
飲食店を利用してオトク

ゴチそう3キャンペーン

新規提携スタート

アソビュー！

Go To 日帰りバスツアー

お菓子作りと黒枝豆狩り体験
バスツアー

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 24,500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.13910
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開催中止の
お知らせ

　例年、公益財団法人京都中小企業振興センターでは、ご加入の優良従業員の皆様方を表彰させていただいて
おり、本年も各企業様より対象者のご内申をいただいております。
　また、優良従業員の方を表彰する式典と、それに続いて賑やかにお祝いするとともに会員相互の交流をはかる
「会員の集い」という懇親会を開催しておりました。
　しかしながら、本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、未だ収束状況にもならないため、予定
しておりました表彰式典と会員の集いを中止いたしますので、ご了承いただきますようにお願いいたします。
　なお、ご内申をいただきました表彰者の皆さま方への表彰状及び記念品につきましては11月中旬に該当企業様
にお届けさせていただきます。

本年の式典及び会員の集いの開催をお楽しみにいただいていた方には大変申し訳ございませんが、
なにとぞ事情ご賢察いただきますようにお願いいたします。

優良従業員
表彰式
及び

会員の集い

表彰日時：令和2年11月13日（金）／表彰会場：ANAクラウンプラザホテル京都中止内容

※写真は体験プランの一例です。
▲プラン例：
京都府与謝郡　パラグライダー　
高さ300ｍの世界を楽しもう！

▶プラン例：　
ビンの中にお花畑を作ろう。
ハーバリウム（2本）

アソビュー！は日本最大のレジャー予約サイト
北海道から沖縄まで、日本全国のレジャーを
約430種類・20,000プラン以上取り揃えた

遊び・体験の予約サイトです。

●テーマパークや動物園、水族館などの「レジャーチケット」、有名レジャー施設
の前売券がネットで買えて、スマホで入場できます。
●遊びの種類は430種類以上。ダイビングやパラグライダーなどのアウトドア
スポーツ、陶芸などのインドア体験などが予約できます。

※ご利用方法は、施設様によって異なります。詳しくは　「アソビュー！」サイトでご確認ください。

登録ができない方はKPC事務局に
ご依頼ください。 kpc@posh.jp  に
空メールをお送りください。

事前のお申込みはこちら・・・
https://gicz.jp/open/asoview
受付締切日：　2021年3月10日

GICパスポートにご登録いただいているKPC会員の方に配信いたします。
すべて異なる文字列です。KPC事務局よりお送りいたしますので、
ご予約開始されるまでに余裕を持ってお申込みください。

●「アソビュー！」サイトへのアカウント登録が必要です。
●「アソビュー！クーポン」の有効期間：2021年3月31日まで
●「アソビュー！クーポン」は換金・譲渡はできません。
●すでにご予約されているプランに後からの適用はできません。

「アソビュー！クーポン」の
受け取り方

アソビュー！
はこちら　

「アソビュー！クーポン」
ご利用方法

KPC会員
特典

●KPC会員おひとり様につき「アソビュー！クーポン」を5本まで
ご利用いただけます。
●「アソビュー！クーポン」は、予約サイト「アソビュー！」上で1予約
あたり1,000円の割引適用を受けることができるクーポンです。
●「アソビュー！クーポン」は配信専用です。

新規提携新規提携



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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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
10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 福知山市の名勝地・二
瀬川渓流。一帯には酒

呑童子など様々な鬼の伝
説が息づいています。この
渓流に架かる吊り橋の名前
は何でしょう？

どこでも卓球セット

サンワサプライ
3D VRゴーグル
（ヘッドホン付き）

No.1

No.2

10名様

5名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

Yogibo 
ボール　
ミニ

No.7

No.3

※横10.5cm 縦11cm

【CHISO/千總】
小袖型メモ　
6冊おすすめセット

No.5

メガネふき
No.6

100名様

30名様

6名様

50名様

10名様

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

自宅でも楽しく♪自宅でも楽しく♪
外出がまだまだ心配！というこの時期…

自宅で楽しい時間を過ごしていただけるサービスを
ライフサポート倶楽部がご提案します。ぜひご利用ください。

※約58×58cm

※約9cm・約30g

MED-VRG3

セット内容 : 
ネット・ラケット2本・
ボール3ケ

※色はグリーン、クリーム、ピンク（カラーはお任せください）

【CHISO/千總】
ハンカチーフ　
縞花熨斗

会社のみんなで分けてね
※180g 30本セット
※賞味期限:2020年12月

明治 ピットイン 
エナジーゼリー

No.4

5名様

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

〈メニュー例〉料金例は、2020年7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 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・パスワードを
入力してログイン

3
㊟

㊟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No. 721153

産直たべるーぷ

特
典

メニューNo. 721249

日本各地のうまいもんお取り寄せ

日本各地の「おいしい」を
ご自宅までお届けします。

全国の生産者を応援！
対象品目のご注文は送料無料！

特
典 定価3,564円  ⇒  会員価格2,800円

さらに、3,000円以上の購入で100円引
＜メニュー例＞ ◆税込・送料込
・ホテルオークラ スイーツアソート15個

ライフサポート倶楽部会員限定価格対象品目のご注文は送料無料！

メニューNo. 721246

産直グルメ市場

全国各地からおいしい味、
旬の味を集めました！

特
典 定価3,240円  ⇒  会員価格2,920円

＜メニュー例＞ ◆税込・送料込
・銀座千疋屋ギフト 銀座フルーツクーヘン

ライフサポート倶楽部会員限定価格

メニューNo. 721035

特
典

家電・お肉・お酒・フルーツ・魚介類・家具・ファッション
など、必ずほしいモノが見つかるサイトです。

ふるさと納税初心者～経験者まで
大満足の返礼品の品揃え！

“ふるさとプレミアム”
お得なふるさと納税サイト　　

納税金額の5%分の
リソルポイントプレゼント！

Y
ボ
ミ

N

名様



[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 常時あっ旋しているチケットは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 数　枚価　単称名ト 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

10月例会 琵琶湖 沖島 宝来嶽
KPCハイキングサークル

●日　程：10月18日㊐
●集合時間：8:15
●集合場所：JR京都駅中央改札口内
●全行程：約5km
 約3.5時間/初心者コース
●装　備：弁当、水筒、雨具、軽登山靴、
 手袋　ストック等。
 感染予防策を各自準備して

ください。
●費　用：交通費等約3,800円
 （各自ご負担いただきます）

●JR京都駅8:30発＝JR山科駅(8:36
発)＝JR近江八幡駅…【バス】…堀切
港バス停～【船】～沖島漁港▶ケンケ
ン山▶お花見広場▶ほおじろ広場▶
宝来嶽(△225m)▶赤崎▶学校前▶
沖島漁港～【船】～堀切港…【バス】…
JR近江八幡駅／解散予定(16:30頃)

コース

初めてご参加の方のみ事務局まで
ご連絡ください。

お問合せは
こちらまで

お申し込みいただいた方には締切後、催行会社
より最終日程表・払い込み用紙が郵送されます。
取扱旅行会社：アルファトラベル

※バスの座席は２名掛けを１名で利用いただきます。
※バスガイド付き

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

深草ゴルフ友の会　　  ＆　　  会員募集！！深深 友友草ゴ深草深草ゴゴ
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3年11月末まで

友の会 会費5,500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)

申込締切日は10月12日

締切：

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

　琵琶湖最大の島で、日本唯一の淡水湖に浮かぶ人が住む島です。島の歴史
は古く、柿本人麻呂や紫式部の歌にも詠われており、保元・平治の乱で敗れた
近江源氏が住みついたのが定住の始まりと言われています。

●京都駅八条口▶道の駅丹波お
ばあちゃんの里（地元野菜などの
お買い物）▶ゆめの樹（お菓子作
り体験と昼食）▶丹波黒枝豆収穫
体験▶宝塚北サービスエリア（休
憩）▶京都（18：00頃帰着予定）

コース

丹波でお菓子作り体験と黒枝豆狩り体験・丹波栗御膳賞味
GoToトラベルキャンペーン日帰りバスツアー

　丹波の特産品を使ったお菓子作り体
験を楽しみます。味わい深い丹波栗を
使った栗きんとんと栗ようかんの2種類
を作って、お土産にお持ち帰りいただき
ます。昼食には丹波栗いっぱいの地元
食材を使った栗ご飯御膳を賞味。さら
には丹波特産の黒枝豆収穫（おひとり
さま２株分お持ち帰り）も体験します。

申込・代金のお支払いは
右記旅行会社まで
お申込みはこちらから
https://gicz.jp/open/bus1024

小人（小学生） （当日3,300円）2,000円
（当日3,850円）2,900円大人

11月30日まで

　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10日㊏～12月6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を伝えて
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。

みどり農園 野外 BBQ+きのこごはん+お土産付

■ご予約・お問い合わせ
京都府綴喜郡井手町多賀小払1　
TEL.0774-82-2654　
駐車場60台無料

柿+みかん

11月27日まで

　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。
●有効期間：9月19日㊏～11月29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途料金がかかります。

ひらかたパーク秋シーズン 入園+フリーパス

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）

KPCあっ旋チケット 
（お申込みは「いやしうぇぶkpc」を推奨いたします。）

1

2
●日程：10月24日㊏
●集合時間：7:50
●集合場所：京都駅八条口アバンティ前
●定数：24名（最少催行人数15人、応募者多数の
  場合は抽選）
●料金：会員・会員家族 ６，５００円
（通常旅行代金は１３，０００円からＧｏＴｏトラベル支援
適用で８，５００円）※小学生1,000円引き



▶対象者：ＧＩＣパスポート登録したＫＰＣ会員本人のみ
 参加証の取得が必要です。
こちら ▶ https://gicz.jp/open/gochi3

 登録ができない方はKPC事務局にご依頼ください。
 kpc@posh.jp に空メールを送ってください ➡➡➡➡➡➡

➡➡
➡➡

➡

KPCが指定店の飲食代金やテイクアウト利用料を支援いたします。
GICパスポートをご利用のKPC会員の皆様に、対象店舗のご利用店舗数に応じて、

QUOカードPay最大3,000円分をプレゼントいたします！
下記の店舗のランチでもディナーでもテイクアウトでも何でもご利用ください。

※さらにKPC会員特典のある店舗も！詳しくはKPCホームページをご参照ください。

▶プレゼント内容
　◉対象店舗1店舗につき1,000円分の
　　をプレゼント。
　　最大3店舗分、3,000円まで。
◉プレゼントは実施期間終了後に、メールにて配信いたします。

　◉QUOカードPayには有効期間があります。有効期間の延長、
 QUOカードPayの交換・換金はできません。

▶実施期間：9月25日㊎～10月25日㊐

すすまますますすたししましままいたいたたたし援援い援いい支支援支援援料をを支を支用料用料を料料を利利用用用料ウトト利ト利利アウアウトウトククアアアウイイクイククやテテイテイ金金やややテ代代金代金金食食代食代代の飲飲食飲食店の店の飲のの飲定定店定店店指指定指定定Cがが指が指KPPCがCCがKPKP

ゴチそう3キャンペーン!

▼対象店舗▼ ※「＊＊％OFF」表示のある店舗はKPC会員証提示でお会計より割引あり。適用には諸条件あります。

※他にも対象店舗があります。
詳細はKPCホームページ
でご確認ください

※写真はイメージです

柳馬場BANSAN 京色 Fuji屋 京色

炉端 一鱗（いちりん） 祇園わさび 豆腐料理とおばんざい 豆八本店 BEER PUB ICHI-YA

蕎麦酒場 清修庵 Daniel’s

カプリ食堂五条店 Bの階段 炭 櫓

情熱食彩 京色

十二屋

桃 屋

祇園晩餐 京色

CHOTTO WARAKU 天ぷら万天

料理旅館ふしみや 丹波茶屋ゆらり由良川 茶寮ゆらり 結鶴 まんざら本店 まんざら亭団栗橋店

SEKAIYA

まんざら亭先斗町店 まんざら亭NISHIKI店 まんざらえきよこ串と酒店 まんざら亭三条高倉店 ぎをんまんざら

▶プレゼント受取までの流れ
❶対象店舗でご飲食してください。
❷予約時／お会計時に「『ゴチそうさんキャンペーン』利用します」
とお伝えください。
❸店舗の決済方法でお支払いいただいたのち、店舗備え付けの
「キャンペーン利用QRコード」を読み込んでください。
❹画面に「利用する」が出るのでタップ。
　※店舗から離れると感知しなくなる場合があるので近辺で行ってください。
　※使用すると参加証のオビが、1利用ごとに赤くなります。

❺イベント期間終了後にプレゼントを配信いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飲食店に休業要請が発出された場合
など実施終了期間までにキャンペーンを終了する場合があります。その際は終了時
点での実績にてプレゼントいたします。

注 意
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