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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
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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

友だち募集中です。
臨時のオトク情報など   
お知らせします。

@tfq2665h

VR文化祭
作品を募集いたします！

大人のための贅沢旅
バスツアー
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.14112
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作品募集
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、せっかくだから制作活動に費やした時間の成果を発表しませんか。
バーチャルリアリティの世界に展示いただく作品を募集いたします。

主催 ：  公益財団法人 
 京都中小企業振興センター　

協力 ：  株式会社PACkage、
 株式会社Rubick’s

VR文化祭に出品してもしなくても

VR体験するには！
Clusterアプリを、PC・スマホ・タブレットにインストール
してください。ご自分のアバターを選んでいただいて
どなたでも自由にVR空間を散歩できます。

募集要項

※著作権に関して問題がない作品に限ります。
※公序良俗に反しない作品に限ります。
※VR作品は除きます。
※動画については、外部のストレージサービスから埋め込む場合があります。
※作品データについては、返却いたしません。
※VR展示期間終了後も、KPCのホームページ内で展示する場合があります。

◉開催日程　2021年 1月24日㊐ 11:00から公開（予定）

◉開催会場 cluster内VR会場（ただ今建築中）

◉応募規定 1.応募資格: KPC会員およびその家族
2.作品についての条件: 応募はおひとり様1点

◉作品カテゴリー

写真／映像／陶芸／絵画／書道／工芸品／
手芸／音楽（楽器演奏）／料理／その他

◉出品料  無料
◉作品の出品について

作品は、出品者で写真を撮るなどしてデータ化
していただいた作品を展示します。
データサイズは3MBまでに抑えてください。

◉データ形式

○動画（タイムラプス動画も含む）.mp4　など
　（1分間程度に収めてください）

○静止画 .jpg .png .gif など

◉出品方法

下記ホームページにファイル転送フォームが
　ありますので、そちらから送信してください。

◉作品応募締切日  1月11日㊊
詳細については、KPCホームページから。
https://www.kpc.or.jp/news/vr_bunkasai/

※ONLINEトーク&ライブは中止いたします。

㊊
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18名様様

4名様

4名様4名様

30名様

冬を感じる小旅行をご提案します！
新しいホテルからお料理を楽しめる旅館まで…
ライフサポート倶楽部でご提案します。　

感染対策に気を付けながら、楽しい旅行を楽しみましょう。

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

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
12月7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 京都御所から辰巳の
方角にあることが名前

の由来となったという神社
のすぐそばに架かる橋。神
社の御祭神はこの橋近辺
に住んでいた狸だとか。こ
の橋の名は何でしょう？

京佃煮　野村　京のあじわい

多用途 おでん鍋 ふるさとのれん
No.1

No.2

100名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

フレッシュフィール
レタス/ラディッシュ/
サラダホウレンソウ

No.7

No.3

丑どしセット
No.5

匂い袋 はつゆめ
No.6

100名様

20名様

内容量:
350ｇ(7g×50袋)×6箱 合計300杯分

内容物：シール3種各１枚、カード(封筒
付)1枚、メモ紙2種各10枚、たね銭入れ
1枚、タオルハンカチ１枚　丑さんを
ぎゅっと集めた進物セットでございます。

底面給水栽培セット。
3種類のうちどれかひとつ

木版摺。枕下
に敷いて見る、
縁起の良い初
夢カード付き。

生姜昆布45ｇ/ちりめん
山椒20g/さざなみ20g/
しば漬きくらげ45g

煮る・茹でる・焼く・蒸す・炒める、
の1台で5役
幅387×奥行290×
高138mm

職人の珈琲 ドリップコーヒー
深いコクのスペシャルブレンド

会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

8種48個セット
賞味期限:2021年7月

賞味期限:2021年8月

賞味期限:
常温180日

「じっくりコトコト」スープ
オリジナルバラエティー
セット

No.4

〈メニュー例〉料金例は、2020年10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
「リゾート・トラベル」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。

※他府県をまたぐ移動が制限された場合や、緊急事態宣言が発出された場合は行動を変更しましょう。

特
典

メニューNo. 270119

歴史を紡ぐホテルへ
この土地で紡がれてきた上質なおもてなしの心と品格。
大浴場付きのワンランク上のトリニティシリーズです。

素泊り 1,455円～

大阪府／淀屋橋

ホテルリソルトリニティ大阪

◆GoTo！ リソルでEnjoyプラン
   モダレットルーム 2名1室利用時 お一人様

\☆★ 開業記念プラン ★☆/

メニューNo. 257015

ちょっと小粋な料亭風の料理旅館！
地産地消にて当日厳選した素材でお出しする数々の
料理の味付けはまさに絶品！

1泊2食付 15,400円～

石川県／片山津・山中

山代温泉 紅柿荘 （こうしそう）

【スタンダード】 純和風旅館で日本海の食材を味わう
 1名～4名1室利用時 お一人様 

メニューNo. 300006

紺碧の熊野灘に面した風光明媚な海辺のお宿
露天岩風呂から、日本一の名瀑「那智の大滝」が
眺めることができます。

1泊2食付 13,750円～

和歌山県／勝浦・串本・すさみ

かつうら御苑

メニューNo. 280001

有馬温泉駅から徒歩2分の好立地
有馬の中で数少ない金湯・銀湯の両方を持ち、
洋室のベッドスタイルでの提供です。

1泊2食付 15,850円～

兵庫県／有馬

メルヴェール有馬

＜プラン一例＞
ツインルーム+エキストラ
1名～3名1室利用時 お一人様 

2020年10月
Grand
 Open 

◆【RESOLオリジナル】＜早期割２１＞年間プラン
   本館和室 2名～5名1室利用時 お一人様

\《Web限定》 板長おすすめ!/

案します！案します！

ょう。ょう。

メニューカテゴリーより
「リゾート・トラベル」を選択

3名様

ポッカサッポロ

UCC

嵩山堂はし本

嵩山堂はし本



（通常10,500円）9,100円ディナー
ムニュプレジール

（通常3,900円）3,000円ランチ
ムニュシエル（通常4,416円）2,900円おひとり

（通常5,500円）4,500円ディナー
オーダーバイキング

（通常4,500円）3,100円ランチ
オーダーバイキング

（通常8,800円）6,800円
（通常7,300円）5,700円
（通常6,800円）5,800円
（通常5,300円）4,300円

ランチ

ディナー

平日

土日祝
平日

土日祝

ランチオーダーバイキング ワンドリンク付き

からすま京都ホテル2階中国料理「桃李」
ランチオーダーバイキングチケット

フレンチの口福感とイタリアンの軟らか
さ。ふたつの魅力を重ねる「京キュイジーヌ」
を、最上階からの古都京都の眺めとともにお
召し上がりください。
▶有効期限：～2021年3月31日㊌
▶除外日：2020年12月24日㊍～12月27日㊐
 2020年12月31日㊍～2021年1月3日㊐
▶場所：ビュー＆ダイニング「コトシエール」

　桃李の看板メ
ニュー「ランチオー
ダーバイキング」の
チケット販売です。
必ずご予約のうえ
ご利用ください。

▶有効期限：12月1日㊋～2021年1月31日㊐
▶場所：からすま京都ホテル2階 中国料理「桃李」
▶営業時間：平日11:30～15:00（L.O.14:30）

2 分離派建築会100年 建築は芸術か？
100 Years of BUNRIHA ： Can Architecture Be Art？

[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

12月例会 京都・大文字山
●日程：12月6日㊐　
●集合時間：8：30
●集合場所：JR山科駅改札口前
●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190円（京都駅から）

　紅葉の名所、毘沙門堂から大文字へ。
京都市内を一望した後は銀閣寺にて解散
します。

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。
最寄駅からの乗車でも結構です。現地解散です。

●JR山科駅▶洛東高校前▶毘沙門堂▶七福思案処▶大文字山
三角点▶大文字火床▶銀閣寺（15:00頃）解散予定　　　

コース

一般 （当日1,500円）900円
大学生 （当日1,100円）500円
高校生 （当日600円）200円

大正時代、日本の建築界に鮮烈なインパクトをもって現れ
た新星たちがいました。日本で最初の建築運動とされる分離
派建築会です。2020年で結成から100年。本展は、図面、模
型、写真、映像、さらには関連する美術作品によって、変革の
時代を鮮やかに駆け抜けた彼らの軌跡を振り返ります。
▶会期：2021年1月6日㊌～3月7日㊐
▶開館時間:9:30～17:00（ただし金・土曜日は20:00まで）
 ※入館は閉館の30分前まで。

▶休館日:月曜日、2021年1月12日㊋
 ※ただし1月11日（月・祝）は開館。　※払い戻し不可。

▶会場:京都国立近代美術館（岡崎公園内）

　各種アトラクションやイベントのほか、冬はスケートなど、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。

2021年3月25日まで

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

1 3 木梨憲武展 TIMING―瞬間の光り―
　自身2度目となる全国美術館ツアーを開催中の「木梨憲武
展」がついに京都で開催！ニューヨーク、ロンドンの個展で披
露された大人気シリーズや絵画だけでなく、ドローイング、映
像、オブジェなど自由な発想による作品約200点を展示。

▶会期：2021年2月16日㊋～3月28日㊐
▶休館日：月曜日
▶開室時間:10:00～18:00
 ※金曜日は19:30まで（入室は閉室30分前まで）。

▶会場:京都文化博物館（中京区三条高倉）

4 ホテルグランヴィア京都 15F
「コトシエール」5

（当日2,600円）2,300円
（当日3,800円）3,200円小学生

（当日4,500円）3,700円おとな
(中学生以上)

（当日1,400円）800円
（当日2,100円）1,400円おとな

(中学生以上)

ひらかたパーク 冬シーズン

▶有効期間：12月5日㊏～2021年2月28日㊐
※スケート貸靴のご利用には貸靴料金700円が別途必要です。
※フリーパスは「のりもの乗り放題」です。ウインターカーニバル入場は別途料金が必要です。
※ウインターカーニバルは12月19日より営業です。
※期間中は休園日がございます。 2021年2月27日まで

2021年3月7日まで
2021年1月17日まで

こども
(2歳～小学生)

2歳～
未就学児

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/

入園+
フリーパス

入園+
ウインター
カーニバル

※心身に障がいのある方と
付添者1名は無料（要証明）。

※本料金でコレクション展も
ご覧いただけます。

一般 （当日1,600円）1,100 円
大高生 （当日1,300円）800 円
中小生 （当日600円）200円

※障がい者手帳などをご提
示の方と付添1名様までは
無料（要証明）。
※学生料金でご入場の際に
は学生証をご提示ください。

約30種の人気メニューをお席にて
「安全・安心」に心ゆくまでご堪能ください。

▶有効期限：～2021年3月31日㊌
▶除外日：2020年12月21日㊊～12月25日㊎
 2020年12月31日㊍～2021年1月3日㊐
▶場所：カフェレストラン「ル・タン」

2021年3月25日まで

ホテルグランヴィア京都 2F
「ル・タン」6

　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
形式で提供します。
▶有効期限：～2021年3月31日㊌
▶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」

2021年3月25日まで

ウェスティン都ホテル京都
オールデイダイニング「洛空（らくう）」7

※料金に消費税サービス料を含みます。
※幼児無料。　※大人1名につき小学生（6歳～12歳）1名無料。
■ご予約・お問い合わせ TEL.075-771-7158 受付時間10:00～18:00 ※ご利用は2名様より承ります。

※料理のご注文はテーブルで統一願います。　※1/1～1/3を除く。
■ご予約・お問い合わせ　からすま京都ホテル「桃李」
　TEL.075-371-0141　11:00～20:00

メニューなど詳しくは公式サイトをご覧ください。
※12月と1月ではメニューが異なります。

2021年1月19日まで

KPCハイキングサークル



クーポンコード対象ネット予約先

お出掛け前のネット予約が当り前の生活様式になりました。ネット予約
で決済する前にちょっと待ってください。そこは、KPC対象施設/店舗
ではありませんか? KPCの補助クーポンコードを入力して、新生活様式
でもお得に楽しんでください。

取扱旅行会社：（株）ダッシュツーリスト

※バスの座席は２名掛けを１名で利用いただきます。
※添乗員付き

締切:各出発の12日前まで

●内容：ご契約金額から最大10％値引
●方法：御見積もり依頼時に会員証をご提示

ください。
●対象：会員とその家族

●京都駅八条口（8:00）▶富士
酢製造元「飯尾醸造」の蔵見学▶
料亭『ふみや』にて特別海の幸会
席（たっぷり2時間）▶橋立やま
いち（お買い物）▶京都駅八条口
（17:40頃解散）

コース

大人のための贅沢旅
極上の旬を味わう宮津の旅

国内で唯一米作りから醸造までを手掛ける富士酢製造元「飯尾醸造」にて本ツ
アー限定特別蔵見学と店舗でのお買い物（10％オフ特典あり）、昼食は宮津の料
亭『ふみや』で本ツアー限定の海の幸会席(メインは焼きガニ)をご用意しました。
※当日の朝に仕入れる海の幸により料理内容が変わります。
※宮津遺産認定「料亭ふみや」の焼き鯖寿司のお土産つき。

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/bus1216

●日程：12月16日㊌／2021年1月20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：15名（最少催行人員10名）
●料金：通常旅行代金23,000円➡GoToトラベル

キャンペーン適用で16,000円
 会員家族（子供同額）:13,500円
 会員外:16,000円
 ※どちらも地域共通クーポン3,000円付

テーマ：

HACCP（ハサップ）※
対応の基礎知識を得て、実践すること。

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。

和菓子製造販売　　　

　食品を扱う企業にて、新たな衛生管理手法「HACCP」への対応
について、役員をはじめ製造担当者、販売責任者約20名を対象に
講師を派遣し、セミナー形式で講義を行った。食中毒事例を交えて
食品衛生の基本、重要性を解説指導し、HACCPついても説明。日
を改めて実施した製造現場での研修では、少人数で現場視察し、そ
の場で気づいた点を指導、質疑応答の時間を設けて改善を図った。
※HACCP：食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因を
把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それら
の危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品
の安全性を確保しようとする衛生管理の手法（厚生労働省HPより）。

結果

▲

経営者およびHACCP推進担当者は、HACCP導入の進め方について整理、他の従業
員はHACCPについて基礎知識を習得。製造現場では、手洗い設備（水道蛇口）のハン
ドルをレバーに変更することや管理書類について提案があり、即改善の指示が出され
た。視察後はHACCP対応等について意見交換があり、さらなる衛生管理面の向上に
つながると期待。工場管理者、HACCP担当者からの様々な質問に対してもその場で
回答があり、当事業所において今後のHACCP対応に非常に役立つ派遣となった。

結果

▲

意見交換によって当館のアピールポイントを整理したところ、①立地条件
の良さ（東山の観光名所である建仁寺、八坂神社、高台寺が徒歩圏内）②
季節感あふれる京料理を堪能いただけること③万全な新型コロナウイル
ス対策、空気清浄機完備していることが挙がり、立地・食事・コロナ対策
が京都で1番となるサイトづくりを行うことになった。また、ミーティング
の場で、若い職員が自ら自分の旅館を良くしていこうという真剣な意見
が出てきたことに、経営者サイドは驚きと同時に喜びを感じた。専門家か
らWEB作成のプロモーションコンセプトを再確認し、見積り依頼するた
めの整理シートを作成。WEBサイトの更新が経営課題の洗い出しのきっ
かけになった。新しいホームページは、作成中です。（10月末現在）。

テーマ：

自社ホームページの更新

純和風料理旅館CASE 4CASE 3

　コロナ禍での売上改善策のひとつとして自
社ホームページの更新を検討。他社のツアー
検索サイトからの宿泊予約が8割程度という
状況を踏まえ、自社ホームページからの予約
数アップに向けた意見交換を、専門家や若手
女性社員を交えて実施した。

お申込み頂いた方には締切後、催行旅行会社よ
り請求書が郵送されますので、振込下さい。

新規優待

特典には条件がありますので、
当社HPをご確認ください。
Jルーフ京都/滋賀
https://jroof.jp/info/kpc/▶

住所 ◆〒629-0102京都府南丹市八木町室橋美津26番地
営業時間 ◆ Jルーフ京都9:00～17:00
休業日 ◆土曜・日曜・祝祭日・年末年始等
TEL ◆ 0771-42-2555　FAX ◆ 0771-42-5931

GICパスポートを登録済みのKPC会員本人対 象

下記のURLからお申込みいただき、スマートフォン
で操作してください。ネット決済時に値引きになる
「クーポンコード」をすぐに発行します。

方 法

※ご利用にあたっては、各サイトでの登録が必要です。
※1決済にクーポンコードを1本使用する場合が多いです。1本ずつ取得してもまとめて数本
取得しても結構です。
※コードの配布数には制限があります。一度発行したコードは再発行できないため大切に保
管してください。
※FAXではお申込みいただけません。

1決済につき、1,000円補助
5本まで（2021年3月末まで
有効）全体数200本がなくなる
か、3/10のどちらか早い方で
受付終了
※10月号でご案内いたしましたが、再
度お知らせしています。

★一休.comレストラン
★アソビュー！

設定はこちら▶▶▶
GICパスポート取得
済みの方は読みこん
でください

設定はこちら▶▶▶
GICパスポート取得
済みの方は読みこん
でください

1決済につき、1,000円補助
3本まで（2021年3月末まで
有効）全体数200本がなくなる
か、3/10のどちらか早い方で
受付終了

新機能のお知らせ

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 

規規優新規優待

屋根・外壁・リフォームＪルーフ京都




