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キャンプを始める1stステップ講習会

オンラインクッキング

eSports Cup 「ポケモンユナイト」

答えて当てよう いいとこクイズ！

eチケットあっ旋販売 majica

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.155
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（写真はイメージです）

アウトドア
初心者のための 1stステップ講習会1stステップ講習会

アウトドアをはじめたいと思ってショップに出かけたら、
たくさん種類があり過ぎて何を揃えたらいいか
わからないことありませんか？
はじめてのキャンプのいろはを
ロゴスのスタッフさんに教えてもらいましょう。

使用した用具はお持ちかえりできます！

LOGOS ホットサンドパンとクラフトスモーカーLOGOS ホットサンドパンとクラフトスモーカー
主催：公益財団法人京都中小企業振興センター　運営協力：（株）ロゴスコーポレーション

◆開催日時・・・・・・3月6日日 11時スタート～終了時間 13時頃(予定)

◆会場・・・・・・・・・・・ロゴスランド 
 (京都府城陽市寺田大川原町24-4  TEL0774-58-0010)

 https://logosland.jp
◆参加料金・・・・・・会員家族 1家族 10,000円（一般 20,000円）
 研修費用、研修室使用料、軽食材費、
 お持ち帰り機材(1家族につき1個ずつ)を含みます。

◆定員・・・・・・・・・・・5家族（1家族4名様）
 最少催行数2家族以上 定数を超える場合は抽選となります。

◆申込締切日・・・・2月15日火
申込はこちらから  https://gicz.jp/open/camp01

◆注意事項
・イベント実施中の写真を撮らせていただきます。写真はロゴス媒体に掲載される場合があります。
・火器の使用やテント、タープの持ち込みや設営はできません。
・ご参加いただいた方の施設内の駐車場料金は無料です。（※無料化の手続きが必要）
・イベント終了後の施設からの退場時間は自由です。
・雨天時は室内にて実施します。（内容は変更になります）

研修室で初めてのキャンプ講習（座学）
●ここちよいキャンプサイトを作るポイント
●テントを選ぶ際は、ここに注目 ●自分にあった寝袋の選び方

テントの設営・撤収デモ
●テントのたて方 ●ペグダウンの方法 ●撤収のコツ

アウトドア料理にチャレンジ
●ホットサンドを作ってみよう
●スモーク料理を試してみよう
　(スモークしたい食材持込OK)

◆内容

オンライン
クッキング
オンライン
クッキング
料理教室に通いたいけど、時間が合わないとか、
近所に教室がないとか、なんか気恥ずかしいとか…
そんな時は、オンラインクッキング教室を試してみませんか。

今回は オープンいなり寿司とほうじ茶プリン です。

オープンいなり寿司
本みりんと清酒をたっぷり使ったいなり
寿司です。お揚げの炊き方、すし飯の作
り方、牛肉のしぐれ煮、ふわふわの炒り
卵など、盛りだくさんの内容です。

なめらかほうじ茶プリン
本みりんの新しい使い方をお伝え
します！お砂糖を使わないほうじ茶
の香ばしい香り漂う、滑らかな口
どけのプリンです。

●講師： ラ・キャリエールクッキングスクール インストラクター　服部 文香
■日程・・・・・・・・・・・２月２２日火 13:30～14:40

■参加料金・・・・・・KPC会員/家族 800円（一般 1,000円）
■定数・・・・・・・・・・・20名様　最少催行人数１人/定数を超える場合は抽選となります。

■申込締切日・・・・2月13日日 23:59
お申込みと参加料金のお支払いはこちら　
　KPC事務局へ  https://gicz.jp/open/olcokg1

▼ご注意事項
●オンラインレッスン受講には無料ソフト『Zoom』が必要です。講師との対面でレッスンにご参加
　いただきますが、マイクやカメラをOFFにした視聴のみでのご参加もOKです。
●調理に必要な器具や材料・調味料は、ご自身でご用意をお願いします。
●Zoom ご利用にあたり、インターネット環境が必要となります。
　動作不良や接続不良等によるサポートは致しかねます。
●対象：KPC会員と中学生以上のご家族様。一般の方は下記教室に直接お申込みください。
●見逃し配信については、YouTubeで視聴いただけます。終了後URLを教室より送信されます。

▼ご利用方法
Ｚｏｏｍを使用して、自宅にいながらラ・キャリエールの講師によるレッスンを受講いただ
けます。レッスン終了後、無期限で何度でもアーカイブ動画のご視聴が可能です。
復習したい方、リアルタイムでの視聴ができない方にもおすすめです。

ラ・キャリエールクッキングスクール　京都市中京区河原町三条上る　フリーダイヤル 0120-071219
[受付時間]　平日9:00~21:00 土曜日9:00~16:30 ※日曜祝日は休み料理教室実施/オンライン配信

参加される方には、宝酒造(株)より「本みりん・清酒」をお送りします。

おうち時間、どうする？

11 22

室教

※右上写真にある商品の予定です。
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日々の食事で、すこし健康を意識しませんか？日々の食事で、すこし健康を意識しませんか？
気にはなっていても、食生活が偏りがちに…

ライフサポート倶楽部では、手軽に美味しく、健康的なからだの
維持応援メニューをご紹介しています。ぜひご利用ください。

多数の提携先があります。詳しくはいやしなびKPCへ！

12名様

5名様

20名様

受付締切
2月6日㊐

Q 鴨川のそばに、ある
工芸品の発祥地を示

す碑が置かれています。
ここは何と呼ばれている
でしょう。

No.1

No.2
おいしい
しょうがココア

No.7

No.3

No.5

No.6
フレッシュ
ランチボックス

No.4
缶つま レストラン 
うにのコンソメ
ジュレ

アウトドアスパイス 
「ほりにし」 
HORINISHI

30名様

マルチミックス1 
ハンドミキサー 
HM1010WH

LTC-01 低温調理器 
ブラック
レシピブック 付き！

カラーマシュマロ
150ｇ/24袋入り

本体サイズ:
W160×D65×H95mm
※カラーは選べません

65g

セット内容 
本体/ビーター（混ぜる用）/
ニーダー(こねる用)

100g 瓶詰

10包

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！

10名様

IRIS OHYAMA

BRAUN

ロッキーマウンテンTHERMOS

40名様

応
募
資
格
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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。（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

QUOカードPay/
QUOカード　
500円分

No.8

200名様

＜メニュー例＞ 2021年12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」「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.721058

おかしなおかし屋さん　通販

一般公開されていない
大変お買い得なオンライ
ンショップです！ 人気の
お菓子や詰め合わせな
ど盛りだくさん♪

おかしなおかし屋さん\限定商品/や
\オリジナル詰め合わせ/など、
お買い得価格でお買い求めいただけます！

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.660559

糖質30g以下の食事宅配『nosh（ナッシュ）』

健康に配慮して設けた栄
養価基準で全メニューを
開発・調理し、冷凍して
ご自宅までお届けしてい
ます。

初回購入

2，000円（税込）OFF

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.721055

KIRIN naturals（キリンナチュラルズ）

不足しがちな野菜を手軽に美味しく
摂ることがことができます。

素材を活かした野菜と果
実の「色合い・食感・
味わい」により、不足し
がちな野菜を手軽に美
味しく摂ることができる
『野菜と果実をブレンド
したスムージー』

「国産＋鮮度」にこだ
わってお届けしている
マイ穀オンラインスト
アの商品。

1ケース（30本）▶会員価格 　6,400円
2ケース（60本）▶会員価格  11,900円
3ケース（90本）▶会員価格  16,500円

特特典典内内容容特典内容

メニューNo.630221

マイ穀ストア

ライフサポート倶楽部会員のみの特典！

\5％割引/でご購入いただけます！

特特典典内内容容特典内容

マイ穀では、「食べることで元気になる」
食スタイルを提案しています。

森永のお菓子、食品がお買い得価格で
お買い求めいただけます！

げんき げんき げんき くらし

会員ページはこちら

一流シェフが開発した、「健康的で美味しい
食事」がご自宅で手軽に楽しめます。

く

（※税込、送料込） ※書籍や一部のキャンペーン商品にはご利用いただけません。

クーポンコードご入力で、

3名様
会社のみんなで分けてね



（通常2,320円）1,300円おひとり （通常4,900円）おひとり

全国 全国 京都のみ全国

一般 1,100円 一般 1,100円
※座席指定可能です

大人 1,200円 一般 1,000円 大人 1,200円一般1,100円

[ご注意]
●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。
●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。
●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。
●決済方法：KPC事務局・京都銀行・京都信用金庫での窓口払いは手数料無料、お振込み・コンビニ・
LINEPay請求書払いは手数料が必要です。

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

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）

映画館のチケットあっ旋中

一等席 （通常5,500円）3,800円

3 国立文楽劇場 ４月文楽公演
［出演者］ 豊竹咲太夫 ⁄ 鶴澤清治 ⁄ 吉田和生 ⁄ 桐竹勘十郎 ほか
【第１部】１１時~１３時４０分予定
 「義経千本桜」（よしつねせんぼんざくら）
 伏見稲荷の段／道行初音旅／河連法眼館の段
【第２部】１４時１５分~１７時予定
 「摂州合邦辻」（せっしゅうがっぽうがつじ）
 万代池の段／合邦住家の段

【第３部】１７時３０分~２０時１０分予定
 「嬢景清八嶋日記」（むすめかげきよやしまにっき）花菱屋の段／日向嶋の段
 「契情倭荘子」（けいせいやまとぞうし）蝶の道行
▶日時：４月２日㊏～２４日㊐ ※休演日：１３日㊌
▶会場：国立文楽劇場
▶定数：各10枚

締切：2月9日

1 オムロン パイプオルガン コンサートシリーズVol.69
「オルガニスト・エトワール“大平健介＆長田真実”」

全席指定 （通常 1,000円）800円
（通常 5,800円）5,000円

［オルガン］　大平健介（日本キリスト教団 聖ヶ丘教会首席オルガ
ニスト）長田真実（姫路パルナソスホール オルガニスト）
［曲目］ モーツァルト：幻想曲 ヘ短調 K.608　サン=サーンス：交
響詩「死の舞踏」作品40（編曲：長田・大平）、組曲「動物の謝肉祭」
より抜粋（編曲：長田真実）　メンデルスゾーン（大平健介編曲）：交

響曲第5番 ニ短調 作品107「宗教改革」より 第4楽章〈コラール「神は我がやぐら」〉ほか
　「オルガニスト・エトワール」と題した第69回は、いま注目のオルガニストの２人、大平健介と
長田真実をゲストに迎えます。それぞれのソロからオルガン・デュオまで、２人のこだわりが詰
まったプログラムをお届けします。どうぞご期待ください。
▶日時： 2月26日㊏14:00（13:00開場）
▶場所：京都コンサートホール 大ホール
▶定数： 20枚

締切：2月9日 全席指定 一般

（通常 3,800円）3,000円全席指定 子ども
（就学児～12歳）

締切：2月9日

©Sandra Wolf 第1部「義経千本桜」

2 城陽市市制施行50周年記念事業
Singｓ ジブリコンサート

［出演］歌・ナビゲート:
島本須美　歌：麻衣　
/ピアノ:角野隼斗(か
てぃん)、菊池亮太

▶日時： 5月15日㊐14:00
▶場所：文化パルク城陽 プラムホール
▶定数： 20枚
※未就学児入場不可　

ビューティーチケット（お食事＆ご入浴）1
カラダの細胞からキレイを目指すじねんと食堂のスペシャルメニュー

「ビューティーランチ」と、温泉露天風呂やサウナなどほっこり癒される力の湯
「レンタルタオル付きご入浴」、さらに地元農産物直売所じねんと市場の「100
ポイント付与済みポイントカード引換券」がセットになったお得なチケットです！
▶会期：2月28日㊊まで
▶営業時間：ビューティーランチ提供時間：11：00～14：30
 ※1日10食限定
▶会場：伏見 力の湯

ご利用手順については各メニューをご参照ください。

4つのシネコンだとチケットの到着を待たなくていいデジタル発券なので、ぜひライフサポート倶楽部にご登録ください。
時間がある場合はKPC事務局にお申込みいただいた方がお得です。

そんな時はライフサポート倶楽部デジタルチケットをご利用ください。 スマホで簡単！
座席指定もラクラク！

※有効期間は、チケットに応じて延長しています。　※有効期間切れに伴う返金・交換はできません。

下の申込書にご記入の上FAXにてお申込みください。いやしなびkpcにご登録いただけば、ネットを通じて直接KPC事務局に発注いただけます。※チケット代金は後払いです。

お届け先は各事業所
（各地支店、営業所、工場等）
に限ります。

メニューNo.750825

決済受付完了12時間後!

1,900円   ▶ 1,400円
通常料金

決済受付完了9時間後!

1,900円   ▶ 1,400円
通常料金

メニューNo.750826

 【TOHOシネマズ】 【109シネマズ＆ムービル】

決済受付完了6時間後!

1,800円～1,900円 ▶1,400円

メニューNo.750828

通常料金

 【ティ・ジョイ運営劇場】

決済受付完了後即時

メニューNo.750827

1,800円   ▶ 1,300円
通常料金

【イオンシネマ】

3,300円ランチオーダーバイキング
ワンドリンク付き

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：2月1日㊋～3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）

■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。

2

※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。

※消費税、サービス料込。
※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。

3月18日まで
2月24日まで

明日映画に
行こう‼



●取得期間は2022年3月31日まで
●利用回数はビックカメラ.com 1アカウントにつき3回まで

ポケモンユナイトポケモンユナイトポケモンユナイト

オンラインでeSports Cupを行います。遠い場所からでも一緒に楽しめるところがオン
ラインのいいところ。会員間でのゲーム大会なので、知らない人とチームを組んだり闘っ
たりしても大丈夫です。初心者の方でも安心して交流していただけるように進行していき
ます。マナーを守り相手をリスペクトする気持ちを忘れずに、楽しみましょう。　
※アプリから観戦だけでもOKです。 ※今回は大阪市の会員の皆様も一緒に行います。

● 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）・Nintendo Switch
● 定数：20名まで （最少催行人数8名、定数を超える際は抽選）
● 参加資格：会員と家族（小学生以上）※会員認証を行います。
● 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
● 注意事項
・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。
・ゲーム内容は後日 いやしなびkpc Youtubeチャンネルにて配信させていただきます。 
・本大会は、KPCとOCSセンターの会員プレーヤーを対象とした大会です。
会員家族の方も参加できますがオンライン大会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）。
・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。
・チームは運営側でランダムに決めさせていただきます。

■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　
■運営:株式会社PACkage
©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。

⬆えらべるPayは、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。ポイント内であれば複数のギフトと
自由に交換することができます。えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。
スマートフォンのご利用が必要です。ご利用されている対象サービスにチャージしてご利用いただけます。

KPC&OCSeSportsCup

500円分

当日参加された方には！
えらべる Pay

いろんなPayと換えられる！

● 開催日時：2月13日日 15時スタート
接続テストを兼ねたリハーサルを当日14時より行います

● エントリー期間：2月6日日 16:00まで
 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/eSports5

優勝者には、さらに1,000円分!

初心者
大歓迎

2月1日
から

使 い 方

期 間

使 い 方

使える店舗

登録会員対象
全国の　　　　　　　　店舗で使える

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。

店舗での会計時にチケットを提示してください。

定 数

総数がなくなるか、または2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。

majicaギフト券（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

対象店舗へ行きます。

STEP1STEP1 STEP2STEP2

2%2%
ポイントアップ
クーポン
ポイントアップ
クーポン

新規優待

2022年2月1日~2023年3月31日まで何度でも使える
ビックカメラ・コジマ全店、ビックカメラ.comでご利用いただけます。
（ただしAirBic、アウトレット、コジマネットを除く）

注意事項 ●本クーポンをお会計前にご掲示ください。●本クーポンをご持参いただけない場合、ご優待
は受けられません。●同一商品に複数枚のご利用はできません。1枚につき1会計のみ割引対
象となります。●他のクーポン券、キャンペーン・値引き・ポイントプレゼントとの併用はできま
せん。予め、ご了承ください。●他店価格に対応した際はご利用いただけません。●同業者・転
売目的にはご利用できません。●特典の内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。

対象外商品 日替り限定品・特価品、展示品・アウトレット品・中古品・ダイレクト直販PC、スマートフォン・携帯電
話、タブレット等で携帯電話会社との契約が必要な商品、ゲーム機本体、一部のVR機器、プリペ
イドカード(商品券などの非課税商品)、ロレックス、Apple製品、一部のパナソニック製品、ポイン
トが付与されていない商品、書籍、ビック酒販取扱商品、住設関連(リフォーム・太陽光など)、キャ
ンペーン等ですでにポイントアップ済みの商品など、修理品、作業手数料、配送料など

ビックポイントカードの登録が必要です。（登録方法は下記WEBサイトにて）

店舗に行く場合は
本誌をご持参ください。➡

でお買い物する場合は別のクーポンコードが必要です。
KPCホームページをご覧ください。

お問合せ先 : ビックカメラ.com
サポートセンター : 0570-06-7000（当面の間9:30~21:00）
※インターネットで購入する場合やGICパスポートについてはKPC事務局へ
 www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode2021/ 

※GICパスポート登録会員のみ対象




