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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。

KPCヨガトレONLINE
クイズ探検

森の京都の紅葉と明智光秀ゆかりの地めぐり

いいとこクイズ

ハイキングサークル

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.14011
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別会場のご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止のためにあらゆる活動が制限された今年。
行動自粛を続け、時間の使い方が大きく変わったこの期間、得たものはなんですか？
ステイホーム中に新しく手にした趣味や磨いた技術など、制作活動に費やした時間の成果を発表しましょう。
場所はVR（仮想現実空間）。ご自身の作品をVR空間に展示し、皆さんにご覧いただきましょう。

●会　　場： ご自宅
●対　　象： KPC会員と家族
●ヨガトレ参加料：無料
●定　　数： なし

●受付締切日：11/9㊊

●日　　程： 1 11/14 ㊏ 9:00～
 2 11/25 ㊌ 19:00～

※催行日に他の方が予約を入れられている場合はあしからずご了承ください。
※他のグループと相部屋になることはありません。　※宿泊料金は各自で決済を済ませてください。

新型コロナウイルス感染拡大予防策として、リモートワークや活動自粛が続く中、ヨガもONLINEで行います。
グッドモーニングヨガなどのKPCヨガトレにご協力いただいているAKIさんが、
ご自身の拠点「Terasu Yoga」スタジオから配信。スマホ・タブレットアプリZoomで、ご指導いただきます。

自宅からじゃカメラが気になるという方は、近所のお宿にこもってしまってはいかがでしょうか。
後日、一休.comレストラン1,000円分クーポンコードをお送りします。

2011年に京都市内に立ち上げたヨガスタジオ 「Terasu」の
代表兼ヨガインストラクター。スタジオのみならず、イベント、
企業への出張、さらにマインドフルネスのセミナーを開講。
京都を拠点に東京や地方と様々な場面で初心者から経験者、
ビジネスパーソンからアスリートまで幅広い人気を得ている。
2014年よりReebokと契約し、ReebokONEアンバサダー
として活動をスタートし、イベント等でもクラスを担当。

GICパスポートへの登録を
依頼される方は、こちらから
空メールを送ってください。
kpc＠posh.jp 

住所:京都市中京区三条通堺町東入ル桝屋町67
 NEOS三条堺町3F
定員:1組4名様限定
設備:50インチ大型TV＆Wi-Fi完備　禁煙
チェックIN▶15:00　チェックOUT▶11:00

ご予約はWEBサイトから
URL:https://tacto.gicz.tokyo/

：AKI

お申込みはこちらから　http://www.kpc.or.jp/news/yoga2020_01/
※お申込みの際は、どちらかの日程を選択してください。
※お申込み時に、有効化されたGICパスポートが必要です。
※ZOOMのリンク先は、メールでお送りいたします。
※FAXでの受付はいたしません。

ゲストハウス 匠人 The TACTO HOUSE

ヨガトレONLINEにご参加される方へのご注意 インターネット環境、スマホタブレット等のデバイス、また大型TVに接続してご覧いただく
ためのHDMIケーブルや接続するアダプターについては、参加者ご自身でご用意ください。

KPC ヨガトレ ONLINE

予告‼

作品の出品方法等、詳細についてこちらからご覧ください。 ▶ｗｗｗ.ｋｐｃ.or.jp/news/vr_bunkasai/

（仮）



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
11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 小畑川の洪水によって
度々流失したという西

国街道に架かる橋。かつて
は、架け替え工事の費用に
あてるため、通行人からお
金を徴収していたそうです。
この橋の名前は？

もちブレンダー
RMB-02KW

カタログギフト
京漬物「もり」エムケー精工 龍村美術織物

養命酒製造

龍村美術織物 

BRUNO（ブルーノ)
マルチスティックブレンダー
BOE034-GR

No.1

No.2

5名様

3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

生姜はちみつ のど飴
No.7

No.3

No.4

No.5
円文白虎朱雀（小赤）柄 
鈴付コイン入れ

会社のみんなで
分けてね

獅子狩文（小赤）柄 ブックカバー
No.6

100名様

5名様

10名様

龍村美術織物
紅牙瑞錦 柄
定期入れ

5名様

5名様

5名様

賞味期限：2021年1月　
内容量：64g 合計48袋セット
（48袋入り×1ケース）



（通常6,171円）4,500円ディナーおひとり
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

京都ホテルオークラ オリゾンテ 〈ランチ券・ディナー券〉
　ホテル最上階からの絶景と約60種類の洋食メニューが並
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。

▶有効期限：11月1日㊐～12月30日㊌ ※要予約 ※12月19日㊏～12月25日㊎のディナーを除く　
▶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」（ブッフェ）
　営業時間 【ランチ】11:30～14:30（L.O.）　
 【ディナー】17:30～20:00（L.O.）
■ご予約・お問い合わせ　
　TEL.075-254-2534（直通）

3 こども商品券

[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

KPCハイキングサークル  京の自然を歩く、高雄～保津峡
●日程：11月8日㊐　
●集合時間：8:15
●集合場所：JRバス京都駅（JR3）乗場
●全行程：約10km・約5時間（一般向きコース）
●装備：昼食、水筒、雨具、軽登山靴、手袋等
●交通費：約1,000円（各自ご負担いただきます）

　高雄から清滝川に沿って散策し、自然
溢れる保津峡の絶景を楽しみましょう。

お問合せは
こちらまで 075-361-1100 info@kpc.or.jp

初めての方のみ事務局までご連絡ください。
最寄り駅からの乗車でも結構です。現地解散です。

●JRバス京都駅(8:30発周山行)▶山城高雄(9:19着)▶指月橋
▶錦雲渓▶清滝▶落合▶JR保津峡駅(15:30解散予定)

コース

1セット （通常 5,000円、1,000円×5枚）4,500円

　全国のおも
ちゃ屋さんや量
販店でご利用い
ただける商品券

です。これからのクリスマスシーズンに向け
てプレゼントの購入にいかがでしょうか？
▶有効期限：2025年12月31日まで
▶定数：300セット ※会員おひとり様2セットま
で購入可 ※お申込み多数の場合は抽選。お届けは
12月上旬予定 ※お釣りは出ません ※事務局での
販売はなし ※抽選となった場合、当選者にのみご連
絡 ※オークションサイトなどへの転売禁止 ※払い
戻し不可

締切：11月20日
締切：11月5日

おひとり （当日3,200円）2,500円
2021年3月19日まで

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

1 當る丑歳 吉例顔見世興行 
東西合同大歌舞伎

一等席 （通常 16,000円）14,000円

　中村鷹之資がまる
で人形かのように舞う
「操り三番叟」と、中村
鴈治郎・扇雀の兄弟が
夫婦の情愛をみせる
「傾城反魂香」をおく
ります。

▶日程： 12月16日㊌・17日㊍・18日㊎・
 19日㊏　各日10:30開演
▶場所： 京都南座
 （京都市東山区四条大橋東詰中之町）
▶定数： 各日10枚

締切：10月30日

4 KFCカード
　全国のケンタッキー
フライドチキンの店頭
でご利用いただける
プリペイドカード（特殊
店舗は除く）。チャージ

することで繰り返しご利用いただけます。
▶有効期限：2年間・店頭で利用またはチャージ

でさらに2年間延長
▶定数：200枚　※会員おひとり様2枚まで ※お申込
み多数の場合は抽選。お届けは12月上旬予定 ※お釣り
は出ません ※10円単位で使用可 ※事務局での販売は
なし ※抽選となった場合、当選者にのみご連絡 ※オー
クションサイトなどへの転売禁止 ※払い戻し不可

締切：11月5日

2 バイカル GIFT CARD

1枚 （500円分）400円 1枚 （3,000円分）2,700円

2 バイキングレストラン ル・プレジール 〈ランチ〉1
　バラエティ豊かな品数が並ぶ開放的な店内
のバイキングレストラン。音や香りが食欲をそ
そるライブキッチンでのお料理やパティシエ
が仕上げるスイーツなど、魅力あふれるメ
ニューの数々をご堪能ください。
▶有効期限：2021年3月31日㊌まで
▶場所：都ホテル京都八条 ル・プレジール
　営業時間：11:30～14:30（L.O.14:00）
 10月は火曜日定休とさせていただきます
■ご予約・お問い合わせ　
　TEL.075-661-0051

12月18日まで

　1955年創業、
京都の人気洋菓子
店バイカル各店で
お支払いに使える
商品券です。

▶有効期限：なし　▶定数：300枚
▶対象店舗： 京都下鴨本店、京都金閣寺店、
 京都山科店、大阪くずは店、
 北くずは店、奈良学園前店
※イオンモール京都桂川店、オンラインショップは
ご利用不可 ※おひとり様10枚まで ※お釣りは出ま
せん ※払い戻し不可 ※オークションサイトなどへ
の転売禁止

令和元年「吉例顔見世興行」より



テーマ：

顧客満足について理解し、
おもてなしの意識を高める

●日程： 11月22日日 ・ 23日㊗月

観光関連産業担い手創造プロジェクトのご紹介
　KPCでは観光関連事業者を対象に、生産性の向上や就労環境の改善のための専門家の派遣や接遇マナー・働き方の見直し・外国語習得の
ための出前研修、また、今後の観光事業の考え方やマーケティングなどをテーマにした啓発セミナーを実施しています。コロナ禍により観光客
が激減している中で、事業の担い手創造に前向きに取り組む観光関連産業の企業様からの要望が多く、すでに多くの成果が出ています。

今回のクイズ探検は、福知山と綾部に点在する紅葉スポットと明智光秀ゆかりの地です。「クイズ探検手帳」で
各ポイントの問題をチェックし、どれだけ正解できるかチャレンジしてください。「森の京都」をゆっくり堪能しま
しょう。　※ご参加はスマートフォン必携です。 ※クイズ探検手帳は、お申し込みいただいた後にお送りいたします。

今や新型コロナウイルス感染防止策は必須であり、新しい生活様式の中で今まで以上のサービス
提供を目指す事業所を支援していきます。KPCの経験豊富なコーディネーターが事業所の問題点
を聞き取り調査し、ニーズに応じた専門家を無料で派遣いたします。（京都市内に事業所のある観
光関連産業に限ります）　ご依頼は、KPC事務局までご連絡ください。

本事業は、京都府が厚生労働省の「地域活性化雇用創造プロジェクト」の採択を受けて、
京都府・京都市をはじめとする産学公・公労使の「オール京都」体制で実施する「京都の
未来を拓く次世代産業人材活躍プロジェクト」の一環として取り組むものです。

料理旅館業

　職員9名がおもてなしの仕方や不安感を振り返
り、全員で共有することで、おもてなしに対する意
識や目的意識を向上。言語だけでなく、非言語の
印象が大きな鍵を握ることを理解し、意識して正
しい言葉遣いや京都らしい配慮の姿勢で伝える話し方（クッション言葉・依頼形・肯定形）を身に付
けられるようアドバイスした。

結果

▲  顧客満足と感動のおもてなしとはどのようなものかを、例などを通して理解。
   さらに、お客様目線に立つことや「観察力・傾聴力・想像力」を働かせることの重要
   性も理解してもらった。

テーマ：

IT・情報を上手にコントロール　
「今からできる新しい生活に対応した戦略作り」

結果

▲  ウィズコロナ時代の戦略の構築と生産性の向上、IT等の活用による新しい
               働き方など示唆に富む研修内容となった。

観光関連事業者対象のセミナーを開催

●行程： 京都駅八条口〈8:00〉▲ ▲ 道の駅 和（なごみ）▲ ▲ 山家城址公園▲ ▲

あやべグンゼスクエア ▲ ▲ 茶寮ゆらり 結鶴 ▲ ▲ 福知山城・福知山光秀
ミュージアム▲ ▲ 長安寺（丹波のもみじ寺）▲ ▲ 京丹波みずほIC▲ ▲ 道の駅 
京丹波 味夢の里▲ ▲ 京都駅八条口〈18:00頃解散〉

バスの中でクイズ探検手帳をお渡しいたします。
立寄り場所では制限時間があるので、時間内で
正解ポイントをチェック！昼食は町家レストラン
「茶寮ゆらり 結鶴」でランチをご賞味ください。

●参加料金 会員家族： 無料　 会員外： 3,000円
　 ※食事・地域共通クーポンは付きません。  ※会員外の方の賞品付与は上限3問分まで

●定員　先着100名まで
●申込締切日： 11月10日火

クイズ探検！森の京都 バスツアーの場合

ツアーには参加せず自分達で探検したい方には、クイズ探検手帳を別途送付
します。別の日にクイズ探検にお出かけください。

●クイズ探検賞品：

 1問正解につき
 QUOカードPay
 500円分（賞品の付与は後日）

クイズ探検！

●定員： バス乗車24名（最少催行人数15名）/各日
 ※応募者多数の場合は抽選
 ※バスはゆったりお乗りいただくため、２名掛席を１名で利用します。

●参加料金： 一般の通常料金12,000円 ➡
 GoToトラベルキャンペーン適用で7,800円
 会員家族： 5,800円　会員外： 7,800円
※小学生以下は1,000円引き。
※さらにGoToトラベルキャンペーン地域共通クーポン2,000円が付きます。

●申込締切日： 11月10日火
●お申込みはこちらから：
   http://www.kpc.or.jp/news/qtanken5_bus/
　 申込み・代金の支払いは下記旅行会社まで。 お申込みいただいた方には締切後、
　 取扱旅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（株）
     協力：森の京都地域振興社（森の京都ＤＭＯ）

CASE 2CASE 1

お申込みはこちらから➡　
http://www.kpc.or.jp
/news/qtanken5/
（代金は直接KPCに
お支払いください。）

★クイズ探検！森の京都のご注意
●交通費は各自ご負担ください。 ●日帰り団体バスツアーではなく、自由参加という形式となります。
●行動中に起こった事故については、一切責任を負いません。 ●お食事その他バスツアーならでのサービ
スはありません。 ●バスツアーに参加する人は対象外です。 ●賞品は開催期間終了後に配信いたします。

11月14日土～12月6日日（23日間）

●お申込みについて
どちらもGICパスポートの登録とクイズ探検の参加証が
必要です。GICパスポートへの登録を依頼される方は
こちらから、空メールを送ってください。kpc＠posh.jp

　新型コロナウイルスの感染拡大により、今後、予想され
る社会をアンダー・ウイズ・アフターと、3つのフェーズに分
割し、社会・生活・ニーズ・求められるアクションの各区分
において出現が予想される社会現象や消費者意識・行動
について説明。特に、観光関連産業にとっては、当面は近隣府県からの集客のため、マイクロツーリズ
ムへの新たな対応（例、三密・接触の回避等）がキーとなることを解説した。また、今後のマーケテイ
ングのポイントとして①新規顧客とリピート客への対応の違いを明確にすること。②顧客価値創造
（お客様が特別な客として扱われているという感覚）が重要であることを伝えた。




