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新企画　いいことありますように　

KPC 福箱　
答えて当てよう いいとこクイズ！

クーポンコードでお得
　オンラインライブ配信対応

バスツアー 丹波牛会席

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

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.153
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転売行為は禁止です。

●受付締切日
12月8日まで受付
その後にメールを配信し、期限内に
お支払いいただけた方の発注をいたします。
商品のお届けは2～3週間ほどかかります。

●利用可能な決済方法
クレジットカード（1万円まで）/コンビニ（ファミマ）/
ペイジー入金（カードの場合は決済）して注文完了と
なり期限内に入金されない場合はキャンセル扱いと
なります。

受付はこちらの
WEBサイトから

〈個人情報の取り扱い〉　当選された方にはご自宅の住所を伺い、それぞれ取り扱い事業者から直接お送りいたします。発送にのみ個人情報を使用いたします。　　主催：（公財）京都中小企業振興センター

福箱KPC 販売を
行います！

●定数を越えた場合は抽選になります。　●KPC会員様限定の特別価格を提示しています。会員以外はお申込みできません。　●おひとり様あたり購入は1つまでです。　●金額に送料・
税を含みます。　●注文完了後のキャンセルはできません。　●中身を見てからのキャンセルはできません。返品・交換には品違い・不良品などの場合以外応じられません。　●のし掛け
等のご進物仕様はできません。

いいことありますように2022年！

いいことありますように2022年！ こちらは全品2,022円です

abien MAGIC GRILL 
ブラック JF-MG02-B

15,000円 
（通常19,800円）

abien MAGIC GRILL 
ブラック JF-MG02-B

15,000円
（通常19,800円）

香老舗 松栄堂　
四方香皿3入セット
お香： 芳輪 堀川／白川／二条
 各20本入
香皿： 四方香皿 瑠璃色
香立： 季節の文様香立 松竹梅

香老舗 松栄堂　
四方香皿3入セット
お香： 芳輪 堀川／白川／二条
 各20本入
香皿： 四方香皿 瑠璃色
香立： 季節の文様香立 松竹梅

よーじや
まゆごもり入浴液
まゆごもりミニ3点セット
（シャンプー・コンディショナー・
ボディソープ）

紙せっけん

よーじや
まゆごもり入浴液
まゆごもりミニ3点セット
（シャンプー・コンディショナー・
ボディソープ）

紙せっけん

LOGOS　
アクション
クーラー50
（ホワイト/50L）

LOGOS　
アクション
クーラー50
（ホワイト/50L）

LOGOS 
SLダッチオーブン
8inch

LOGOS 
SLダッチオーブン
8inch

RG 1/144 
RX-78-2 ガンダム ＆　
MS-06S シャア専用ザク
（２機セット）

RG 1/144 
RX-78-2 ガンダム ＆　
MS-06S シャア専用ザク
（２機セット）

ソプラノ
ウクレレ
ソプラノ
ウクレレ

電気ケトル
BALMUDA The Pot

8,000円 
（通常12,100円）

電気ケトル
BALMUDA The Pot

8,000円
（通常12,100円）

アウトドアを始めたいおうちでゆっくり癒されたい

自分時間を充実させたいな おいしいスイーツを食べたい

都ホテル京都八条 
バイキングレストラン
ル・プレジール ランチペア

4,000円
（通常5,760円）
1月4日～3月31日

都ホテル京都八条 
バイキングレストラン
ル・プレジール ランチペア

4,000円
（通常5,760円）
1月4日～3月31日

BAIKAL 
幸せのつむぎパイ～りんご～   
10個入

BAIKAL 
幸せのつむぎパイ～りんご～   
10個入

ウェスティン都ホテル京都
オールディダイニング
「洛空」 ランチペア

9,000円 
（通常12,600円）
1月4日～3月31日

ウェスティン都ホテル京都
オールディダイニング
「洛空」 ランチペア

9,000円
（通常12,600円）
1月4日～3月31日

5名様

10名様

10名様

マスク除菌ケース 
ホワイト MDK-M02
マスク除菌ケース 
ホワイト MDK-M02

まだまだ感染に気をつけたい

5名様3名様

3名様 5名様

10名様

5名様 5組
10名様

5組
10名様

スパークリングワイン
（もしくはノンアルコール）

1杯サービス付き

今年もいよいよ年の瀬。感染対策に追われた1年でした。
コロナ禍で今までの生活様式が変わりましたけれど、
誰もが楽しく前向きになれそうな商品を選んでみました。

どれかひとつ、いかがですか？

https://www.kpc.or.jp/
news/fukubox2022/

10名様

1
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10 11 12 13
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2 3 4

亀屋良長　
「京のおやつセット・小」
亀屋良長　
「京のおやつセット・小」

5名様



プロの手を借りてお家のクリーニングを！プロの手を借りてお家のクリーニングを！
普段のおそうじで安心ですか？　年末の大掃除をプロに手伝ってもらい、

ライフサポート俱楽部で一年の汚れをスッキリ解決！

20名様

10名様

25名様

30名様

受付締切
12月5日㊐

Q 神社の西参道には神
体山である日室ヶ嶽の

遥拝所があり、ここから参
拝すると願いが一つ叶うと
いわれています。この神社
はどこでしょう。

No.1

No.2
お茶壷しるこ
No.7

No.3

No.5

No.6
プロポリスマヌカハニー
のど飴

No.4
カイロ はるミニ 

職人の珈琲 ドリップ
コーヒー深いコクの
スペシャルブレンド

24名様

マヌカハニー
ジンジャー
ハーブティー 

サブレアマンド 野菜生活100 Care+ 
ピーチ・アップル
mix
195ml 紙パック
48本セット
賞味期限:
2022年5月

60g　10袋入り

30個入り

32枚入り

30個入り
×2袋

内容量:350ｇ(7g×50袋) 
賞味期限:2022年6月

10個入り

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！
5名様

BAIKAL

青木光悦堂

カゴメ浅田飴

桐灰

UCC

20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

多数の提携先があります。詳しくはいやしなびKPCへ！

＜メニュー例＞ 2021年10月11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
「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。

メニューNo.620272

「引越一括見積りサービス」
ライフサポート倶楽部

引越一括見積りサービス
は、会員の皆様のお手間
を最小限に、ニーズや
ご予算に合った的確な
引越会社をお選びいた
だけます。

引越基本料金
プレゼント付 など

最大30%割引

引越しをもっと「簡単」＆「安心」に！

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.620242

ベアーズのハウスクリーニング

頑固な汚れをプロの技術でピカピカに！

ベアーズのハウスクリー
ニングは面倒なお掃除
からあなたを解放いた
します。品質No.1!
サービス後コール、
手直し保障をお約束。

ベアーズのサービスを

5%割引

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.620220

おそうじ本舗

ハウスクリーニング専門企業へ
おまかせください。

料金は無料のお見積り
にて確定します。
※確定見積りですので
　作業後に金額の変動
　は一切ございません。
　ご安心ください。

追加料金一切無し！
完全固定料金制なので
汚れ具合などで料金が
上がることはございま
せん。

お見積り価格より

10%割引

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.620210

おそうじ革命

メニューを一律、

10%割引

特特典典内内容容特典内容

2年連続オリコン顧客満足度®調査
ハウスクリーニングランキング第1位獲得！

▶くらし ▶くらし ▶くらし ▶くらし

\\ は6は6社6社 //社は6社は6会社は6社\\ 提携会社は6社！提携会社提携会社は6社 /\ 提携会社は6社！/\ 提携会社は6社！/\ 提携会社は6社！/
・アート引越センター・サカイ引越センター ・引越するなら日通
・ハート引越センター・アリさんマークの引越社
・おかだ引越センター (※埼玉エリア中心となります)　

ひむろがたけ

ようはいじょ

※この商品にははちみつが含まれます。
　1歳未満の乳児には与えないでください。

お店から直接出荷する賞品もあります

WEB申込の方=
　QUOカードPay500円分
FAX申込の方=
　QUOカード500円分

No.8
200名様
合計

当選されたらみんなで分けてください
～ の賞品はNo.1 No.7

※割ってお湯をかけるだけ



[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

▶会期：11月20日㊏～2022年2月27日㊐
▶休館日：月曜日（但し1月10日㊊は開館、翌11日㊋は休館）、12月31日、1月1日
▶開館時間：10:00～18:00（入場は閉館の30分前まで）
▶会場： 兵庫県立美術館（神戸市中央区脇浜海岸通南港北1-1-1）[HAT神戸内]

2022年2月25日まで

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

締切：12月13日

1 ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展 2 ひらかたパーク 冬シーズン　

3,900円（通常5,500円）

ミュージカル
『NEVER SAY GOODBYE』
－ある愛の軌跡－
作・演出/小池 修一郎
作曲/フランク・ワイルドホーン

▶日時：2022年
 2月12日㊏ 11:00 / 2月17日㊍ 11:00
 2月20日㊐ 11:00 / 2月28日㊊ 13:00
▶会場：宝塚大劇場
▶定数：各公演20枚

▶日時：2022年2月18日㊎ 19：00
▶会場：京都コンサートホール・大ホール
▶定数：20枚▶日時：2022年2月19日㊏ 開演14：00

▶会場：アンサンブルホールムラタ
▶定数：30枚

▶日時：2022年1月4日㊋
 ～1月26日㊌
 ※14日㊎休演

▶会場：国立文楽劇場
▶定数：各4枚

　京都コンサートホールが自信を持ってオススメする「KCH的クラシック音楽のスス
メ」。第2回のゲストは、今話題沸騰中のサクソフォン奏者・上野耕平率いる「The 
Rev Saxophone Quartet」。 一流のアーティストたちと魅力的なプログラム、そ
して素敵な演奏＆トークでお待ちしております。おとなもこどもも大歓迎！
［演奏・お話］上野耕平（ソプラノ・サクソフォン）　宮越悠貴（アルト・サクソフォン）　
 都築惇（テナー・サクソフォン）　田中奏一朗（バリトン・サクソフォン）

【第一部 11:00開演（終演予定13:30）】
『寿式三番叟（ことぶきしきさんばそう）』
『菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）』
【第二部 14:15開演（終演予定16:40）】
『絵本太功記（えほんたいこうき）』
【第三部 17:30開演（終演予定17:55）】
『染模様妹背門松（そめもよういもせのかどまつ）』
『戻駕色相肩（もどりかごいろにあいかた）』

［曲目等］ヴェルディ：歌劇「運命の力」序曲
ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲 作品43
チャイコフスキー：交響曲第5番ホ短調 作品64
♪プレトークあり

［出演者]

3 国立文楽劇場 初春文楽公演

1 『KCH的クラシック音楽のススメ』
第2回「The Rev Saxophone Quartet」

　ヨーロッパ5大エジプト・コレクションのひとつ、ライデン国立古代博物館から約
250点来日。圧巻の立体展示、12点のミイラの棺が一挙集合。本展出品のミイラの
CTスキャンの研究成果を世界初公開!
※本展は予約優先制。ご購入後に入場日時の事前予約をお願いします。

4 宝塚大劇場 宙組公演

締切：12月13日

2 京都市交響楽団　
「第664回定期演奏会」

S席 4,500円（通常5,500円）

S席 8,300円（通常8,800円）
締切：12月6日 締切：12月6日

※予約優先制です。予約のない方は長時間お待ちいただいたり、ご来館
された時間によってはご入場いただけないこともございます。
※高校生以下無料。　※障がいのある方1名につき介護の方は1名無料。
※謎解きゲームは会場で1,500円にて参加できます。

一般 1,200円 （当日1,800円）
大学生 900円 （当日1,400円）

2022年2月24日まで

　各種アトラクションやイベントのほか、冬はスケートなど、小さなお子さまから大人まで一年中楽し
める遊園地です。
※スケート貸靴のご利用には、貸靴料金（700円）が別途必要です。　※フリーパスはのりもの乗り放題です。また、ウイ
ンターカーニバル入場は別途料金が必要です。　※期間中は休園日がございます。
休園日および営業時間につきましては、ひらかたパークホームページでご確認ください。 http://www.hirakatapark.co.jp/

大人（中学生以上） 3,600円 （当日4,600円）
小学生 3,100円 （当日3,900円）
2歳～未就学児 2,200円 （当日2,700円）

 1,400円 （当日2,200円）

 800円 （当日1,500円）

 全席指定　おとな（19歳以上） 2,000円 （通常3,000円）
  こども（5～18歳） 500円 （通常1,000円） ※未就学のお子様のご入場はお断りいたします

原田 慶太楼（指揮）三浦 謙司（ピアノ）

©S.Ohsugi

第１部「寿式三番叟」

ⓒ宝塚歌劇団 Photographer/LESLIE KEE(SIGNO)

©Claudia Hershner ©Jeremy Knowles

ルミネtheよしもと 新宿の劇場で行われるステージをオンライン配信。
オンライン公演なので、ご自宅に居ながらでもKPC会員料金でご視聴
いただけます！

KPCから配布する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。

▶日程：12月10日㊎開演15:45
▶見逃し視聴：24時間（12月11日㊏15:45まで）
▶劇場：ルミネtheよしもと　ライブ配信
▶料金：1アカウントにつき800円（GoToイベント対象公演)
▶購入締切日：12月10日㊎16:15まで
▶オンラインチケット購入/事前の登録方法

▶出演者：南海キャンディーズ、佐久間一行、天竺鼠、マヂカルラブリー、インディアンス、すゑひろがりず、スパイク、ゆにばーす、ジェラードン
※出演者は都合により変更になる場合がございます。

クーポンコードでお得

▶オンライン視聴の補助について
オンラインチケットを決済するときにKPCから400円補助い
たします。補助方法は決済時に適用されるクーポンコードを、
GICパスポートにて配布いたします。
詳しくはこちらから
 https://www.kpc.or.jp/
 gic_passport/couponcode2021/ 

▶定数：先着50名
▶補助について：1会員につき400円のクーポンコード1本
▶対象：GICパスポート登録済みのKPC会員本人様が対象です。

▼事前準備
・チケットよしもと＜FANY ID＞が必要です。
 お持ちでない方は左のQRコードより新規登録してください。
・KPC指定の販売ページより購入画面に進み、クーポンコードを入力してご購入ください。
▼その他
・オンラインライブの視聴環境は各自でご準備ください。
・オンラインチケット及びクーポンコードは、返品/換金/転売できません。
・クーポンコードは本公演のみ有効です。
・紙チケットの発送はありません。
・見逃し視聴の指定期間までにご視聴ください。できない場合でも払い戻しはございません。
・この記事を配信地である劇場で提示されても効力はありません。

注意事項

▶期間：12月18日㊏～2022年2月27日㊐
2022年3月28日まで

▶期間：～2022年3月31日㊍
フリーパス引換券付入園券 ※3月号でご案内済みウインターカーニバル入場券付き入園券

大人
（中学生以上） 
こども
(2歳～小学生)

FANY IDの登録をお願いします。
https://id.yoshimoto.co.jp/mypage.html 協力：株式会社ローソンエンタテインメント ローチケbiz+



京都丹後鉄道 乗車グッズ プレゼント案内

　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：11月20日～12月23日 第2期受付期間：1月4日～1月20日

●ご注文は専用のお申込み用紙にてKPC事務局までFAX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▶4人前まで：1,260円／5人前以上：一律1,620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250g
2人前／9,000円 (通常9,960円)

※以降の1人前追加ごとに4,200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+4,200円＝13,200円となります。

商品金額

優待特典

方
法

新規提携

チケット増量
月額プランご購入後、1～2日以内にプランに応じたチケット枚数がマイ
ページに追加されます。

月4回プラン(3,960円)➡+1チケット 月12回プラン(9,240円)➡+3チケット
月8回プラン(7,040円)➡+2チケット 月16回プラン(10,560円)➡+4チケット

さらにレッスン利用者限定
ゲストハウス「京アンスイン」特別価格で宿泊可

詳しくは▶https://kyoanthuinn.com

京都英語メイトの会員登録の際、姓(Lastname)にKPCの会員番
号を記入。会員番号のご登録がない場合、チケットプレゼントなど
の特典が利用できません。
例: Yamada　KPC＊＊＊＊＊-＊＊＊＊（会員番号）

その他利用方法、注意事項はWebでご確認ください。
▶▶▶https://kyotoeigomate.com

自分の予定に合わせてプラン選択

25分のマンツーマンで会話力をUPさせよう！

※京都英語メイトの会員登録と、Skypeが必要です。

100名定 数

受付終了日

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。要事前準備）

GICパスポート登録特典もあります。
他詳細はKPCホームページで
 www.kpc.or.jp/news/tantetsu2021/

～2022年3月21日㊊㊗ KPC会員とご家族 合計5名まで対 象期 間

特 典

京都丹後鉄道でひとときの旅行気分を。

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㊎

金額は全て消費税込み

取扱旅行会社：アルファトラベル

受付締切日 12月8日
（締切日以降はキャンセル料がかかります）

●京都駅八条口▶日吉ダム
（近畿最大規模のダム湖見学）
▶道の駅スプリングスひよし
（お買い物）▶八光館（京の肉
会席の昼食）▶道の駅京都新
光悦村（お買い物）▶京都駅
八条口（16:30頃帰着予定）

行 程

バスツアー 京都魅力再発見プロジェクト
（京都府民限定割引）

老舗料亭で食す丹波牛の肉尽くし！
八光館で食す“はんなり京の肉会席”

京都府民限定で旅行代金が
割引になり、さらに京都応援
クーポンが付いてくるとって
もお得なキャンペーンを利用
して日帰り旅行へ出かけよう！
今回は関西三大ブランド牛、
数々の誉れに輝く名実一体
の“京都黒毛和牛”を心ゆくま
でお楽しみください！近畿最
大規模のダム見学と道の駅
めぐりも楽しみ♪

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_tanbagyu/ 

●出発日：12月19日㊐
●集合場所・時間：京都駅八条口アバンティ前
  9:00集合
●集合：京都駅八条口アバンティ前
●定数：30名（最少催行人員１５名）
●料金：KPC会員・家族 10,800円
 会員同行者 12,800円
 ※小人同額
 ※京都府民の方は上記より5,000円割引
 　（当日証明書必要）
 　「京都応援クーポン券」おひとり2,000円付




