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ゴチそう3キャンペーン! vol.2
KPC eSports Cup 2
ロケットリーグ®

答えて当てよう いいとこクイズ！

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
今月のいいとこクイズの現地に行っ
てみよう!
GICパスポート登録済みの方はQR
コード①②で開いてください。
（QUOカードPay500円プレゼント
あります）

①今月から始める方
設定用

②回答用

3月号 実施される方のQRコード

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.1443
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▶対象者：ＧＩＣパスポート登録したＫＰＣ会員本人のみ
▶プレゼント受取方法：
店舗ご利用時には特に設定は必要ありませんが、このキャン
ペーンの特典を受けるためにはGICパスポート登録をはじめ
所定の準備が必要です。
こちらのホームページからお申込みください。➡➡➡➡➡➡
http://www.kpc.or.jp/news/gochi3-2/

▶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。

▶定数：200名▶実施期間：3月8日㊊～4月4日㊐

▶申込締切日：4月14日㊌

ゴチそう3キャンペーン!

▼ 対 象 店 舗 ▼（詳細はホームページをご覧ください）

▶プレゼント受取までの流れ
ご利用になった後、レシートを保管しておいてください。
❶KPCゴチそう3キャンペーンVol.2のクーポンコードを取得して
ください。
❷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1,001円以上のレシートの写真を送信してく
ださい。
❸申請締め切り後、QUOカードPay1,000円分を配信いたします。

・　新型コロナウイルス感染症の状況により内容を予告なく変更する場合があります。
・　1,001円以上のレシートをお送りください。
・　FAX、郵便での送付は無効です。
・　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。

ご注意事項

さん

京のお肉処 弘
(本店含め8店舗）

BAIKAL Café

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
（ビアパブ イチヤ）

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 SEKAIYA

蕎麦酒場清修庵
SUINA室町店

CHOTTO WARAKU 天ぷら 万天ふしみや ゆらり

KPCオリジナル支援施
策

Vol.2
今回はレシートもらってきて
KPCが指定店の飲食代金やテイクアウトを支援します。

下記のKPC提携店舗をご利用のうえ、指定の方法によりレシートをKPCまでアップロードしてください。
ランチでもディナーでもテイクアウトでも可です。レシートを撮ってフォームからお申し込みしてください。

〇〇食堂
領収書

〇〇〇〇　　　￥3000〇〇〇〇　　　￥2000〇〇〇〇　　　￥1500〇〇〇〇　　　￥2000〇〇〇〇　　　￥1500
合計　￥6500

〇〇食堂領収書〇〇〇〇　　　￥3000

〇〇〇〇　　　￥2000

〇〇〇〇　　　￥1500

〇〇〇〇　　　￥2000

〇〇〇〇　　　￥1500合計　￥6500

urayama京色 柳馬場BANSAN京色 Fuji屋京色 祇園晩餐京色

清修庵
北大路ビブレ店

洋菓子のバイカル
（下鴨本店/金閣寺店/山科店）



6つの触感を香りで表現しています。
香りを通して触れる新しい体験をお楽しみください。
インセンス 6種18本
インセンスホルダー 1個

※スマートフォンは含まれません。

答えて当てよう いいとこクイズ！ 受付締切
3月5日㊎

表紙に設定用と回答用のQRコードを
掲載しています。

クイズ探検！mini

Q 宇治観光の中心地であ
る平等院や興聖寺付近

から、宇治川沿いを上流へ
歩いていくと吊り橋が見つ
かります。この橋の名前は
何でしょう。

充電式インパクトドライバ　
TD022DSHXB

センセーションアソートメント

MOKA EXPRESS
コーヒーメーカー

マキタ カゴメ

おやつDEっSE２

Lisn

SMOOTH X White
ZHIYUNNo.1

No.2

30名様

3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

No.7

No.3

No.4

No.5
ふっ素加工たい焼器
D-6536

会社のみんなで分けてね

野菜生活100 Care+
ピーチ・アップルmix 24本入り

No.6

200名様

5名様

8名様

バンブーテーブル60
BD-19210名様

5名様

10名様

賞味期限：2021年6月　
内容量：195ml紙パック

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●PC・スマホ▶ www.kpc.or.jp から
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（必須） を記入しお送りください



▶期間：3月6日㊏～2022年3月31日㊍
▶会場：ひらかたパーク
　期間中の休園日、営業時間については、ひらかた
　パークのホームページでご確認ください。 
　www.hirakatapark.co.jp
※フリーパス引換券付入園券は本年度有効券に変
わりました。夏はプール付き、冬はスケートとス
ノーランド付の入園券を準備しております。

〈ご連絡〉
　シーズンが始まる「セ・パ　プロ野球」「サッカーJリーグ」のチケッ
トのあっ旋は、例年この頃にあっ旋しておりますが、昨年からの新型
コロナウイルス感染症の拡大を防止するためチケットの販売方法が
決まっておりません（1月末現在）。主催者からのあっ旋販売方法に
ついて案内がありましたら改めてお知らせいたします。
〈取り扱い終了の連絡〉　京都水族館 前売券終了いたします。
　3月末で、前売券の販売を終了いたします。すでにKPCにて販売
いたしましたチケットは、有効期間内であればご入場いただけます。
アソビュー！チケットでご入場いただけますので、今後はクーポン
コードを活用してください。（GICパスポート登録が必要）

世界中を笑顔にしたミュージカル。
ABBAの名曲に彩られたあの傑作
を、日本でも！
　とびきりのハッピーエンドが、あな
たを待っている――。
世界的ポップスグループ「ABBA（ア

バ）」のヒットナンバーで綴られたミュージカル『マンマ・ミー
ア！』は、結婚式前夜の母と娘の絆を描いた心温まる物語です。
▶日程： 4月 24日㊏13：00
 4月 25日㊐13：00
 5月 1日㊏13：00
 5月 2日㊐13：00
 5月 22日㊏13：00

　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」。春爛漫 美食満開ブッフェ
をお得にお楽しみいただけるランチ＆ディナー ワンドリンク
付き特別料金を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：3月1日㊊～4月30日㊎　※要予約
▶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）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、 営業内容を予告なく変更する場合がございます。

京都ホテルオークラ オリゾンテ 〈ランチ券・ディナー券〉

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

劇団四季ミュージカル マンマ・ミーア！1

　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：3月1日㊊～4月30日㊎　※要予約
▶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）
■ご予約・お問い合わせ
　TEL.075-371-0140（直通）
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、 営業内容を予告なく変更する場合がございます。

締切：3月10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 4月19日まで

4月19日まで

2022年3月28日まで

※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

KPCハイキングサークル  上賀茂神山△301.5m 西賀茂船山△317m
●日程：3月7日㊐　
●集合時間：9:00
●集合場所：地下鉄北大路駅改札口前
●全行程：約6km・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

　神山は世界遺産上賀茂神社の雷神が降臨
したという御神体山です。賀茂川をへだてた
隣の五山送り火のひとつの船山にも立ち寄
ります。

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

●市バス特37号系統（9:11)▶柊野
バス停▶立命館大学グラウンド▶神山（301.5m）

▶加茂川庄田橋▶西賀茂▶船山（317m）▶京都ゴルフ舟山
コース▶西賀茂車庫前バス停（14:00頃解散予定）

コース

初めての方は事務局までご連絡ください。

S席 （通常 11,000円）9,500円

▶会場： 劇団四季 京都劇場　
▶定数：各10名
注意：お申し込みは会員おひとり1公演4枚まで

撮影：下坂敦俊

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

[出演者]　豊竹咲太夫/鶴澤清治
/吉田簑助/吉田和生　ほか
〈第1部〉花競四季寿（はなくらべ
しきのことぶき）、恋女房染分手綱
（こいにょうぼうそめわけたづな）

〈第2部〉国性爺合戦（こくせんやかっせん）
〈第3部〉傾城阿波の鳴門（けいせいあわのなると）、小鍛冶
（こかじ）
▶日程： 4月24日㊏
 1部 11:00開演
 2部 14:00開演
 3部 18:00開演

４月文楽公演3

締切：3月10日

一等席 （通常 5,500円）4,000円

▶会場： 国立文楽劇場
▶定数：各部8枚

　従来のキャラクターショーの枠を
超えた、スペシャルアクションステー
ジで、レーザーや照明、音響を巧みに
使った“ライブ”ならではの演出と、生
のアクションで迫力満点。また完全オ
リジナルストーリーで、テレビや映画
とは一味違った仮面ライダーたちの
活躍が見られます。今、話題の仮面ラ

イダーセーバーやゼロワンなどが大活躍いたします。
▶日程： 5月 30日㊐ ①11:00開演 ②15:00開演
▶会場： 舞鶴市総合文化会館大ホール　
▶定数：各30枚

仮面ライダースーパーライブ2021京都舞鶴公演2

締切：3月30日

おひとり （通常 3,240円）2,900円

ひらかたパーク フリーパス引換券付入園券（通期）3

（当日2,700円）2,200円2歳～
未就学児

（当日4,600円）3,600円大人
（中学生以上）

（当日3,900円）3,100円小学生

※消費税・サービス料込

　12球団の全選手写真付きデータを掲載し
た、プロ野球ファン必携の選手年鑑。公式戦
全日程・各種データも豊富。ハンディサイズで
球場にも持ちこみやすいサイズが好評です。
　
6月30日まで

プロ野球選手年鑑 20214

（通常495円）300円1冊
※消費税・サービス料込



「300万人会員の提携店」として確約されているホーム
ページを作りませんか？ ここで生まれた売上や会費の収納
にかかる費用を「無料」でご支援いたします。

弘のええとこどり『焼肉弘堪能セット』

　京の焼肉処弘で人気の厳選焼肉6種を詰め合わせた豪華セットです。牛をまる
ごと一頭買いすることで、鮮度をコントロールしながら希少部位なども確保する
ことができるため、バラエティ豊かなラインナップの展開も可能となっています。
少人数用サイズで、少しずついろんな種類が食べたいという方におすすめです！

●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、余裕をもってご指定ください（ご希望に添えない場合があります）　●贈答用には対応いたしません。

ご購入金額や回数に関係なく、常に「ダイヤモン
ドステージ会員様」の特典を適用させていただ
きます。ダイヤモンドステージ特典は、特別価格
でのご提供、特別クーポン進呈や会員様限定
セールご招待など、様々な特典をご用意してお
ります。

KPC会員価格 7,900円（税込・送料込）
 （通常価格8,800円）

●エントリー期間：　3/10㊌　16：00まで
●開催場所：　オンライン（参加者に別途連絡）※緊急事態宣言に関わらず実施します。
●プラットフォーム：　PC（推奨）/PS4/Xbox One/Switch 
●定数：　最大48名まで、最少催行人数6名
●参加費：　無料
●賞品：　ゲーミングヘッドセット やリモートワークにも最適な リラクゼーショングッズ　
 上位者には QUOカードPay500円分 をプレゼントいたします。
 詳しくはホームページで

●参加資格：　KPC会員と家族（13歳以上）

オンライン大会への参加お申込みはこちらから

https://gicz.jp/open/eSports2
※FAXでの受付は行いません。

●お申込み：　

開催日時：　3/14㊐
 １４時スタート（予定）

運営協力:株式会社PACkage、株式会社Rubick‘ｓ
画像引用元: ファミ通.com 様

ロケットリーグ®

●備考：
◉インターネット環境のない方はご参加いただけません。
◉アプリ・ゲーム機器＆ソフトのご準備は参加者個人でご負担ください。
◉チャットツール「Discord」のアカウントをとってご準備ください。

KPC eSports Cup 2

インターネットからのお申し込みもできます。
（KPC会員価格が適用されます）

https://gicz.jp/open/tannou01
会社コードに jvF9B9a9z0 を
入力し、登録を進めてください。

Joshin webショップ
https://joshinweb.jp/cp_
stage.html

10％
OFF‼

弘のええとこどり『焼肉弘堪能セット』ハーフ 400g 約２人前　
●豪快クラシタ一枚切り(100g) ●特選ロース(50g) ●上カルビ(50g) ●ドラゴ
ン華咲焼肉(100g) ●サーロインサイコロステーキ(50g) ●マンゴータン 1ヶ(約
50g) ●自家製焼肉のたれ辛口（190ｍｌ）1本 ●非売品 にんにく塩付き

セット内容

全国有名店ラーメン販売 
日本全国ラーメン紀行 Joshin webショップ ご優待受付締切

3月26日㊎まで
受付締切

3月29日㊊まで

札幌から鹿児島、もちろん京都も全国の旨いラーメンを
集めました。豚骨・味噌味など、ご家庭で再現！ ぜひご利
用ください。
※お申込書付チラシも今月号に同封しております。

インターネットからのお申し込みもできます。

https://gicz.jp/open/ramen02

KPCも利用している「GICパスポート」や「クイズ探検！」などスマホ向けWEBシステムを開発しているグレート
インフォメーション(株)より、広告リンク元付きの新しいホームページに関する案内です。

〈 費用について 〉
初期構築費用 ………………………………………………………20,000円
サーバー・ドメイン管理料など維持管理料……年間15,000円（月1,250円） 提供：グレートインフォメーション株式会社

後援：一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター

 最初の構築はプロにおまかせ！
WEBクリエイターがそのまま公開できる状態まで責任をもって作成。

 簡単！管理ページ
ご自分でリアルタイムに内容の追加修正など更新作業ができます。
簡単な設定画面でPCに不慣れな方でも安心です。

メリット①

 入金にかかる経費が無料
クレジットカード決済や銀行・郵便局ATM・コンビニ(ファミマ/セイ
コーマート)など支払い機能を備えたジックZが無料で利用できます。
※クレジットカード決済など収納課金システムは通常、初期費用と月会費、
　さらに取引に応じて手数料がかかります。
※ジックZ利用は通常、入会金50,000/年会費50,000円
※クレジットカード決済は1万円までに制限あります

イベント申し込みと収納をセットしたシステム。 
●アンケートや抽選機能あり。 ●管理画面にて売り
上げ状況や申込者一覧を随時確認、CSV出力可能
※KPCでも利用中。

メリット④

メリット②  広告費用 無料
このシステムで作られたHPを掲載確約する経費は掛かりません。
（KPCなど会員への優待をお願いいたします）

メリット⑤

 広告で閲覧数UP！
広告効果のある企画でより多くの方にHPをみていただけるようにサポートします。

メリット③

とは？

❶ 競技は「サッカー」になります。
❷ KPC内なので、ゲームを通してのコミュニケーションも安全。
❸ 年齢に関係ないスポーツなので、事業所内で世代間ギャップを埋めるツールとして役立つ。
❹ 13歳以上のお子様の参加もOK。

特
　
長

各種業態ごとの見本・お申込みはこちらから　 https://hpk.gicz.tokyo/

※応募人数によってチーム戦も
　検討いたします。




