
KPCガイドブックのガイドです。
答えて当てよう いいとこクイズ！

KPC eSports Cup 3
LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT

健康ウォーキング

京都丹後鉄道 乗車グッズプレゼント

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

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
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

6月号 実施される方のQRコード
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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.1476
2 0 2 1



KPCご加入の方へ

福利厚生メニューがインターネットでご覧いただけます。それぞれ登録が必要になります。
ログインID・パスワードは各自で管理してください。

会報誌「いやしうぇぶKpc」は、
毎月20日頃にお届けしています。 ご登録いただいておりますと、

内容をちょっと早めにお知らせしております。
@tfq2665h

●給付・助成請求書は、会社を通して添付書類とともに申請してください。
 各種用紙はKPCホームページからダウンロードしていただけます。

●健康診断費用の補助
 労働安全衛生法上の健康診断を従業員の方が受診される際、会員の方の費用については、Aコースの場合お1人につき
 1,000円を補助いたします。提携医療機関がございます。ご近所にない場合は事務局へご相談ください。

●新卒および中途採用社員の採用研修の補助金
●従業員の採用や研修にかかる貸会議室の室料等費用に対して補助いたします。

ガイドブック P19

ガイドブック P20

令和2年度はコロナ禍ながら多くの会員様にご利用いただきました！
映画チケット1,640枚、お食事券401枚、出前館クーポンコード600本、カレー760個、ラーメン853個。
また「クイズ探検！」には通年で301名様にご参加、「答えて当てよう いいとこクイズ！」にはのべ11,333名様に
ご応募いただきました！誠にありがとうございました。

申請いただく書類は、郵送でなくPDFをメール送信していただいても結構です。また添付書類はすべて写しで差し支えありません。

一括登録をご依頼いただければ、KPC事務局内で登録します。
KPC会員証裏面のQRコード（空メール送信先 kpc@posh.jp）からご依頼ください。

●ライフサポート倶楽部 リゾート施設やスポーツクラブ、優待施設がお得にご利用いただけます。

●スマホ会員証 出前館や一休.comレストラン、アソビュー！等のクーポンコードは、GICパスポートに登録
 いただいた方対象に取得していただいています。
 その他クイズ探検！（5月号参照）などスマホを使用するイベントには必須です。

●いやしうぇぶショップ チケットの購入お申込みができます。発注いただくとKPC事務局から事業所あてにお届け
 いたします。また、会員専用ページには、公開できないお得情報を掲載してあります。

自動的に給付金をお支払いするものと、給付・助成請求書を提出していただくとお支払いするものがあります。
※個人会員の方にはあてはまりません。

KPC会員証をお持ちですか？最新の会員証は
　　　　　　　　　をご覧ください。
※お持ちでない方は再発行をご依頼ください。
ガイドブック P3

会社内でKPCの業務をご担当いただく方へ

□各種福利厚生メニュー

□慶弔給付助成金制度 ガイドブック P21

ガイドブック P4

KPCをご利用いただくには

KPCの福利厚生サービスをご利用いたただくためのガイドブックを、先月配布いたしました。
以前からご加入いただいている方も新しくご加入いただいた方も、お手元に届きましたらぜひご覧ください。

（GICパスポート）

ガイドブック のガイドです。

※内容はP5～P18参照



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クイズ探検！mini

5名様

5名様

5名様

12名様

受付締切
6月6日㊐

Q 龍の伝説が残る天橋立。
写真の景色は右上がりに

昇る龍を想像させることから昇
龍観といいます。運気も上昇し
そうな縁起のよいこの絶景が
見られる公園はどこでしょう。

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

お～いお茶 
お抹茶 
POWDER

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

[ふくらましサイズ]
約縦127×横67（ヒレ）
×横49（尾）cm

日本の名城 
デラックス版 
No.7 熊本城
1/350プラモデル
完成時サイズ：長さ335
×幅220×高さ173mm

No.4

会社のみんなで分けてね

日本茶スティック　
アソートギフト

ミニシャチフロート

●日本茶スティック 特上煎茶 1.1g 14本
●日本茶スティック 上煎茶 1.1g 14本
●日本茶スティック ほうじ茶1.1g 28本
賞味期限:2022年9月

AGF

30名様

電動本格
ふわふわかき氷器 
DCSP-20
サイズ：約幅２３０×奥行１９０
×高さ３８０ｍｍ

流麺スライダーそうめん流し器
サイズ：（約）幅1650×奥行245×高さ430mm（セット
時最大サイズ）　電源：そうめん流し駆動部=アルカリ
単1形乾電池1.5V2
本（別売り）、
ポンプ部=アルカリ
単2形乾電池1.5V　
2本（別売り）

ジャイアントベビープール
[ふくらましサイズ]約横163cm
×縦104cm×高さ25cm

1.7g×6本入り  
賞味期限:2021年9月

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！

20名様

伊藤園 48名様
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●PC・スマホ▶
KPC LINE公式アカウント（右のQRコード）
またはKPCホームページから応募してくだ
さい。（GICパスポート対応のページでは
賞品数が1つ多くなっています）

・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

@tfq2665h多くなっています） ・皆様からのご意見は今後の各種事業に反映させ@tfq2665h

グルメを楽しむ♪グルメを楽しむ♪
ライフサポート倶楽部では、近場で楽しめるグルメ情報や、
自宅にいながら地方の名産品、ヘルシーな食事を楽しんで

いただけるメニューをご案内しております。ぜひご利用ください。

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〉2021年4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。

\ライフサポート倶楽部会員専用/

メニューNo. 721048

りぞけっと

マーケットは地球を超えて宇宙まで！

「りぞけっと」内のお買い物で使える
クーポンプレゼント！

ダイワロイヤルホテルの
ショッピングサイト！
各ホテルが選りすぐった
イチオシの「逸品」を全国
にお届けします！
【メニュ一例】
・季節の野菜詰合せ 3,500円
（8品目以上）

NEW
メニューNo. 720034

食宅便

\会員限定/ 便利でヘルシーなお弁当

冷凍でご自宅にお届けする
ヘルシー志向のお弁当です
（おかずのみ）。みなさまの
食習慣の改善に、 最適な
コースを取り揃えています。

【メニュ一例】 ※7食分
・おまかせコース（A） 3,920円
・カロリーケア　　　4,340円

～冷凍の食事宅配サービス～

初回送料 無料（通常 780円）
特
典

メニューNo. 720819

ステーキ宮

とびっきりおいしいステーキ＆ハンバーグ
を召し上がれ

おいしい、 たのしいを
合言葉に、安心安全な
ステーキと自家製ハン
バーグを、創業の味
「宮のタレ」でお召し上
がりいただく、ステーキ
専門レストランです。

お会計料金の5%割引
\クーポン提示で/ 特

典

メニューNo. 720818

本と音楽に囲まれながら過ごす贅沢な
時間をぜひ大切な人と。

ライフサポート倶楽部会員だけに
お得な優待サービスをご用意しております！

ご飲食代金の10%割引
\クーポン提示で/

BLUE BOOKS café KYOTO
ホテルリソルトリニティ京都 1F （中京区麩屋町）

※画像はイメージです。

※クーポンは、会員専用サイトより取得してください。 ※クーポンは、会員専用サイトより取得してください。



（通常4,416円）2,900円おひとり
ランチオーダーバイキング
ワンドリンク付き

[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

1 ミュージアムぐるっとパス
（パス・ブック[入場証] ＋ ガイド・ブック[案内書]） キネマの神様 <ムビチケカード>

1冊 （当日1,000円）800円

　関西地区の美術館・博物館等
49施設を対象に、年度内に開催
される該当の展覧会（年間約
230件）を有効期限内に無料ま
たは割引料金で利用できる「パ
ス・ブック［入場証］」と、便利で楽
しい「ガイド・ブック［案内書］」の
2冊セットです。
▶利用期間：
 ～2022年3月31日㊍まで
▶利用有効期限：
 利用開始日を含む4ヵ月間
 ※昨年より1か月延長

11月30日まで

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

2
 “映画の神様”を
信じ続けた男の
人生とともに紡が
れる愛と友情、そ
して家族の物語。

8月31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）

1 松竹新喜劇 夏まつり特別公演

一等席 （通常 11,000円）4,000円

　二代目渋谷天外、藤山寛美、連続テレビ小説「おちょやん」のモデル・浪
花千栄子らを輩出した松竹新喜劇。 南座7月公演は多彩なゲストを迎え
て人情喜劇の魅力をたっぷりとお楽しみいただきます。ご期待ください！
[演目]一、新作喜劇『一休さん』 二、『愛の小荷物』
[出演者]渋谷天外/藤山扇治郎/久本雅美/桐生麻耶（OSK日本歌劇団　
特別専科）/毎田暖乃「おちょやん」千代の幼少期役で出演
▶日程：7月16日㊎午前の部11:00開演
 7月17日㊏午前の部11:00開演　7月17日㊏午後の部15:00開演
▶会場：京都南座　
▶定数：各公演6枚

締切：6月13日
※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた席
配置となるため、お席が離れる場合があります。

2 よしもとお笑いライブin城陽2021～夏の幕開けはお笑いで～

全席指定 （通常 4,500円）3,500円

　抱腹絶倒の漫才をお楽しみください！
[出演者] 中川家/スーパーマラドーナ/ダイアン/ニューヨーク/
ミルクボーイ/学天即/もりやすバンバンビガロ/滝音
▶日程：7月3日㊏ ①12:00 ②15:30（各回1時間前開場）
▶会場：文化パルク城陽 プラムホール（東館2階）
▶定数：各公演20枚

締切：6月10日

※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。

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

　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：6月1日㊋～7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：11:30～15:00（L.O.14:30）

3

※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ください。

■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。
※6月と7月ではメニューが異なります。　※消費税、サービス料込。

7月20日まで

掲載例＜京都＞
京都国立博物館/京都国立近代美術館/
京都文化博物館/清水三年坂美術館/
龍谷大学 龍谷ミュージアム/茶道資料館/
京都伝統工芸館/福田美術館/
嵯峨嵐山文華館/京都市京セラ美術館

料金 （当日1,900円）900円

©2021「キネマの神様」製作委員会

3 サーティワン アイスクリーム ギフト券

①500円ギフト券 （通常 500円）　※おつりが出ます。450円
②バラエティボックスギフト券 （通常 2,140円相当）　2,000円

　アメリカ生まれのサーティワンは、世界最大級のア
イスクリームチェーン。1,300種類を超えるアイスク
リームを通じて、お客様に幸せをお届けしています。
▶有効期限：なし　
▶定数：各10枚まで

締切：6月10日

4 全国共通お食事券ジェフグルメカード

1セット （通常5,000円、500円×10枚入り）4,500円

　大手のファミリーレストラン、ファストフード、居酒屋などの外食チェーン店
を中心として、全国約35,000店でご利用いただける全国共通お食事券です。
テイクアウトでも使えます。お支払い時に現金と同じように使用できます。
▶定数：100セット

締切：6月15日

※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7月上旬予定。　※有効期限はありません。
※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。　※事務局では、1枚480円にて随時販売中。

※バラエティボックス（レギュラーサイズ6個入）と引換。おつりは出ません。

※ご利用いただけない店舗があります。 （ご利用いただけない店舗） 上のステッカーが貼ってある
お店でご利用いただけます。 
ご利用いただける店舗
はこちらから▼
https://www.jfcard.co.
jp/shopinfo/use.php

5 こども商品券

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。
▶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。

締切：6月15日

6 図書カードNEXT

1セット （通常1,000円））900円

　書店で本や雑誌が購入できる図書カードNEXT。QRコード読取り方式
の新しい図書カードです。全国の取扱店でご利用いただけるほか、オンラ
イン書店でもご利用いただけるようになりました。
▶有効期限：2034年12月31日まで　▶定数：300枚

締切：6月15日

※ひとり3枚まで。 ※図書カードNEXTのロゴマークがある書店やウェブサイトでご利用いただけます。　※換金はできません。
その他詳細は https://www.toshocard.com/よりご確認ください。　お客様専用フリーダイヤル0120-104304

※お申込み多数の場合は抽選。　※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。

2021

ガイド・ブック［案内書］

パス・ブック[入場証]
＆ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

お得な話、知らない話
うれしい話がいっぱい！

展覧会年間全日程を
一挙に掲載

新発売

パス・ブック[入場証]
＆ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

楽しいガイド

お得な話、知らない話
うれしい話がいっぱい！

全国初
展覧会年間全日程を

一挙に掲載

2021

ガイド・ブック［案内書］

ガイド・ブック［案内書］

利用期間　2021年4月1日～2022年3月31日

2021感

謝とともに1
7年

2021

パス・ブック［入場証］

パス・ブック[入場証]
＆ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

5施設のスタンプで
スタンプラリーに応募可

関西の魅力的な
49の施設が参加

新発売

パス・ブック[入場証]
＆ガイド・ブック[案内書]
2冊セットで超お得

スタンプラリー

5施設のスタンプで
スタンプラリーに応募可

大集合
関西の魅力的な
49の施設が参加

2021

パス・ブック［入場証］

パス・ブック［入場証］  1,100円

有効期間　利用開始日を含む4ヶ月間有効
利用期間　2021年4月1日～2022年3月31日

2021感

謝とともに1
7年

[監督]山田洋次
[出演]沢田研二/菅田将暉/永野芽郁/野田洋次郎/
 北川景子/寺島しのぶ/小林稔侍/宮本信子

2021年8月6日㊎から全国300館以上でロードショー
公開。 ※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

合があります。



健康ウォーキング ＜伏見稲荷大社＞

コロナ禍での運動不足解消のため、鴨川の心地よい風を感じながら伏見稲荷
大社を目指します。ガイドさんが付く往復約6kmの健康ウォーキングです。
コースの大半は歩きやすい河川敷のため、比較的安全に歩いていただけます。
スーパー銭湯・伏見力の湯に戻った後は入浴していただけます。

新規優待 京都丹後鉄道 乗車グッズプレゼント引換券 〈事前にお申込みが必要です〉

●エントリー期間：6/10㊍ 16：00まで
●開催場所：オンライン（参加者に別途連絡）
●プラットフォーム：スマートフォン、タブレット（iOS/android）
●定数：20名まで、最少催行人数6名
●参加費：無料
●賞品： MVPの方1名様にゲーミングヘッドセット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/eSports3
※FAXでの受付は行いません。

●お申込み：

開催日時 ：6/27㊐ 15時スタート

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

リーグ・オブ・レジェンド：
ワイルドリフト

●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。
◉チャットツール「Discord」のアカウントをおひとりにつき1つ登録して
　ご準備ください。
◉対戦についてはリハーサルで打ち合わせします。

KPCeSportsCup3
※接続テストを兼ねたリハーサルを同日11時頃より行います。

「リーグ・オブ・レジェンド」は、世界で最もプレイされているマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ
（MOBA）ゲームです。 プレイヤーたちは多彩なチャンピオンたちの中から1人を選択し、仲間たちと力
を合わせ、戦略を駆使し、相手の本拠地を目指します。「リーグ・オブ・レジェンド」の5v5MOBA体験を、
モバイル用にゼロから再構築したのが「ワイルドリフト」です。

●お申込みは
　こちらのサイトから➡➡➡
https://gicz.jp/open/Fwalk01

20名
（最少催行5名、申込者多数の場合は抽選）

6月6日㊐

6月13日㊐13:00出発
※15:00頃戻り予定

スーパー銭湯・伏見力の湯
（京都市伏見区竹田青池町135）

集 合

日 程

定 員

申込締切日

受付終了日

おひとり 会員家族 500円（税込み）
 会員外 1,000円（税込み）

料 金

新型コロナウイルス感染防止対策として
●屋外イベントではありますが、マスクの着用は
必須です。またイベント前には検温します。
●自治体からイベント自粛要請があった場合は中
止とさせていただきます。

※雨天の場合は、6月19日（土）に順延します。前日までの天気予報で開催の可否を判
断し、前日までに力の湯から参加者に直接お電話でお知らせさせていただきます。
※駐車場は力の湯駐車場をご利用いただけます。

（ガイド料、入浴料、入浴時レンタルタオル）

丹後くろまつ号／丹後あかまつ号乗車記念セットをプレゼント
（KPC発行の引換券と車内で引き換えです）
さらに、日付スタンプが明記された「記念乗車証」の写真を投稿いただ
きましたら、水戸岡鋭治氏デザインの丹後くろまつ号によるオリジナル
QUOカードPay1,000円分を先着500名にプレゼントいたします。

6月1日㊋～2022年3月21日㊊㊗のご乗車〈要予約〉
KPC会員とご家族 合計5名まで対 象

期 間

特 典

※丹後くろまつ号/丹後あかまつ号セットの引換券は1組5名様まで、KPC会員ご本人とご家族様
一人ひとりに差し上げます。
※セット内容は、ご乗車される車両により異なります。
※QUOカードPayにご応募いただけるのは、GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人様のみです。
※京都丹後鉄道の予約システムとKPCは接続しておりませんので、引換券は別途KPCにお申込みが必要です。

全体で500組まで定 数

●引換券はご乗車日の1週間前にはお申し込みください。
●丹後くろまつ号/丹後あかまつ号セット引換券は、GICパスポートの登録が
なくてもご利用いただけます。
●QUOカードPayのプレゼントには、GICパスポートの登録が必要です。そ
の申請はご旅行の後からでも結構です（定数内に限り）。

●新型コロナウイルスの感染拡大状況により、運行が変更になる場合があ
ります。運行事業者の指示に従ってください。

注 意

◉特典引換券の受付他詳細はKPCホームページまで
 www.kpc.or.jp/news/tantetsu2021/

NNeewwNewNew

京都丹後鉄道でひとときの旅行気分を。
京都丹後の美しい海、穏やかな山並み、のどかな田園風景など眺めながら、地元の食材をふんだんに使った料理を味わっていただける、
レストラン列車丹後くろまつ号。また運賃と乗車整理券（550円）で観光列車の旅を手軽に楽しめる丹後あかまつ号。
丹後くろまつ号/丹後あかまつ号に乗車されましたら、KPC会員特典があります。 乗車は

予約制

引換券申し込み受付 2022年3月16日㊌
写真投稿受付 2022年3月25日㊎




