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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

VR文化祭 開催

初夢 答えて当てよう いいとこクイズ!
クイズ探検！mini

京都レストランウインタースぺシャル　
ご利用補助

かにすきセットのあっ旋

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
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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.1421
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福利厚生メニューをご利用いただくには、
インターネットを経由した下記の3種類のWEBメニューにご登録いただくのがベストです。
どのサービスもご利用前に登録が必要なので、それぞれご自身で登録してください。

または、よろしければKPC事務局側にて一括して登録代行を行います。
KPC会員証とスマートフォンを用意してお手続きしてください。

福利厚生メニュ をご利用いただくには

3つの福利厚生メニュー
登録がオススメ！
3つの福利厚生メニュー
登録がオススメ！

うぇぶ
チケットやイベントの発注がKPCホームページ
からできます。FAXでの申込より便利です。

リゾート関係の各種割引が受けられる福利厚生
メニューを約20,000点ご用意しています。

スマートフォンを使用したイベントへの
参加やクーポンコードの取得ができます。

KPC会員ご本人で、スマートフォンをご利用の方対　象
登録先

改めて空メールを送信
する手順は不要です。
次のページのクイズは、
<…GICパスポート>
から解答できます。

❶ kpc@posh.jp　　　　　に空メールを送信してください。 

❷返信されたメール記載のURLにアクセスし、フォームに必要項目を記入の上、登録してください。
❸手続き終了のメールが届きます。KPC事務局内で登録作業を行い、完了後再度メールいたします。
※上記のWEBメニューをご利用いただくまでに時間がかかります。開始できるようになりましたらメールでお知らせいたします。

登録方法

未
登
録
の
方

す
で
に
始
め
て
い
る
方

1月24日日
11:00

オープン
！

1月2424日日
11:0011:00

 オープン
！

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新年年年年かかかかららららららららららららららら新新新新新新新新新新新新新新ししししいいいワワワワワーーールルルルルルルルルルドドドドドドドドドドドドドドドドドへへへ!!!!!!!!!!!
みみみみみみみみみんんななののの力力力作作作作作ががつつつままっっっったたた会会会場場場（（（ワワワワワワーールルルルドドド））にに飛飛べべべるるるるるに飛べべべるよよよよよよよよよよよよよ!!!!!!!!!!
※すでにアプリををリ インインンイ ストストストトストールールールール済みみ済済済 のの方は、そののまままま自分自分分のアの バタババ ーでででワワででワーワールドルドにに入れます。す。

新年から新しいワールドへ!!
みんなの力作がつまった会場（ワールド）に飛べるよ!
※すでにアプリをインストール済みの方は、そのまま自分のアバターでワールドに入れます。

ClusterアプリをPC、スマホ、タブレットにインストールし、
ご自分のアバターでご覧いただけます。
ぜひご来場ください。どなたでも自由にVR空間を散歩できます。

※イメージです。

（予定）

KPC
ホームページから
入場して

いただけます!

■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

KPC主催



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
1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　を必ず記入し
お送りください

Q 京都府唯一の村・南山城村の木津川
のそばに建つ恋志谷神社。この神社に
通じる橋の名前は何でしょう。

クイズ探検！mini

参加対象 有効期限GICパスポート登録者
（会員のみ） 1月20日まで プレゼント QUOカードPay　500円分

今月の『答えて当てよういいとこクイズ！』の正解だと思うところを訪れ、ご自身のスマートフォンで
下にある回答用QRコードを読み込んでください。「正解」された方には、QUOカードPay500円
分をプレゼントします。ホームページで答えてプレゼント、現地に行けばさらにプレゼントという
「クイズ探検！mini」。ぜひ今月は、この1問にもチャレンジしてください。

※正解者へのプレゼント配信は1月31日の予定です。
※正解ポイントには、この「いやしなびkpc」をご持参いただいて、そこで読み込んでください。
　QRコードのGPSとスマートフォンのGPSが合えば、正解です。
※機種によりGPSの感度が異なり、時間がかかる場合や正解を表示できない場合があります。
※有効期限以降に正解されてもプレゼント配信対象外です。

リソルポイント
10,000円分

山よし
味の宅急便 かにすきセット

京のお肉処 弘
焼肉セット

MEDIK
充電式マスク除菌ケース3名様 10名様10名様 20名様

国産牛もも焼肉用500ｇ、自家製辛口
たれ（190ml）1本付き
配送方法：冷凍便

（ライフサポート倶楽部で
利用できるポイントです）

2人分

QUOカード
500円分

東京セロレーベル
カンセンガード

ダイドードリンコ
大人のカロリミット 玉露仕立て
緑茶プラス/はとむぎブレンド茶

ウクレレ 200名様20名様 5名様 20名様
500mlPET　48本セット
賞味期限：2021年3月

みんなで
分けてね

初夢

GICパスポートでお申し込みの方
　　　名様に
もう1品！

事前に
設定して
ください!

回答用QRコード

＋

さらに「クイズ探検！mini」にもご参加いただけます。

＋＋

200



　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」。冬のシーフードフェアをお
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：2021年1月4日㊊～2月28日㊐（除外日：2月10日～2月14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」（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）

京都ホテルオークラ オリゾンテ 〈ランチ券・ディナー券〉

KPCハイキングサークル  1月例会 「嵐山～小倉山」
●日程：2021年1月10日㊐　
●集合時間：8:30
●集合場所：JR嵯峨嵐山駅改札口
●全行程：約8km・約4時間／初心者向けコース
●装備：行動食、水筒、雨具、軽登山靴、軍手等
●備考：解散のあと、有志による新年会あり。

　新年は、野宮神社や大河内山荘庭園を
経由して、山の上から嵐山・嵯峨野の風景
を眺めることのできる「小倉山」へ。

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。

●JR嵯峨嵐山駅(8:30)▶野宮神社▶竹林の小径▶大河内山荘庭園▶山道▶
小倉山三角点▶下山道▶亀山公園▶嵐山▶JR嵯峨嵐山駅（12:00頃解散）

コース

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）

2 からすま京都ホテル 入舟 「入舟御膳」 〈昼食券〉1

喜劇 お染与太郎珍道中 2 よしもとお笑いライブ in城陽 20211

　アクセス便利な好立地、四条烏丸にあるからすま京都
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
「入舟御膳」をワンドリンク付き1,800円の特別価格でご
用意いたしました。小鉢にお造り、天婦羅、焼魚と旬の食
材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：2021年1月4日㊊～2月28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）

一等席 （通常 12,500円）7,000円

　古典落語から生まれた不朽のドタバタ劇が、大劇場初演出の寺
十吾により新たな視点の現代喜劇に！渡辺えり、八嶋智人をはじめ
とした豪華個性派キャストにてお届けいたします！
〈キャスト〉お染：渡辺えり　与太郎・お役者小僧：八嶋智人
▶日程：2021年2月21日㊐　午後の部15:30開演
　　　　　　　　　　22日㊊　午前の部11:00開演
　　　　　　　　　　23日㊋㊗午後の部15:30開演
　　　　　　　　　　24日㊌　午前の部11:00開演

▶場所： 京都南座　▶定数：各10枚 締切：1月11日 全席指定 （通常 4,500円）3,600円

【出演】笑い飯/藤崎マーケット/アキナ/
 アインシュタイン ほか　
▶日程：2021年1月30日㊏　①15:00 ②18:30
▶場所：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数：各10枚
※5歳以上または身長110cm以上のお子様はお席が必要となります。
※都合により出演者が変更になる場合がございます。
※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・撮影・配信禁止。

締切：1月7日

最長滑走距離5,800m！3つのマウンテンパークに多彩な14コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※別途ICカード預り金500円（カード返却時に返金）をリフト券売り場でお支払いください。
※2歳以下無料。

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。 
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。 
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの
　補償金500円を別途お預かりいたします。お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。 
※お食事券は、3スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます（当日限り）。 
※年末年始（12/29～1/3）は、土休日料金となります。
※子供料金は小学生以下です。子供料金は、現地にてリフト1日券2,100円です。 
※ダイナランド毎週水曜日女性リフト無料（12/30除く、ダイナランドエリアのみ）。

大人（中学生以上）  2,900円（通常4,800円）
子供（小学生） 2,200円（通常3,200円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク 
リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  3,000円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券1,000円分付） 4,500円（通常5,900円）

利用料金

大人 3,600円（通常4,500円）
シニア60才以上 2,600円（通常3,500円）
18歳以下 2,400円（通常3,300円）
幼児（3歳以上の未就学児） 900円（通常1,800円）

平日

大人 3,800円（通常5,000円）
シニア60才以上 2,800円（通常4,000円）
18歳以下 2,600円（通常3,800円）
幼児（3歳以上の未就学児） 1,100円（通常2,300円）

土休日・
年末年始

利用料金

※ハチ北高原スキー場、ハチ北観光協会加盟宿泊施設で使える宿泊補助券2,000円分を
　配布いたします。ご希望の方は、チケットお申込み時にお書き添えください。
※「リゾートヴィラハチ北」は宿泊補助券は使用できませんが、会員証割引（大人1,100円/
　子供770円off）があります。他詳細はお問い合わせください。

滋賀県高島市今津町日置前
※ゴンドラは１往復のみのご利用です。 
※レンタルのこども料金は12歳以下。中高生18歳以下は大人料金になります。

所 在 地

兵庫県養父市ハチ高原・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹所 在 地

利用料金 全日／大人 3,500円（通常4,500円）
  2,000円（通常3,000円）
全日／シニア60歳以上 2,800円（通常3,800円）
全日／子供
（4歳～小学6年生）

【取扱いのご注意】 ●チケットは引換券ですので所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください　●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です ●ご利用枚数制限：会員お一人につき5枚まで　●PTAや子供会
など親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします ●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認の上お申込みください。

販売期間：2021年3月18日木
天候状況により変更する場合があります

11 スキージャム勝山 リフト1日券

全長4kmのロングコースのスノーパーク、
子供も楽しいキッズパーク。

333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

スキー場リフト 
1日券のあっ旋
スキー場リフト 
1日券のあっ旋

2020
～2021
2020
～2021

岐阜県郡上市高鷲町西洞所 在 地

▶有効期限：12月25日金～ 3月21日日（スキー営業終了まで）

▶有効期限：～2021年3月31日水 全日

▶有効期限：～2021年3月31日水

▶有効期限：～2021年3月21日日 全日

おひとり
ワンドリンク付き （通常2,981円）1,800円（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 2021年2月18日まで

2021年2月18日まで

土休日は1,000円分のお食事券付！とにかくスケールのデカさが魅力の高鷲スノー
パークと、西日本最大級の変化に富んだ17コースのダイナランドの共通リフト券。

※消費税・サービス料込 ※消費税・サービス料込



[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

　京の老舗「かにの山よし」のかにすきは、「生」のかにの硬い殻を、食べやすいように一本一本そいであります。
味の決め手は、カニ専門店ならではの特製だし。鰹と昆布から引いただしが味の決め手です。濃縮だしではないので
そのままお鍋に入れてお召し上がりください。
さらに、お鍋にぴったりの美味しい白菜、水菜(京菜)、壬生菜などの京野菜、そして、京ゆば、生麩などの京食材を厳選
してお届け。かに身も野菜も包丁済みなので、お忙しい時でもすぐにお召し上がりいただけます。

第1期受付締切日：12月23日 第2期受付期間：1月4日～1月21日

●ご注文は専用のお申込み用紙にてKPC事務局までお申込みください。商品を発注後、KPCよりご請求書を送ります。お支払いは銀行振り込み(京都銀行・京都信用金庫本支店窓口でしたら手数料はかかりません)、
またはコンビニ決済・LINE Pay請求書払いがご利用いただけます（手数料120円必要）　●配達ご希望日は、余裕をもって発注日より６日以降をご指定ください（ご希望に添えない場合があります）
●年末年始は例年混み合いますのでご利用前日のお届け指定をおすすめいたします　●贈答用には対応いたしません

味の宅配便 かにすきセットのあっ旋
「かにの山よし」より直送！　生のかにすきをご自宅でもお楽しみいただけます。

発送日をご指定ください。
送料について  全地域・全日▶2人前：1,100円／3人前以上：一律1,560円

●かに身
●京野菜セット（包丁済み）
　京水菜、壬生菜、九条ねぎ、金時人参、丹波しめじ
●その他の食材（生麩、湯葉、餅、葛きり）
●専門店特製だし（ストレート）

セット内容
京野菜と「生」のかにすき／一人前約250g2人前／ 

6,300円 (通常7,960円)
※以降の1人前追加ごとに3,900円を加算
※1人前の設定はございません。
　例）3人前は、2人前+3,900円＝10,200円となります。

商品金額

約20％
OFF‼

2021ウインタースペシャル
京都レストラン

対象店舗でご飲食いただいた後に、KPC会員ご本人に補助をいたします。
※昨年とは方法が異なるのでご注意ください。

京都レストラン
ウインタースペシャルとは

今回で開催12回目を迎える、冬の京都の恒例
グルメイベント「京都レストランウインタースペ
シャル」。老舗料亭の料理から蕎麦やうなぎ、寿
司、イタリア料理やフランス料理を代表とする
洋食、京都人がこよなく愛する肉料理、さらに
はイノベーティブと称される斬新な料理、甘味
処・スイーツに至るまで、多種多様な人気店が、
2月1日から3月14日までの期間、「特別感のあ
るメニュー構成」と「わかりやすい価格」でウイ
ンタースペシャル限定メニューをご提供しま
す。この機会にぜひ、冬の美味しい京都をお楽
しみください。

kpc＠posh.jp

GICパスポート他の
登録依頼はこちら

GICパスポート登録
されている方は
こちらから
クーポンコードを
取得してください

〈注意〉 ●参加店のレシートで、企画期間内のものに限ります。　●クーポンコードの記載がない申請は無効です。FAX送信も無効です。　●複数人で
 ご利用になった場合は、それぞれおひとりずつ申請してください。全員のGICパスポート登録が必要です。メールアドレスは重複登録できません。

●主催：京都市、京都レストランスペシャル実行委員会
 （京都国際観光レストラン協会、京都商工会議所、京都市
 観光協会、京都文化交流コンベンションビューロー）

〈対象店舗〉 217店舗：参加店舗とメニューはこちら 

〈提供メニュー価格（店舗により異なる）〉 1,500円 ※甘味・スイーツのみ／2,500円／3,500円／5,000円／
 7,500円／10,000円／12,000円／15,000円 【全て税・サービス料込】

〈補助額〉 会員おひとり1,000円　　〈定数〉 1,000件　　〈対象〉 GICパスポート登録の会員本人
〈補助金の申請方法〉 ご飲食した後、レシートを保管しておいてください。
　①京都レストランウインタースペシャルのKPCクーポンコードを取得
　②返信メールに記載されているURLにアクセスし、クーポンコードとメールアドレスとレシートの写真を送信
　③申請締め切り後、QUOカードペイ1,000円分を配信

〈申請締め切り〉 3月20日まで

●期間：2021年2月1日（月）～3月14日（日）
https://krws.kyoto.travel または
右のQRコードからご確認ください




