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ライフサポート倶楽部
初期登録ありがとうキャンペーン

答えて当てよう いいとこクイズ！

スキーリフト券

eチケットのあっ旋

eSportsCup 開催予告
　ポケモン ユナイト

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
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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.154
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登録期間

登録方法

その他注意事項

プレゼント内容

初期登録ありがとう
キャンペーン!

ライフサポート倶楽部「メンバーズナビ」へ初回ログイン＝初期登録を行っていただいて
いる中から抽選で100名様にAmazonギフト券500円分をプレゼントいたします。

初期登録の
メリット

期間限定チケット優待情報や、新メニュー提携
案内などお得な情報が取得可能です。
※ぜひメールマガジンの受信設定をお願いし
ます。

登録いただいたメールアド
レスは、ライフサポート倶楽
部のログインIDとしても利
用できます。

2022年1月31日㊊まで
Amazonギフト券500円分×100名様（合計：50,000円分）
※当選者にはコードタイプのギフト券を2022年2月中旬頃よりメールします。
※抽選はライフサポート倶楽部にて行います。
※当選者へのメールをもって当選発表とさせていただきます。
※キャンペーン告知以前に既に登録をいただいている方も対象とさせていただきます。
※Amazonギフト券(コード)の有効期限は約9年です。

❶
いやしうぇぶ
KPCにアクセス

❷
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

◆@resol.jpからのメール受信できるように設
定してください。

 (上記ドメインからのメール受信拒否をされて
いる場合、商品のお届けができません)

◆発行したギフト券のコードの再発行はできま
せん。送られてきたコードを紛失しないよう
お気をつけください。

福利厚生メニューをご利用いただくには、インターネットを経由した下記の3種類のWEBメ
ニューにご登録いただくのがベストです。どのサービスもご利用前に登録が必要なので、そ
れぞれご自身で登録してください。または、よろしければKPC事務局側にて一括して登録代
行を行います。KPC会員証とスマートフォンを用意してお手続きしてください。

3つの福利厚生メニュー
登録がオススメ！

リゾート関係の各種割引が受けられる福利厚生
メニューを約20,000点ご用意しています。

KPC会員ご本人で、スマートフォンをご利用の方

改めて空メールを送信
する手順は不要です。
次のページのクイズは、
〈…GICパスポート〉から
解答できます。

❶ kpc@posh.jp　　　　　に空メールを送信してください。 

❷ 返信されたメール記載のURLにアクセスし、フォームに必要項目を記入の上、登録してください。
❸ 手続き終了のメールが届きます。KPC事務局内で登録作業を行い、完了後再度メールいたします。
※上記のWEBメニューをご利用いただくまでに時間がかかります。開始できるようになりましたらメールでお知らせいたします。
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ただ今登録キャンペーン実施中！
このページの下をごらんください

未
登
録
の
方

1

1 うぇぶ

チケットやイベントの発注がKPCホームページ
からできます。FAXでの申込より便利です。

展覧会やスキー場リフト券の
お申込みができます。

2

ライフサポート倶楽部は下の
登録方法をご参照ください。

1 2

❸
会員番号・パス
ワードを入力して
ログイン。
会員番号は❷の
ページに作り方を
掲載しています。

❹
名前が「KPCセン
ター」になってい
るところを変更す
る等、画面の指示
に従って登録を完
了してください。

スマートフォンを使用したイベントへの
参加やクーポンコードの取得ができます。

いいとこクイズのお申込み等に。一旦登録すると、
会員番号を入力するだけで会員認証ができます。

3



一度登録すると、KPCであっ旋しているチ
ケットの購入をお申込みいただけます。今
月号ではこちらのチケット（スキー場リフト
ゴンドラ券を含み）のお申込みができます。
映画のチケット等過去にお知らせしたチ
ケットもご覧いただけます。決済は、お振り
込み(注1) とコンビニ決済＆LINE pay（注
2）がご利用いただけます。
※注1 京都銀行と京都信用金庫の窓口ですと手数
料がかかりません(その他はご負担ください)。
※注2 ひとつのお申込みについて手数料が120円
(税込)かかります。

（当日1,000円）500円大高生

（当日1,400円）900円一般

（当日500円）200円中小生

（当日1,100円）500円大高生

（当日1,400円）900円一般

（当日500円）200円中小生

（当日1,000円）500円大高生

（当日2,000円）1,300円一般

JB7000J0

6名様

5名様

12名様

受付締切
1月5日㊌

Q 新年最初の寅の日とそ
の前後3日間にわたり

「初寅参り」が行われ、703
年に創建されたというお寺
の名称をお答えください。

No.1

No.2
和果ごこち ゆずれもん
No.7

No.3

No.5

No.6
免疫サポート

No.4 シリコン湯たんぽ

充電式
毛玉クリーナー

5名様

USBブランケット

フルワイヤレスイヤホン ムッキーちゃん
チュアブルタイプ 30日分 
（機能性表示食品）

TW-E3BB
※カラーは選べません。

※種類は選べ
ません。

HCW-B01BE グレージュ
約幅250mm、高190mm

500mlPET24本セット　
賞味期限:2022年4月

答えて当てよう いいとこクイズ！

20名様

YAMAHA

エクリアwarm

ダイドードリンコ

みかんの皮むき器FANCL

T-fal

10名様

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▶
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。 ・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

特別展 「国宝 聖林寺十一面観音―三輪山信仰のみほとけ」
　本展では、日本彫刻の最高傑作の一つとされる国宝十一面観音菩薩立像（奈良・
聖林寺蔵）を奈良国立博物館では24年ぶりに展示し、比類ないその美しさをご堪
能いただけます。さらに三輪山信仰にまつわる名品の数々もご紹介します。

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

1 京都市交響楽団
「第665回定期演奏会」

S席 （通常 5,500円）4,000円

［出演者］広上 淳一（指揮）
藤村 実穂子（独唱）京響コーラス、
京都市少年合唱団
［曲目］マーラー：交響曲第3番ニ短調
▶日程：3月12日㊏14:30
 3月13日㊐14:30
▶会場：京都コンサートホール・
 大ホール
▶定数：各10枚

締切：1月11日

1

2月3日まで

2 三月花形歌舞伎 3 宝塚歌劇雪組公演

ⓒ宝塚歌劇団

S席 （通常 8,800円）8,300円

大江戸スクランブル「夢介千両
みやげ」ショー・スプレンディッド
『Sensational!』
▶日程：3月26日㊏11:00
 4月 1日㊎13:00
 4月 5日㊋11:00
 4月10日㊐15:30
▶会場：宝塚大劇場
▶定数：各20席

締切：1月10日

 一等席 （通常 11,000円）5,000円

２０２１年に引き続き大好評
公演！次世代を担う注目の
若手俳優が大集結！
［出演者］坂東巳之助、中村
壱太郎、中村米吉、中村隼
人、中村橋之助

▶日程：午前の部（１１：００開演）３月３日㊍、１３日㊐
 午後の部（１５：３０開演）３月２日㊌、１２日㊏
▶会場：京都南座
▶定数：各10枚 締切：1月11日

▶会期：2月5日㊏～3月27日㊐
▶休館日：2月7日㊊・21日㊊・28日㊊、3月22日㊋
▶開館時間：9:30～17:00 ※毎週土曜日は19:00まで
 （入館は閉館の30分前まで）
▶会場：奈良国立博物館 東新館
※障害者手帳またはミライロIDをお持ちの方（介護者1名含む）は無料（要証明）　
※観覧当日に証明書・会員証などの提示が必要です（一般と小学生以下を除く）。

挑む浮世絵 国芳から芳年へ
　幕末の激動する時代のうねりを描き、人々を魅了し続けた「芳」の系譜。ぱっと目を
ひく表現が彼らの得意技です。名古屋市博物館の浮世絵コレクションから選り抜か
れた約150点をご紹介します。

3

2月24日まで▶会期：2月26日㊏～4月10日㊐　▶休館日：月曜日、3月22日㊋
▶開館時間：10:00～18:00
 ※金曜日は19:30まで（入室はそれぞれ30分前まで）
▶会場：京都文化博物館
※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）
※学生料金でご入場の際には学生証をご提示ください。

特別展 大英博物館ミイラ展 古代エジプト6つの物語
　古代エジプト文明の研究で世界を牽引してきた大英博物館の研究成果を紹
介する本展は、ミイラのCTスキャンによる画像解析でミイラの謎を解き明かし、
古代エジプト人の生き様や文化を紹介します。

2

2月3日まで

▶会期：2月5日㊏～5月8日㊐
▶休館日：月曜日、3月22日㊋　※ただし、3月21日㊊・㊗、5月2日㊊は開館
▶開館時間：9:30～17:00 ※毎週金・土曜日は19:30まで
 （展示室への入場は閉館の30分前まで）
▶会場：神戸市立博物館

※高校生以下無料　※障がいのある方は障がい者手帳等の提示で無料（要証明）　
※神戸市在住で満65歳以上の方は当日一般料金の半額（要証明）

※2022年1月20日「京都ホテル
オークラ」は「ホテルオークラ
京都」にホテル名を変更いた
します。

Photo：Greg Sailor

※本展は予約優先制です。事前に希望される入場日時を公式HPで
ご予約ください。

　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」では、冬のあったか料理フェアを開催。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るラン
チブッフェを特別料金でご用意いたしました。 
▶有効期限：1月4日㊋～2月28日㊊
▶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～／13:30～ 2部制

■ご予約・お問い合わせ
 TEL.075-254-2534（直通）

京都ホテルオークラ オリゾンテ〈ランチ券〉4

（通常5,000円）3,500円ランチ大人
ソフトドリンク
フリードリンク付き

2月18日まで

※消費税・サービス料込

うぇぶ2

国宝十一面観音菩薩立像
奈良時代・8世紀 奈良・聖
林寺蔵

月岡芳年「古今比女鑑 秋色」
（尾崎久弥コレクション）／歌
川国芳「里すゞめねぐらの仮
宿」／「相馬の古内裏」／「駒
くらべ盤上太平棋」（高木繁
コレクション）すべて部分、名
古屋市博物館蔵

10名様

みんなで分けてね

ジェフグルメカード
500円分
No.8

200名様

※2022年は1/1が初寅日で、初寅参りは1/1~3



最長滑走距離5,800m！3つのマウンテンパークに多彩な12コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※直接リフトに乗れるICリフト券になりました。　
※お帰り前に、預り金500円が戻ります。現地でお手続きください。
※2歳以下無料。

※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。 
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。 
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの
　補償金500円を別途お預かりいたします。お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。 
※お食事券は、3スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます（当日限り）。 
※年末年始（12/29～1/3）は、土休日料金となります。
※子供料金は小学生以下です。子供料金は、現地にてリフト1日券2,100円です。 
※ダイナランド毎週水曜日女性リフト無料（12/29・2/23除く、ダイナランドエリアのみ）。

大人（中学生以上）  3,400円（通常5,300円）
子供（小学生） 2,700円（通常3,700円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク 
リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  3,000円（通常4,900円）
土休日（リフト1日券+食事券1,000円分付） 4,500円（通常5,900円）

利用料金

大人 3,600円（通常4,500円）
シニア60才以上 2,600円（通常3,500円）
18歳以下 2,400円（通常3,300円）
幼児（3歳以上の未就学児） 900円（通常2,000円）

平日

大人 3,800円（通常4,900円）
シニア60才以上 2,800円（通常4,000円）
18歳以下 2,600円（通常3,800円）
幼児（3歳以上の未就学児） 1,100円（通常2,500円）

土休日・
年末年始

利用料金

※別途ICカード保証金500円（カード返却時に返金）をリフト券引換時に窓口でお支払い
　ください。
※ハチ北高原スキー場、ハチ北観光協会加盟宿泊施設で使える宿泊補助券2,000円分を
　配布いたします。ご希望の方は、チケットお申込み時にお書き添えください。
※「リゾートヴィラハチ北」は宿泊補助券は使用できませんが、会員証割引（大人1,100円/
　子供770円off）があります。他詳細はお問い合わせください。

滋賀県高島市今津町日置前4201-4　TEL：0740-22-2486
※幼児は３歳以上の未就学児、1８歳以下、シニアは60歳以上となります。
年齢を証明できるものをご持参ください。※2歳以下のゴンドラ料金は無料。
※ゴンドラは１往復のみのご利用です。

所 在 地

ハチ高原スキー場 兵庫県養父市丹戸字西横角909-１ TEL：079-667-8036
ハチ北高原スキー場 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹580-1 TEL：0796-96-0201

所 在 地

利用料金 全日／大人 3,800円（通常4,800円）
全日／シニア60歳以上 3,000円（通常4,000円）
  2,000円（通常3,000円）全日／子供
（4歳～小学6年生）

【取扱いのご注意】 ●引換券は所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください　●ご利用の対象は、会員ご本人とご家族様です ●ご利用枚数制限：会員お一人につき5枚まで　●PTAや子供会など親睦団体、
またお友達同士でのご利用はお断りいたします ●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認の上お申込みください。

11 スキージャム勝山 リフト1日券

全長4kmのロングコースのスノーパーク、子供も楽しいキッズ
パーク。リフトチケットに最新のICリフト券（キーカード）を導入！
ポケットにカードを入れたままスマートにリフトが利用いただけます！

滋賀県の琵琶湖が一望できるスキー場。澄み渡るびわ湖と
空、吹き抜ける風、凛とした空気。ゴンドラで630mの山頂へ
登ると、そこには開放感溢れる白銀のゲレンデが広がります。

333333 ハチ・ハチ北 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

販売期間：2022年3月17日木まで
天候状況により変更する場合があります

スキー場リフト スキー場リフト 
1日券のあっ旋1日券のあっ旋

2021
～2022
2021
～2022

ダイナランド 岐阜県郡上市高鷲町西洞3035-2 TEL：0575-72-6636
高鷲スノーパーク 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1 TEL：0575-72-7000

所 在 地

▶有効期限：2021年12月24日金～2022年3月21日月（スキー営業終了まで）

▶有効期限：～2022年3月31日木 【全日】

▶有効期限：～2022年3月31日木 【全日】

▶有効期限：～2022年3月31日木 【全日】

土休日は1,000円分のお食事券付！とにかくスケールのデカさが魅力の高鷲スノー
パークと、西日本最大級の変化に富んだ20コースのダイナランドの共通リフト券。

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

今月は、スキー場のリフト券をあっ旋いたします。いやしうぇぶkpcにご登録
していただきますと、インターネットからお申込みいただけます。KPC事務局
から事業所様宛まで発送いたしますので、雪が降りそうだな~と思われたら、
できるだけ早めにご用意してください。

FAXでのお申込みを希望される方は、こちらのお申込書に必要事項をご記入のうえ KPC事務局まで送信してください。

[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

うぇぶ2



使 い 方

● 参加料：無料
● プラットフォーム：
 スマートフォン・タブレット（iOS / android）・Nintendo Switch
● 参加資格：会員と家族（小学生以上）
 ※実施日において小学生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）。

・初心者の方は、年末年始の間にチュートリアル
で練習しておいてください。
・ゲームアプリから観戦することも可能です。
・KPCだけでなく、大阪市の団体との共催にな
ります。

主催：公益財団法人京都中小企業振興センター
共催：公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
©2021 Tencent.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

5vs5に分かれてチームバトル!たくさんのゴールを決めて、
勝利を目指せ！攻撃も防御も味方とともに!連係プレイがバトルの鍵を握るぞ!
https://www.pokemonunite.jp/ja/

登録会員対象

購入申し込み・取得方法はこちらから。
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/etickets/　

○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。

おひとり1本限定。過去にご購入いただいた方はご購入いただけません。

店舗で会計時にチケット提示してください。

定 数

総数がなくなるか、または1月20日まで
※状況により追加する場合があります。

お申込み終了

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〉

対 象

ご 注 意

受け取ったギフトカードから、スマートフォン上に
チケット画面を表示し、会計時に提示して利用します。

デジタルKFC CARD（3,000円）
➡会員料金 2,400円　総数：50本

FAXでのお申し込みは無効です。

eチケットのあっ旋販売

3 開催予告

今回は「ポケモンユナイト」をオンラインで行います。
2022年2月13日㊐に開催予定　詳しくは来月号にて！

ポケモン
ユナイト
ポケモン
ユナイト

KPC&OCS eSports Cup（仮）

対象店舗へ行きます。

STEP1 STEP1




