費用補助など、会員とご家族の皆様を幅広くサポートいたします。本誌またガイドブックでご案内していきます。

KPC事務局内で
登録の代行をいたします。
こちらからスマートフォンで
お申込みください。

この会員証をお持ちでない方は、
再発行の手続きをお願いします。

全国の優待施設はこちら

※裏面にライフサポート倶楽部会員番号を
　掲載いたしました。

www.kpc.or.jp



▶有効期限：4月1日㊌～6月30日㊋
▶場所：京都ホテルオークラ17階 トップラウンジ「オリゾンテ」
　営業時間 【ランチ】（2部制）11:30～／13:30～
 【ディナー】平日17:30～20:00（最終入店）、
  土日祝（2部制）①17:00～／②19:10～
 ※要予約　※5月からはメニューが変わります
■ご予約・お問い合わせ　TEL.075-254-2534（直通）

　水と緑の小宇宙―ネイチャーアクアリウムの創始者・天野尚の水景クリエイ
ター・写真家としての活動を写真や映像で紹介し、若手水景クリエイターに引
き継がれた“本物”のネイチャーアクアリウムを多数展示いたします。ネイ
チャーアクアリウム＝水景は日本発の“生きたアート”として、世界中に愛好家
を持つアクアリウム・ホビーとして定着しています。自然から学び、自然を創る
水景クリエイター達が生み出す“本物”の魅力を体験してください。
▶会期：4月18日㊏～6月7日㊐
 営業時間：平日11:00～20:00　土日祝10:00～20:00　※最終入場は19:30
▶会場：グランフロント大阪
 北館ナレッジキャピタル
 イベントラボ

▶有効期限：4月1日㊌～5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　※4月と5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

　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料金でご用意。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。黒酢の酢
豚にホイコーロー、小籠包も食べ放題。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。

5月19日まで

1 トミカ博 in OSAKA　～トミカの世界にとびこもう！！～

（当日800円）300円こども（3歳～小学生）

（当日1,000円）500円大人（中学生以上）

　トミカのカッコイイがいっぱい!迫力満点の展示や大
人気のアトラクションもお楽しみに!キミだけのトミカを
見つけに行こう!
▶会期：4月24日㊎～5月6日㊌㊡
▶会場：大阪南港ATCホール
　 休館日：4月28日（火）
 開館時間：10:00～16:30 ※最終入場は16:00

4月23日まで

2 NATURE AQUARIUM －生きたアート展－

（当日800円）300円小学生以下

（当日1,500円）1,000円一般

4月17日まで

※2歳以下無料
※19:00～一部の水槽ではメンテナンス作業を行うことがございます

※小学生未満は無料（要保護者同伴）
※障害者手帳等をご提示の方と付き添い1名まで無料

（当日1,000円）500円高校生・中学生

3 御大典記念 特別展 よみがえる正倉院宝物
 ―再現模造にみる天平の技―

▶会期：4月18日㊏～6月14日㊐
▶会場：奈良国立博物館 東・西新館
 （奈良公園内）
　開館時間：9:30～17:00
 ※毎週金曜日は19:00まで
 ※入館は閉館の30分前まで
 ※名品展は開館時間が異なります
　休館日：月曜日 ※ただし5月4日㊊㊗は開館

6月11日まで

※障害者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料

4

（当日500円）200円中小生

（当日1,300円）900円一般
（当日1,000円）600円大高生

（当日500円）200円中小生

（当日1,500円）1,100円一般

▶会期：4月29日㊌㊗～6月24日㊌
▶会場：あべのハルカス美術館
　開館時間：火～金10:00～20:00、月土日祝10:00～18:00
 ※入館は閉館30分前まで
　休館日：5月11日㊊、18日㊊、25日㊊　

▶会期：6月17日㊌～7月5日㊐
▶会場：京都文化博物館　別館ホール
　開館時間：10:00～19:00（入場は18:30まで）
　休館日：月曜日

4月28日まで

安野光雅展 5

（当日800円）400円小学生

（当日1,200円）600円一般

　映画、WEB、広告、音楽…様々なジャンルとのコラボレー
ションで注目を集める現代詩人・最果タヒ、詩×アートで“言葉
を体感する”展覧会開催!!

6月16日まで

最果タヒ展 われわれはこの距離を守るべく生まれた、夜のために在る6等星なのです。
　大正15年に生まれた安野光雅は画家、絵本作家、装丁家とし
て多彩な活躍を続け、独創的な作品は国内外で高い人気。本展で
はデビュー作『ふしぎなえ』から『繪本 三國志』まで、やさしく、美
しく、ユーモアと不思議にあふれた安野ワールドを紹介します。

76 からすま京都ホテル　桃李 京都ホテルオークラ　オリゾンテ

（通常6,171円）4,500円

　ホテル最上階からの絶景と約60種類の春色メニューが並ぶブッフェ
レストラン「オリゾンテ」。行楽シーズンのお食事をお得にお楽しみいた
だけるランチ＆ディナーブッフェを、ワンドリンク付き特別料金でご用意
いたしました。前菜からデザートまで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。20～30名様までご利用いただける個室もござ
います。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。

6月19日まで

氷の上のミュージカル ディズニー・オン・アイス
「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」大阪公演

　毎年恒例のコンサート
が、音楽の殿堂・フェス
ティバルホールで決定!!
「津軽海峡・冬景色」「天城
越え」等、名曲の数々を熱
唱いたします。

締切：4月12日

6

葵祭 有料観覧席

石川さゆり コンサート2020 大阪公演

21

6,800円（通常7,800円）S席

▶日時：6月21日㊐ 
 17:00（開場16:00）
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：10枚

　シチリアの海と太陽に育まれたヨーロッパ
最大規模の歌劇場。
［指揮］ファブリツィオ･マリア・カルミナーティ
［出演］ノルマ：デジレ･ランカトーレ、ポリオーネ：マルコ･

ベルティほか
［管弦楽］パレルモ･マッシモ劇場管弦楽団
［合唱団］パレルモ･マッシモ劇場合唱団

締切：4月12日

5 パレルモ･マッシモ劇場「ノルマ」

26,000円（通常28,000円）S席

▶日時：6月28日㊐ 15:00（開場14:00）
▶会場：フェスティバルホール
▶定数：1０枚

8,900円（通常9,900円）

3 公開35周年記念「バック･トゥ･ザ･フューチャー」inコンサート
2,200円（通常2,700円）全席指定

カラーパンフレット付

　葵祭は京都三大祭のひとつで、わが国の祭
のうち最も優雅で古趣に富んだ祭として知ら
れています。古典行列は平安貴族そのままの
姿で列をつくり、京都御所を出発。総勢500名
以上の風雅な行列が下鴨神社を経て、上賀茂
神社へ向かいます。
▶日時：5月15日㊎
▶会場：京都御苑
▶定数：10枚 
※雨天の場合は16日に延期。16日も雨天の場合のみ中
止。中止の場合のみチケット代金を返金いたします

　1985年公開の1作目を舞
台上の巨大スクリーンでノー
カット上映、総勢80名フル
オーケストラによるシンクロ
生演奏！
▶日時：5月1日㊎
  19:00（開場18:00)
▶会場：大阪国際会議場 
 メインホール
▶定数：20枚 

※5歳未満入場不可
※アラン・シルヴェストリは出演いたしません
※英語上映･日本語字幕あり　
※上演時間：約2時間30分予定
（休憩1回含む）

（通常6,500円）5,800円大人
（中学生以上）

（通常5,500円）4,800円こども
（3歳～小学6年生まで）

（通常6,000円）5,300円大人
（中学生以上）

（通常5,000円）4,300円こども
（3歳～小学6年生まで）

土日祝S席 平日S席

締切：4月10日

日本公演35周年を記念した特別なショーがやってくる!
　プロジェクションマッピングの技術でアイスリンクが様変
わり！『モアナと伝説の海』では大海原を、『リメンバー・ミー』
ではカラフルな“死者の世界”を表現。『美女と野獣』では
数々のアクロバット演出も！さらに『アナと雪の女王』をはじ
め、『アラジン』、『リトル・マーメイド』、『トイ・ストーリー』など、
世代を超えて愛される作品の数々が会場を盛り上げます！

★：コスチューム特典公演 チケットをお持ちでディズニー・キャラクターの全身コスチュームでご来場の方に、
 当日会場にてオリジナル・グッズをプレゼント
●：ミッキーマウス・グリーティング 開場15分前（予定）にエントランスでミッキーマウスが皆さんにごあいさつ
※2歳以下のお子様は保護者1名につき1名まで膝上無料。ただし、お席が必要な場合は有料
※お申込順にチケット予約をしていきます。確定後の変更キャンセルはできませんので予めご承知ください。確定されたチケットのお届けは7月中旬を予定しております

©Disney, ©Disney/Pixar
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★
★
★

★
●

8/14㊎

11：00 15：008/7㊎
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8/16㊐

8/13㊍
8/12㊌

▶日時：8月7日㊎～16日㊐ 全25公演／約2時間（2部構成・休憩15～20分）
▶会場：大阪城ホール  ▶定数：各10枚

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

　歴代仮面ライダーが守山で共
闘！従来のキャラクターショーの枠
を超えた、「仮面ライダースー
パーライブ」は、レーザーや照明を
使った演出で迫力満点。音と光の
次世代ライブエクスペリエンス！
［出演］仮面ライダーゼロワン、仮
面ライダーバルカンほか

（通常3,800円）2,800円全席指定

仮面ライダースーパーライブ 2020守山公演4

▶日時：5月31日㊐ 
 1回目10:30開演　2回目14:30開演　※開場は各回の30分前

▶会場：守山市民ホール大ホール
▶定数：各回20枚　※2歳以上は有料

締切：4月10日

締切：4月9日

S席

※未就学児入場不可
※全2幕/イタリア語上演・日本語字幕付 締切：4月12日 ※未就学児入場不可

7 宝塚歌劇宙組
三井住友カード ミュージカル「アナスタシア」

S席 （通常8,800円）8,300円

▶日時：6月  6日㊏ 11:00　6月21日㊐ 11:00
 6月25日㊍ 11:00　7月  3日㊎ 13:00
▶会場：宝塚大劇場　▶定数：各30枚
※申込みは上記公演内で2枚まで

©宝塚歌劇団

締切：4月5日

ANASTASIA THE MUSICAL 
Book:TERRENCE McNALLY
Music:STEPHEN FLAHERTY
Lyrics:LYNN AHRENS
Inspired by the Twentieth Century Fox 
Motion Picture by special arrangement 
with Buena Vista Theatrical
From the play by Marcelle Maurette as 
adapted by Guy Bolton
潤色・演出／稲葉 太地
［主演］真風涼帆、星風まどか

※2歳以下無料　※期間中1回入場・入場記念品１個限り有効
※障がい者手帳をお持ちの方1名に対し、介助者1名に限り無料。ご本人様は、ご来
場当事者との認識から｢有料（入場券の購入が必要）｣

※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカウンターで購入されたご本人と付き添いの方
1名まで当日料金の半額　※本展観覧券
（半券可）の提示で、特別展「フランス絵画
の精華」［2020年4月11日㊏～6月14日
㊐大阪市立美術館］の当日券を100円引き
でご購入いただけます（1枚につきお一人様
1回限り有効、ほかの割引券との併用不可）

（当日900円）500円大高生

ディナーおひとり
ワンドリンク付き

（通常4,719円）3,300円ランチおひとり
ワンドリンク付き

〈ランチ券〉 〈ランチ券・ディナー券〉

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）



[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

●優待内容：「Rinn」宿泊費
 基本スタンダートプランより30%割引
 ①アーリーチェックイン　or　レイトチェックアウト1時間無料
 または
 ②以下からひとつプレゼント
 ・Rinnオリジナルミネラルウォーター
 ・Rinnオリジナルコーヒー/お茶
 ・1日バス乗車券
 ・おすすめ和菓子
 ・油とり紙
●対象：KPC会員家族・家族ご親戚
●方法：ご予約時、KPC様用コードを電話にてお伝えいただくかサイトにて入力。
 対象施設は法人コード入力可能な施設に限ります。
 ①宿ごとの詳細ページ一番下に「CONTACT」、予約電話番号【コードをお持ちの方】があるのでクリック
 ②コード「法人コード」を入力
 ③ログイン→ログイン後のご予約ページは30％割引適応後のものです。
 ④プランを選択（30％OFFの金額で表示）
 ⑤会員登録をする/しない
 ⑥情報入力ページの備考欄に「KPC専用の登録番号」と記載してください。
②のコードと⑥のKPC専用の登録番号は、KPC会員ページに記載しております。
 http://www.kpc.or.jp/fs/membershop/members/rinn

4月例会 嵯峨の里山歩き
ハイキングサークル

　ミツバツツジが咲き乱れる嵯峨の里山
歩き、嵯峨富士といわれる端麗な遍照寺山
を映す広沢池周辺の桜を楽しみます。

●日程：4月5日㊐
●集合時間：9:00
●集合場所：京都市バス山越バス停留所
●全行程：約9km、約5時間
 （一般向きコース）
●装備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、手袋

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

お問合せ

●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。

祇園京料理 花咲 錦店　(ぎおんきょうりょうり　はなさき　にしきてん）

【特典】ちりめん山椒プレゼント
075-222-0710

営業時間 11:30～14:00（L.O.）/
 17:30～21:00（L.O.）
定 休 日 無休

店舗情報 京都市中京区堺町通四条上ル
八百屋町549

　京都らしい落ち着いた空間で季節の
京野菜など新鮮な食材を使った京料理
を楽しめます。ランチは1,600円から、
夜は4,000円から。舞妓さん・芸妓さん
の手配もでき、京都らしい時間を堪能で
きるお店です。

　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14番出
口徒歩1分」の「祇園京料理 花咲 錦店」
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

グルメクーポン 京都ええ店食べある記 vol.48

●山越▶佐野藤右衛門邸の桜▶平安郷
▶展望台▶嵯峨富士（遍照寺山158m）
▶長刀坂▶ピーク①（231m）▶ピーク②
▶ピーク③▶長尾山（296.1m）▶菖蒲谷池
▶嵯峨天皇陵▶大覚寺（15:00頃解散予定）

コース

株式会社レアル

京の風情を再現した宿で、京都の日常空間を体感してみませんか？

新規優待 RinnNewNewNew

※キャンセルに伴う注意やご注意事項、チェックイン方法が、ホテルタイプ・町家タイプで異なります。詳細はホームページでご確認ください

075-746-2402（24時間）
https://rinn-kyomachi.com/location/

●優待内容：喫茶5%OFF
●対象：KPC会員家族・家族
●方法：レジ会計前に会員証をご提示ください。
 他の割引特典との併用はできません。
●対象店舗

新規優待 小川珈琲NewNewNew 会員証提示

小川珈琲　について詳しくは　https://www.oc-ogawa.co.jp/

店舗名 住所  電話番号

本店 〒615-0802　京都市右京区西京極北庄境町75 075-313-7334
洛西店 〒610-1143　京都市西京区大原野東境谷町2-5-7（洛西ケーブルビジョン内） 075-332-7518

白梅町店 〒603-8326　京都市北区北野下白梅町6-1（イズミヤ白梅町店内1Ｆ、5Ｆ） 1F:075-465-8726
   5F:075-465-8743
京都三条店 〒604-8004　京都市中京区三条通河原町東入る中島町96-2 075-251-7700
OGAWA COFFEE 〒600-8216　京都市下京区塩小路通室町東入る東塩小路町579-16 075-353-9940京都駅中央口店  （ホテル法華倶楽部京都1F） 
OGAWA COFFEE 〒600-8216　京都市下京区東塩小路町　地下鉄京都駅コンコース中央1改札口北側 075-352-0808京都駅店 
野洲店 〒520-2323　滋賀県野洲市三上神守田498 077-587-2175

切り取り線切り取り線




