
グランピングしてみよう

釣れ過ぎ注意！ 海釣り体験会

答えて当てよう いいとこクイズ！

クーポンコードでお得

KPC eSports Cup 4
　ウイニングイレブン

沖縄県西表島

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

8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.1498
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海釣り公園 みかた

三方五湖や若狭湾の景色を楽しみながら釣りができる
「海釣り公園 みかた」。ファミリー向けのプランです。

釣り方はスタッフさんが丁寧に指導してくれるので、たくさん釣れますよ。
海の空気をいっぱい吸って開放感を楽しみましょう！

釣れそうな魚： 小アジ・アジ・グレなど
釣り放題です。釣れた魚はお持ち帰りください。

※荒天時は中止いたします。雨天が予想される際は事前連絡
をいたします。 ※釣れた魚は、お持ち帰りできます。　
※えさの持込不可。

備　考

▶事前にお支払いください

 〈釣りする方〉 2,000円 （通常2,800円）/1名　大人子供同額
 〈見学者〉 330円/1名
▶現地でお支払いください
 ●エサ 600円（2名分） ●貸さお 1,000円 ●すかり（網） 330円　
 ●クーラーボックス持参の方は氷無料 
 ●終了後にもっと釣りたい方は延長される場合、1時間ごとに1,400円かかります。

料　金

会　場： 海釣り公園 みかた
日22/8 9:00スタート　

※現地集合・解散日　時：

実施時間： 入園から2時間

〒919-1453　
福井県三方上中郡若狭町小川17-36
TEL/0770-47-1140　
FAX/0770-47-1141
駐車料金： 無料

体験会

釣れ過ぎ注意!

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、他府県をまたぐ移動が規制された場合や緊急事態宣言が再び発出された場合は中止になります。
催行時は、ソーシャルディスタンスを取り、マスク着装してください。また入園時に受付にて体温を測定いたします。37.5度以上の方はご参加いただけませんので予めご承知ください。

こちらのホームページからお申込みください。
ご参加いただく方には、メールアドレスをご登録いただきます。
※FAXでの受付をいたしませんのでご了承ください。

お申込み方法

https://gicz.jp/open/3k5k2021

定　数 釣り人40名
（最少催行人数10名、お申込み数多数の場合抽選します。）

お申込み締切日：8月11日水

グランピング
してみよう

活動自粛してきたけど、終息までもう少しこの状況が続くかもしれない。
昨年の夏とは違い、今年は豪華なアウトドアで広い空と海を見に行く、

というのはいかがでしょうか。
感染対策をしっかり行っているグランピング施設と提携しました。

●内容 KPC会員証提示で、精算金額から10％OFF
 日帰りBBQのご利用も10％OFF
 ※日帰りBBQはファームグランピング京都天橋立のみ対応

●優待方法 電話予約時にKPC会員であることを伝えてください。
 チェックアウト時にはKPC会員証を提示してください。
●適用除外日 4/29～5/5、
 7月海の日、7月第4土曜日、
 8月の第1第2土曜日、8/10～8/16、
 9月の第3土曜日
●人数 KPC会員を含めて1グループ5名まで
●お支払い方法 現地で現金もしくはクレジットカードが使用できます。

●対象施設

ご予約用TEL： 050-3161-4575
受付時間 9:00～19:00
〒626-0225 
京都府宮津市日置4054

ご予約用TEL： 050-3161-4578
受付時間 9:00～19:00
〒626-0225 
京都府宮津市日置3700-73

ご予約用TEL： 050-3161-4577
受付時間 9:00～19:00
〒626-0225　
京都府宮津市日置3989-1

ご予約用TEL： 050-3161-4576
受付時間 9:00～19:00
〒629-2243　
京都府宮津市難波野397-13

グランドーム
京都天橋立

GLAMPING VILLAGE 
HAJIME

ブルードーム
京都天橋立

ファームグランピング
京都天橋立

海が見え、川遊びもできる
最高のロケーション

個別シャワー・お風呂付きで
初心者でも安心

カヤックや魚釣りなどの
マリンアクティビティが充実

収穫体験や食に関する
体験メニューが充実



5名様

5名様

10名様

10名様

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

受付締切
8月5日㊍

Q 一枚岩の上を流れる水の
様子が13弦の琴糸のよ

うに見えることが名前の由来。
滝のそばには不動明王像を
祀った、マイナスイオンたっぷ
りのスポットです。この滝はど
こでしょう？

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

食べる前のうるる酢 
Beauty 
アサイー×カシス

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

電動アイスクリームメーカー
材料を入れてスイッチオンするだけ。
レシピ付き。

コードレス
マイボトルブレンダー
タンブラー並みのサイズ感＆
充電式どこでもブレンダー
できます。

No.4

会社のみんなで分けてね

かんたん！ 
ふわふわ 
わたがし屋さん

ハピクリーム
DIC-20

市販のキャンディや
ザラメから
わたがしができます

20名様

バスタイムセット
やさしい熟成せっけん、
あわ珠ネット、和紙たおる、
まゆごもり入浴液2包

ボディ・ヘアケアセット
・まゆごもりシャンプー
・まゆごもり
 ヘアコンディショナー
・まゆごもり
 ボディソープ

定番商品セット
あぶらとり紙、クリアケース、まゆごもり
はんどくりーむ10g

125mlカート缶 
18本入り
賞味期限2021年
11月まで

答えて当てよう いいとこクイズ！

30名様

よーじや よーじや

養命酒製造

Vitantonio

よーじや

16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

近隣のホテルでリフレッシュしよう
食事を楽しむ、歴史散策を楽しむ、温泉でほっこりする♪

ライフサポート倶楽部が提案する、 小旅行でリフレッシュしませんか？
感染対策には気を付けながらお楽しみください。

https://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

〈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。

【メニュー例】 2021年8月 宿泊例＜2021年6月1日現在の料金＞です。 最新情報は会員専用サイトをご確認ください。  ※画像はイメージです。
※他府県をまたぐ移動が規制された場合や、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。

メニューNo. 290011
奈良県／飛鳥・橿原・三輪

THE  KASHIHARA

メニューNo. 300010

花いろどりの宿  花游

メニューNo. 260116

里山の休日 京都・烟河

メニューNo. 257015

里湯昔話  雄山荘

明日香村、橿原、桜井エリアの観光・歴史散策
に便利な立地。

《Web限定》 季節の和食会席 ～基本コース～

ようこそ古代ロマンの玄関口へ　
洗練されたホテル品質で、贅沢な寛ぎのひとときを

ゆったりツイン  2名利用時
お一人様  1泊2食付

岩風呂 かしはらの湯

和歌山県／勝浦・串本・すさみ 滋賀県／雄琴・堅田 京都府／亀岡・湯の花・丹波・美山

15,400円～

広大な庭園を有し、お部屋からは熊野の海と山々
が一望出来ます。

《お得なっとく！スペシャル》 和洋折衷モダン会席

全室オーシャンビューの海辺の宿

洋室（海側）  2名1室利用時
お一人様  1泊2食付 13,790円～

露天風呂

びわ湖を見おろす高台に位置し、全客室より四季
折々その表情を変える湖を御覧いただけます。

《Web限定》 特製プリン付♪広いお部屋も有！

近江里山に建つ、琵琶湖の眺望が自慢の宿

杜のしずく  2名1室利用時
お一人様  1泊2食付 15,400円～

露天風呂

京の奥座敷、湯の花温泉郷。懐かしい里山の風
景が広がる地で自然と対話し心を満たす。

和ツイン ほっこりタイプ

京の奥座敷で味わう里山リラクゼーション

2名1室利用時
お一人様  1泊2食付 13,800円～

岩風呂

＜プラン例＞ ＜プラン例＞ ＜プラン例＞＜プラン例＞



koko庭
ハーバリウムレッスン

[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

宝塚大劇場 星組公演
宝塚剣豪秘録『柳生忍法帖』
ロマンチック・レビュー
『モアー・ダンディズム！』
▶日程： 9月28日㊋11:00
 10月9日㊏15:30
 10月17日㊐15:30
 10月25日㊊13:00
▶会場： 宝塚大劇場
▶定数： 各公演 20枚

（通常13,000円）8,800円S席 （通常8,800円）8,300円

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

2 九月南座超歌舞伎 ひらかたパーク
プール入場券付入園券

1
映像 超歌舞伎の魅力
　一、都染戯場彩 （みやこぞめかぶきのいろどり）
　二、御伽草紙戀姿絵 （おとぎぞうしこいのすがたえ）
【出演者】中村獅童、初音ミク、中村蝶紫、澤村國矢
▶日程： 9月10日㊎午前の部11:00開演
 9月18日㊏午前の部11:00開演
 9月23日㊍㊗午後の部15:30開演
 9月25日㊏午後の部15:30開演
▶会場： 京都南座（東山区四条大橋東詰）
▶定数： 各公演 10枚

締切：8月11日 締切：8月11日

▶期間：7月17日㊏～9月12日㊐
※急遽休園する場合があります。

KPC随時あっ旋チケット
（あっ旋期間中、販売します）

9月9日まで

1

©宝塚歌劇団

こども
(2歳～小学生) （当日1,500円）1,000円

おとな
(中学生以上) （当日2,600円）1,800円

クーポンコードで、お得に予約ができる

●ご予約利用にはサイトへの登録が必要です。
●クーポンコードは予約前に取得して決済時にご利用ください。
●クーポンコードには有効期限があります。有効期間が過ぎれば無効になり、交換もできません。

クーポンコードおよびクーポンコードを使用した後のチケットやイベントの転売はできません。
発見次第クーポンの効力を停止します。購入者とのトラブルに関知いたしません。

予約可能な施設・体
験プランの一例

休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー」のクーポンコードを
ご利用ください。コロナ禍で、施設側も入場制限を行わないといけなく
なった今、紙チケットの取り扱いを終了した施設様でも、日時指定ので
きる「アソビュー予約」なら入場できるようになった施設があります。
KPC会員の方（GICパスポート登録済み）には、本年度内に5本までご利用いただけます。
※1本=1,000円として決済

京都水族館 入館券

ポルトヨーロッパ 守山湯元水春
ピエリ守山

海の京都DMOツアーセンター
シーカヤック体験等

ボウケンノモリ太陽が丘店 神戸どうぶつ王国 入場券

東福寺塔頭 勝林寺

※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。 1等席（1・2階席）

https://www.kpc.or.jp/
gic_passport/couponco
de2021/

KPCホームページで
取得方法をご案内し
ております。

注意!

その他たくさんありますので
検索してみてください。

※プールのご利用には、アソビュー!による
事前予約（無料）が必要です。クーポン
コードの使用はできません。

アソビュー！



優待施設からのお知らせ

 0120-286-815
受付時間 平日 9:00～22:00 土日祝 9:00～20:00
お問い合わせの際は、法人特典の対象であることをお伝えください。

登録会員対象
KPCから配布するドリンクチケット／クーポンコードを利用すると、

その分お得に利用することができます。

KPCホームページで取得方法をご案内しております。
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode2021/

○期間内で取得できる本数に上限があります。
○再発行はできませんので、取得後は大事に保管してください。
○この記事を店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。 

新規登録
募集中

クーポンコードでお得

GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人様対象です。
〈新規登録募集中〉

おひとり上限 1本
※全体数500本がなくなるまで受付

8月1日～8月31日まで有効期間

補助内容

フリーダイヤル

対 象

ご 注 意

MACHI caféドリンクメニューの
取扱いのあるローソン・ナチュラ
ルローソンで、コーヒー(S)、アイ
スコーヒー(S)のいずれか一杯と
引き換えられます。店舗で会計
時に対象商品と一緒にチケット
を提示してください。

※お持ち帰り専用です。
※イートイン利用時は軽減税率
対象でなくなるので差額をお
支払いください。

夏のスキルアップ応援キャンペーン
ご自身のスタイルに合わせたプランで学習していただけるよう、さまざまな特典をご用意し
ました。通いやすい予約システムとレッスンカスタマイズで、忙しいスケジュールの中でも効率
的に学習できます。無料の体験レッスンも実施中ですので、お気軽にお問い合わせください。

夏の短期集中プラン 入会金半額 
（通常入会金33,000円[税込])
60回以上のすべてのプランは入会金無料

Lesson Anywhere 無料
どのスクールでもレッスンを受けることが
できるオプションです（オンライン可）。
（通常価格:￥4,400[税込]）

各コースを特別価格にてご提供
20回・30回・45回:
夏の短期集中プラン特別価格
例1）短期間でスキルアップしたい方に
 20回1か月コース:¥123,200[税込]
 ※平日昼間限定コースの場合
例2）じっくりスキルを磨きたい方に
 60回8か月コース:¥412,830[税込]

特典1 特典3

特典2

※全コースオンライン受講選択可。
※初めて入会される方、または退会後1年以上経過した方が対象です。
※その他のキャンペーン特典と、一部併用できない場合があります。
※別途カリキュラム代を頂戴いたします。
まずは無料体験レッスンをお試しください。通学・オンラインどちらでも可能です。

●エントリー期間：　8/23月　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 8 名
●参加費：　無料
●賞品：　優勝者の方1名様には、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）
●事前の準備：　（すでにお持ちの方は不要です）
 •　ゲームアプリ
 •　チャットアプリ「Discord」のインストールとアカウントの取得

お申し込みはこちらから（オンラインのみ、FAXは不可）➡
https://gicz.jp/open/eSports4

開催日時：　8/29日 １3：00スタート
※当日11:00より接続テストを兼ねたリハーサルを行います。

“eFootball”、“eサッカー”および “ウイニングイレブン”は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。 
運営協力:株式会社PACkage、株式会社Rubick‘ｓ

●注意事項：

ウイニングイレブン2021

◉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。

◉初心者の方は、チュートリアルで操作方法を習得しておいてください。
◉参加者の皆様にゲーム内容を録画協力お願いいたします。いやしなびkpc 
YouTubeチャンネルにて実施報告として配信させていただきます。（アッ
プする前に内容をチェックし編集いたします）
◉本大会は、KPC会員プレーヤーを対象とした大会です。KPC会員家族の方
はオンライン大会実施日において13歳以上であることが条件です（保護者
の方の同意を得てご参加ください。GICパスポート経由でお申込みいただ
くことで同意されたことにいたします）
◉プロゲーミングチームに所属するプロ選手の方は参加不可です。万が一、
プロ選手級の方の出場が発覚した場合は、失格とさせていただきます。

KPC eSports Cup 4

オンライン大会
再びウイニングイレブンのオンライン大会を開催します。
ゲーム好きな方の日頃のトレーニングの成果を見せる時がきました！
対戦相手は見えないけれどリスペクトする気持ちを忘れずご参加ください。

MACHI caféドリンク（S）（税込100円）
※お持ち帰り限定（ローソン）

LAWSON






