
バス利用で原生林へ。

芦生の森ハイキング
10月30日(土)／限定20名

エアリアルヨガ
eチケットのあっ旋

クーポンコードでお得

答えて当てよう いいとこクイズ！

ライフサポート倶楽部

長野県笠ヶ岳

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

10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.15110
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「式典ならびに会員の集い」
開催中止のお知らせ

　公益財団法人京都中小企業振興センターでは、ご加入の優良従業員の皆様方を表彰させていただいており、
本年も各企業様より対象者のご内申をいただいております。
　また、同時にご案内いたしましたように、優良従業員の方を表彰する式典とそれに続いて賑やかにお祝いすると
ともに会員相互の交流をはかる「会員の集い」という懇親会を開催しておりました。
　しかしながら、昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、予定しておりました表彰式典
の開催および会員の集いを中止いたします。ご了承いただきますようにお願いいたします。
　なお、ご内申をいただきました表彰者の皆さま方への表彰状及び記念品につきましては改めて11月下旬に該当
企業様にお届けさせていただきます。

本年の式典及び会員の集いの開催をお楽しみにいただいていた方には大変申し訳ございませんが、
なにとぞ事情ご賢察いただきますようにお願いいたします。

優良従業員
表彰式
及び

会員の集い

日時：令和3年11月11日（木）／会場：ウェスティン都ホテル京都中止内容

K PC主催

取扱旅行社：

アルファトラベル

由良川の源流・手つかずの自然の森を歩く！

芦生の森ハイキング（バスツアー）

芦生のメインルート、紅葉の上谷から杉尾峠を歩く
由良川の最源流である上谷は芦生原生林の核心部分、長治谷から野田畑湿原をぬけて
杉尾峠へと至ります。中間地点でトチとミズナラの巨木が見られ、深い森の風情がただ
よいます。緩やかな登り道を歩き進むと少しずつ川幅が狭くなり、登りが急になったとこ
ろで由良川の始まりを見ることができます。そこから少し登ると杉尾峠、天気の良い時
には日本海が見えます。

芦生の森は今もなお多くの原生林が残されています。ブナやトチ、ミズナラ、カツラなどの落葉広葉樹が多く、近畿では大峰山系に次ぐ
原生林の規模を誇ります。また、その植生の多様さでも有名で、希少な植物も多く存在します。原生林のほぼ全域が京都大学の研究林に指定されており、

個人では危険が伴うため入山が規制されていますが、現地に精通した公認ガイドと一緒に詳しく解説を聞きながら安全に歩きます。

催 行 日

集合場所・時間

参 加 料 金

定 数

締 切 日

１０月３０日土
京都駅八条口アバンティ前　７：４５集合
会員・家族 11,000円
会員外同伴者 １４，５００円
（参加は、中学生以上限定）　※お弁当・お茶付
20名限定 （最少催行人数 8名／多数の場合は抽選）
１０月7日木

備　　考
※渡渉箇所があります。防水性のある歩きやすい靴（トレッキ
ングシューズ等）でご参加ください。その他装備は各自で
ご用意してください。

※大型バスでは進入困難地域のため、中型・小型・マイクロバ
ス利用となります。

※雨天でも催行しますが、天候により中止または歩く行程を
変更して案内する場合があります。

行程・注意事項など詳細とお申込みはこちらから
https://www.kpc.or.jp/news/bus_ashiu/

個人連絡先としてメールアドレスをご登録いただきます。
FAXでの申し込みは無効です。

行　程
京都駅八条口 ＝ 道の駅美山ふれあい広場（休憩･お買い物） ＝ 芦生山の家 ＝ 現地許可車輌/マイクロバス ＝ 長治谷作業所跡 ・・・・・
芦生原生林・上谷 ～ 杉尾峠コース ・・・・・ 杉尾峠 ＝ 現地許可車輌/マイクロバス ＝ 芦生山の家 ＝ 京都駅八条口（18:30頃帰着予定）

歩行距離：約４ｋｍ　／　所要時間：約３．５時間　／　難易度：ハイキング初～中級　／　標高差：１２０ｍ

紅葉の



心とからだを整えよう！
おうち時間を楽しく快適に過ごしたい！「ライフサポート俱楽部」では、
一人でも、家族とでも楽しんでいただけるメニューをご用意しています。

イライラ・モヤモヤからの解放にぜひご活用ください。

20名様

10名様

10名様

30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
10月5日㊋

Q 柳の下でのちの皇后と
出会った嵯峨天皇の伝

承に由来し、良縁に恵まれる
という「縁結びの柳」があるの
は、何というお寺でしょうか？

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

午後の紅茶
ミルクティー

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

warm USB
ホットアイマスク

No.4

会社のみんなで分けてね

蒸気でホットうるおい
マスク 無香料 
（3枚入り）

にごり湯シリーズ
パック

30名様

バスケット
ゴールセット 
ボール付

EMSシート リポビタンゼリー
180ｇ×
6個入り

280mlPET　
24本入り

答えて当てよう いいとこクイズ！
25名様ルルドスタイル

キリン

エクリア

めぐりズム

旅の宿

12名様
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募
資
格

応
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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

＜メニュー例＞ 2021年8月1日現在の内容です。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
「げんき」「はぐくむ」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
㊟

https://www.kpc.or.jp多数の提携先があります。詳しくはいやしなびKPCへ！

㊟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。

MELON ONLINE 「いえフィット」 おやこチャンネルオンライン子育てサロン

テレビを見るように楽しく学べる、新学習サービス子育てライフが豊かに♪「最高のすっきりに出会おう」 家族で楽しめるオンラインフィットネス
スクールTV Plus

メニューNo.660556▶げんき メニューNo.640740▶げんき

マインドフルネスを身につけることで、
イライラやモヤモヤから解放され、心をキレイに

ご自宅で楽しめる
オンラインフィットネスサービス！

親子向けオンラインクラスを通して
経験豊富な講師が子育てに寄り添います

いつの間にか学習習慣が身につく
新感覚の学習スタイル！

メニューNo.660502▶はぐくむ

＜4つのレッスンプラン＞

＜ご加入いただいた初月は0円でご提供いたします＞
※見逃し動画視聴は、アップロードされているすべてのレッスン動画の視聴が可能。

\ライフサポート倶楽部会員限定優待サービス！/

＜シニア推奨レッスン受け放題 （65歳以上限定）＞ 

●月2回プラン
●月4回プラン
●月7回プラン
●シニアとくトクプラン

1,760円/月
3,300円/月
5,500円/月
3,850円/月

2,200円
4,400円
7,700円
3,960円

⇒
⇒
⇒
⇒

……………
……………
……………

……

ベビーマッサージや産後ヨガ、リトミック、ベビサイン、
ベビーリズムえいご、ベビーダンス等親子やママ向け
人気レッスンが時間や場所を気にせず、ご自宅で！15種類のプログラムをご準備。 朝6時から夜22時まで

毎日開催されている生配信のクラスが受講し放題!

※レッスンおよび事前カウンセリングでは無料のテレビ電話
   システムZoomを利用いたします。 
   初めてZoomをご利用の方はサポートさせていただきます。

 1,000円通常3回1,500円⇒

メニューNo.660470▶はぐくむ

\体験レッスン特別価格！/

●パソコン・タブレット・スマホ
でいつでも見られる

●映像と連動したドリルで
　楽しく学べる
●独自の動画構成で飽きずに
　学習できる

<月払いプラン＞

<年払いプラン＞
1ヵ月目利用料 200円（通常300円）
1年間利用料  3,300円（通常3,600円）

MELON新規会員登録で2週間無料!!

リソルポイント200円分プレゼント!

ライブレッスン（各回数）＋ 見逃し動画視聴



（通常1,000円）700円
佐渡裕

映画「羅生門」

映画「太秦ライムライト」

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,500円）900円一般

（当日500円）200円中学生～3歳

（当日1,100円）500円大学生

（当日1,700円）1,100円一般

（当日600円）300円高校生

▶会期：9月17日㊎～11月7日㊐ 
▶休館日：会期中無休

▶開館時間：火～金10:00～20:00 / 月土日祝10:00～18:00
 （入館は閉館の30分前まで）
▶会場：あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階）

[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 tupera tupera のかおてん.

おひとり （当日2,040円）1,300円

　「どこか懐かしい。だけ
ど新しい。」ニューレトロレ
ストランとして、リニュー
アルした「じねんと食堂」
にて、京丹後産ブランド
卵「たまごどすえ」を使っ

た「昭和のオムライス」のお食事と、温泉露天風呂
など多彩な力の湯のお風呂をお楽しみください。
▶内容：力の湯ご入浴+レンタルタオル+お食事
 （昭和のオムライス）のセット
▶会期：～2022年12月20日㊋
▶会場：じねんと食堂 12月16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
　tupera tupera（ツペラツペラ）にとってアイ
デアとユーモアの源泉といえる「顔」をテーマ
に、「かおノート」「こわめっこしましょ」など顔にち
なんだ絵本の原画をはじめ、新作映像、謎の「床
田愉男」に新しい大型の立体作品まで、さまざま
な表現の作品が顔を揃えます。

eチケットのあっ旋販売

上野リチ展
ウィーンからきたデザイン・ファンタジー

　本展には、京都国立近代美術館所蔵の多
くのリチ作品に加え、オーストリア応用芸
術博物館（ウィーン）やクーパー・ヒューイッ
トスミソニアン・デザインミュージアム
（ニューヨーク）そして、国内の諸機関から
厳選された、リチとウィーン工房関連の作
品約370件が一堂に会します。

▶有効期限：11月16日㊋～2022年1月16日㊐
▶休館日：月曜日、12月28日㊋～1月3日㊊　※ただし1月10日㊊・㊗は開館
▶開館時間：9:30～17:00
▶会場：京都国立近代美術館

3

1月13日まで

京都市右京ふれあい文化会館開館２０周年記念
「音楽の息づくまち・右京」～太秦が生んだ世界的指揮者・佐渡裕さんをお迎えして～

京都市右京ふれあい文化会館開館２０周年記念
「京都・太秦キネマのまち～名作映画誕生の地～」

　右京区・太秦出身で世界的に活躍する指揮
者・佐渡裕氏をゲストに迎え、リモートでお話
を聞きます。また後半では京都市交響楽団団
員によるフルートアンサンブルの演奏でお楽
しみいただきます。
※佐渡裕氏は対談のみで指揮はされません。

▶日時：11月23日㊋㊗ 12:30開演
▶会場： 京都市右京ふれあい文化会館・ホール
▶定数： 50枚

 WEBサイトや店舗でご利用いただけるeチケットの販売を開始します。
購入後すぐにチケット取得操作を行っていただくとすぐにご利用スタートできます。

1部・2部入れ替え制 ひとりひとり （通常500円）300円

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

21
1部：井上理砂子
氏(ジャーナリスト)
の講演と映画「羅
生門」上映会
▶日時：12月4日㊏
 13:00開演

2部：中島貞夫氏(映画監督)と
大野裕之氏(プロデューサー、
脚本家)による対談や殺陣と映
画「太秦ライムライト」上映会
▶日時：12月4日㊏
 17:00開演

▶会場： 京都市右京ふれあい文化会館・
 ホール
▶定数：各部50枚

締切：10月12日

締切：10月12日

ご希望の公演を指定してください。
両方ご希望の場合は両方指定してください。ⒸPeter Rigaud c/o Shotview Artists

ⒸKADOKAWA 1950

Ⓒ2014 RIVER Co. Ltd.

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催
内容の変更や入場制限を行う場合があります。
最新の情報は美術館公式HPをご確認ください。
※障がい者手帳をお持ちの方は、美術館チケットカ
ウンターでご購入されたご本人と付添の方1名
様まで当日料金の半額。

※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）

※本料金でコレクション展もご覧いただ
けます。

上野リチ・リックス《ウィーン
工房壁紙：花園》1928年以前
京都国立近代美術館蔵

じねんと食堂
力の湯入浴付お食事券

11月4日まで

※金・土曜日は20:00まで（入館は閉館の30分前まで）

▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人
▶お申込み：購入申し込み・取得方法はこちらから。
 FAXでのお申し込みは無効です。
 https://www.kpc.or.jp/gic_passport/etickts/
▶有効期間：eチケットにより異なります。

※注意：● 決済後の取り消しはできませんので、くれぐれもご注意のうえ発注してください。
 ● 購入いただくのは＜チケットURL＞です。郵送はありません。
 ● eチケットをお届けするメールは大切に保存してください。

DAZNチケット
3ヶ月分
5,775円分
会員料金 5,600円
総数：50本

オイシックス
ギフトカード
プレミアム
5,500円分
会員料金 4,400円
総数：30本

▶定数：おひとり様1本限定。
▶お申込み終了：各チケット総数がなくなるか、
 または10月20日㊌まで
 ※状況により追加する場合があります。

10月4日
より
スタート

その他はKPCホームページで
ご覧ください



空中ヨガでリラックス！エアリアルヨガ

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。

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
5か月後の月末。詳細な日程はサイトで確認してください。有効期間

300本がなくなるまで受付します。全 体 数

補助内容

対 象

ご 注 意

●日程：　10月23日㊏/10月30日㊏ 両日とも17:30~18:30 60分
●会場：　FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）
●定員：　 各回 8 名(最少催行6名、申込者多数の場合は抽選)
●料金：　おひとり会員と家族 2,000円　会員以外同伴者 3,000円
 力の湯入浴券（2か月有効）つき

お申し込みはこちらから（FAXからのお申込みはできません）➡
https://gicz.jp/open/aeryg01

ドトール イーギフト500円
対象のドトールコーヒー店舗で500円分として利用できます。（一部対象外あり）

深草ゴルフ友の会　　  ＆　　  会員募集！！
自然がいっぱい、気分爽快

新規 更新

●利用方法：専用の申込書でKPCまでお申込ください。ご登録完了後、深草ゴルフより手続き
完了通知が送られます。

●対象：KPC会員本人　
●定数：100名
●有効期間：令和4年11月末まで

友の会 会費5,500円をKPCが負担いたします。
友の会にご入会いただけますと・・・

毎回のご利用料金(入場料やボール代)がお得になります!

申込締切日は10月12日火

深草ゴルフ 京都市山科区勧修寺南大日町１６２
 TEL：075-571-3696
 営業時間：早朝7時より深夜0時まで

森永乳業 森永のドリンクと絹ごし豆腐

『身体の硬さが心配』という方や『以前ヨガをやってみたが、挫折した』という方、初心者の方でもハンモックで無理なくヨ
ガの効果を引き出せます。天井から吊るした布に、少しずつ身体を預けながらヨガのポーズを取り入れていきます。
重力が均等に下に働く力と上に引き上がる布のサポートで、身体の歪みを矯正し体幹を養う効果と無駄な力が抜けリ
ラックスする効果があります。

送料無料、事業所あてまとめて発送になります。

https://gicz.jp/open/morina01

運営：ユニオンサービス

https://gicz.jp/open/ramen03

日本全国ラーメン紀行

運営：森永乳業大阪支店京都営業所
※発送は10月4日からです。

11月30日㊋17:00まで受付

●定番の人気商品
　1本200ml：1ケース24本入り

　1,950円(税込)

●常温で長期保存可能な
　絹ごし豆腐
　1ケース12個入り 

　1,730円(税込)

●エステティックTBCが
　プロデュースする
　美味しい低カロリードリンク
　1本330㎖：1ケース12本入り

　1,300円(税込)

11月24日㊌23:59まで受付

お知らせ

家庭用常備薬の白石薬品がインターネットで注文できるようになりました。

旨麺セレクション各ジャンルから45品を
ご用意しております。
送料無料、事業所あてまとめて発送になります。

Webでのお申込みは右のQRコードを読み取り
もしくはURLを入力してください。　
https://www.blancnetplus.com/h1/a/kpc
共通ID：kpc　パスワード：202109　

受付期間 2021年10月1日㊎まで

申込締切日：10月7日㊍

注　意

●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。

●ヨガ中は密にならないように十分な間隔
をあけるように対策します。
●ヨガマットはアルコール消毒します。
●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。

コロナ対策を実施します

• WEBお申込みの場合はご自宅への送付になります。
• クレジットカード決済が可能です。
• お申込み合計金額が5,000円未満は送料として600円が必要になります。
• 紙でのお申込みと重複しないようにご注意ください。返品できません。

KPC会員料金で特別あっ旋いたします。それぞれのホームページからお申し込みください。

イベ
ント募

集






