
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

ぜひ活用してください

各種福利厚生メニューのご案内

答えて当てよう いいとこクイズ！

GICパスポート活用

クーポンコードでお得2022版
eチケットのあっ旋

春の旬弁当付き！

伏見桃山城まで
ノルディックウォーキング！

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.157
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公益財団法人 京都中小企業振興センター(略称：KPC)の会員の方が
ご利用いただける福利厚生の大きなメニューをご紹介いたします。

国内外の20,000ヵ所以上のリゾート施設や、スポーツクラブ・ゴルフ場や
各種アミューズメント施設、ショッピング等多彩な特典をご利用いただけます。

ちょっとしたリフレッシュや主要都市
へのご出張、テーマパークのオフィ
シャルホテル、温泉旅館に別荘、ゴル
フ場などさまざまなシーンで活用いた
だける優待施設が約20,000ヵ所。

ポイント

1 リゾート＆
トラベル・
ゴルフ場

全会員対象・初回ログインで更新してください

●ライフサポート倶楽部会員番号
は、KPC会員番号に応じて、先頭
に付けていただく8桁の番号が異
なります。

●パスワードは「ライフサポート倶楽
部」会員番号の下8桁です。ログイ
ン後、変更してください。

新規にご利用開始される方は、
左記の番号でログインください

0から始まる方 ➡ 0899ｰC638ｰ0●●●●-●●●●
5から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ5●●●●-●●●●
7から始まる方 ➡ 0899ｰC642ｰ7●●●●-●●●●
9から始まる方 ➡ 0899ｰC643ｰ9●●●●-●●●●

KPC会員番号が…

KPC会員番号（9桁）KPC会員番号に応じた【8桁】

ライフサポート倶楽部の会員番号の作り方ご注意ご注意 KPC会員番号（9桁）の先頭に、KPC会員番号に応じた【8桁】のコードを付けてください。
17桁の会員番号を表示した新しい会員証に差し替えますので担当の方はご依頼ください。

お電話でのお申込み

WEBでのお申込み
KPCのホームページからログイン
していただいた後、利用したい施設・
メニューを検索してください。

ライフサポート倶楽部 お問い合わせ先・お申込み

PC・スマホ・タブレットから簡単お申込み　事前に希望劇場・作品・座席指定も予約可能！

デジタルチケットサービスで簡単・便利・お得に映画チケットをご購入いただけます 
〈KPC事務局に発注しなくても映画鑑賞が500円OFF！〉

ポイント

4

ビジネスシーンで活用できる初歩的な講座から専門に特化した講座まで、300以上の豊富なカリキュラムをご用意。
どの講座も無料で受講可能です！空いた時間に無理せず学べるeラーニングで、らくらく学習！

※Aコース・Bコースともにお申込みはお一人様各1回とさせていただきます。リソル予約センターから、ご登録のEメールアドレスへIDと受講案内を送付。 
※お申込みは、2023年2月15日（水）までです。

Aコース（メニューNo.650523）
【
講
座
一
例
】

eラーニング
ポイント

2

Bコース（メニューNo.650524）
【
講
座
一
例
】

○ビジネスマナー基礎編、応対編 ○よくわかる税務知識○事例でわかる
人材マネジメント ○事業計画の立て方・書き方講座 ○5つのキーワード
で学ぶコンプライアンス ○与信管理・債権回収の入門講座 ○基礎から
始めるExcel講座、Word講座、PowerPoint講座 ○次世代管理職にな
るための心構えと基本的なスキル

●スポーツクラブや郵送検診など、
　カラダメンテナンスを優待料金で！
●子育て支援、託児所のご案内も！
●食品、生活雑貨などのショッピング
　サイトも優待料金で！
●慶弔給付は、対象の方から直接申請
　してください。申請期限は、事実が
　発生した日から 3ヶ月以内です。

生活サポート
ポイント

3

○日商簿記 3級、2級 ○第二種衛生管理者 ○はじめて
の人の給与計算入門 ○ビジネス実務法務 3級、2級 
○2時間で学ぶメンタルヘルス ○はじめての人の年末調
整入門 ○ファイナンシャルプランナー入門 ○契約書の
結び方 ○社会保険労務士

チケットの
お申込み方法

ライフサポート倶楽部にログインしていただいた後、希望映画館のメニューNoを検索。【ご利用方法・お申込みはこちら】のバナーからお申込みください。
※チケットは、マイページにご登録のメールアドレス(ログイン時使用)あてに「コード式チケット」が届きます。
※「コード式チケット」到着後より、劇場・作品・座席の予約が可能です。鑑賞希望映画館のホームページよりご予約ください。
※鑑賞当日、予約時に受け取った「購入番号」と「電話番号」の入力が必要です。記載されたメール等をご持参ください。

※コード式チケットはお申込み・決済完了の24時間後の配信
 （配信までの時間が変更になる場合があります）

デジタルチケットサービス  
【TOHOシネマズ】 メニューNo.750825
大人1,900円 ⇒1,400円

▶宿泊予約…………　 0120-837-330
▶お問い合わせ ……　 0120-933-409
▶営業時間…………平日　　　  10：00～18：00
　 　　　　　　       土・日・祝日  10：00～17：00 （年末年始休み）

リゾート・
トラベル

▶ご予約 ……………各メニューに掲載のお問合せ先に、
　　　　　 　　 　　直接お電話でお申込みください。
▶お問い合わせ ……　 0120-208-330
▶営業時間…………10：00～17：00（年末年始休み）

ライフ
メニュー

※コード式チケットはお申込み・決済完了の24時間後の配信
 （配信までの時間が変更になる場合があります）

デジタルチケットサービス  
【イオンシネマ】 メニューNo.750827
大人1,800円 ⇒1,300円

※不正ログイン防止のため、他サイトで利用されているメールアドレス・パスワードの組み合わせを流用しないようご注意ください。　※パスワードは定期的に変更してください。



5名様

100名様

30名様

受付締切
4月6日㊌

Q 大正時代、4/27から3日
間にかけて行われた大会

が、ある競技の始まりといわれ
ています。その記念碑が三条通
付近にありますが、なんの発祥
記念碑でしょう。

No.1

No.2 図書カード 1000円分

届く強さの乳酸菌W 
プレミアガセリ菌
CP2305

No.7

No.3

ハナノア
No.5

折りたたみ
アルミスマホスタンド

No.6

会社のみんなで分けてね

500ml
鼻にしみない、痛くない！
体液に近い成分でできているので、
鼻がツーンと痛くなりません。

レトルト調理器 
レトルト亭 ARM-110
レトルトパウチ食品を入れてON
するだけでレトルトパウチ食品を
温められます。

スマートフォンなどでの動画・
映画の閲覧に最適なスタンドです

100mlPET30本　
賞味期限:
2022年8月

有効期間：2034年12月31日

No.4
6名様

8名様

APIX Panasonic

Panasonic

アサヒ

小林製薬

10名様

5名様

電動歯ブラシ 
Doltz （ドルツ）
微細な音波振動で、
手よりも細かく磨く。

衣類スチーマー
ハンガーにかけたまま、
サッとシワとり、ニオイとり。
アイボリー　カームグレー
※カラーはお任せください

答えて当てよう いいとこクイズ！

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

No.8 200名様
WEB申込／
Amazon ギフト券（コード）
500円分
FAX申込／
QUOカード500円分

「クイズ探検!～」やクーポンコードを取得
していただくために必要なスマートフォン
用Webアプリです。登録にはスマホが必
要ですが、その後は「いいとこクイズ」など
会員認証が必要な申込みはPCからでも
利用することもできます。
※会員番号はライフサポート倶楽部と一緒にしてあります。

今年9月末でサービス終了する予定で
す。それまではKPC会員証にロゴマー
クを掲載してありますので、提示するだ
けでサービスを受けていただけます。

いやしなびKPC本誌でご案内している
チケットのお申込みはこちらからどうぞ。
本誌に掲載できていない通期であっ旋
している「映画観賞券」や「お食事券」「ア
ミューズメント施設」もこちらからお申込
みいただけます。

全会員対象・利用お申込みが必要

KPC会員証についてKPC会員証について

全会員対象・利用お申込みが必要

ご結婚・ご出産された時、お子様が小学校・中学校に入学された時などは給付金を支給します。もし事由に該当されて
いる時は、申請忘れがないかご確認ください（ご請求期限は給付事由が発生してから6ヵ月以内です）。
●自動的に給付を行う給付助成金もありますが、事前にKPCにご登録いただいていることが条件になります。
●給付助成金支給の確定日は当日となります。その確定日前に退会された場合は対象外となります。
給付の項目や金額はガイドブックやKPCホームページをご覧ください。

慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象）慶弔給付助成金制度（事業所会員・グループ会員のみ対象） 申請が必要！

全会員対象！

他にも健康診断や人間ドックの費用補助など、会員とご家族の皆様を幅広くサポートいたします。本誌またガイドブックでご案内していきます。

KPC事務局内で
登録の代行をいたします。
こちらからスマートフォンで
お申込みください。

この会員証をお持ちでない方は、
再発行の手続きをお願いします。

全国の優待施設はこちら

※裏面にライフサポート倶楽部会員番号を
　掲載しております。

www.kpc.or.jp



（通常4,900円）おひとり

（当日4,800円）4,300円大人（18歳以上)

（当日4,300円）3,900円セニア（65歳以上）

（当日3,800円）3,400円中人

（当日2,800円）2,300円小人

（当日2,000円）1,500円大人（16歳以上
 または高校生以上）

（当日1,000円）700円こども（小・中学生）
（当日600円）300円幼児（3歳以上）

（中学生・高校生
 /12～17歳)
（4歳以上・小学生
 /4歳～11歳)

　ナポリ国立考古学博物館の至宝150点が一挙集結！。
▶会期 ： 4月21日㊍～7月3日㊐
▶休館日 ： 月曜日 （ただし、5/2（月）は開館）
▶開館時間： 10：00～18：00 （入場は17：30まで）
▶会場： 京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階
※障害者手帳等をご提示の方は本人及び介護者1名無料。（要証明書）

　2年間の活動休止期間を経て、昨年活動を再
開したクリス・ハートの全国ホールツアーが決定！
▶日時 ： 6月24日㊎ 18:00
▶会場 ： 大阪国際会議場メインホール
▶定数 ： 30枚
※公演中は立っての観覧はできません
※小学生以上 要チケット
※未就学児童は無料・膝上鑑賞に限る （座席が必要な
場合はチケットをご購入ください）

　京都五花街の芸妓舞妓、総勢約80名の夢舞台。祇園甲
部・宮川町・先斗町・上七軒・祇園東と一度にすべてご覧い
ただけるのは「都の賑わい」だけ
▶日時 ： 6月25日㊏・26日㊐
▶会場 ： 京都南座
▶定数 ： 各20枚

　2022年5月にデビュー30周年を迎えるウルフルズ、アニバーサリーイヤーのスタート
を記念して野外ワンマンライブ「ヤッサ！」を開催！
▶日時 ： 5月21日㊏ 15:00
▶会場 ： 万博記念公園もみじ川芝生広場
▶定数 ： 20枚

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

後方シートエリア 大人 8,000円
後方シートエリア 子供 3,000円

締切：4月12日

　2/1にリリースされた20thアルバム「Still Dreamin'」を
携えた全国ツアーの開催が決定！ツアーは新作「Sti l l 
Dreamin’」と40年のキャリアからの「Best選曲」を組み合
わせた“夢満載”の内容が予定されています。
▶日時 ： 7月18日㊊㊗ 17:00
▶会場 ： ロームシアター京都 メインホール
▶定数 ： 30枚
※3歳未満入場不可(3歳以上有料)
※お一人様4枚まで

2

全席指定 8,600円
締切：4月12日

（通常 7,900円）7,000円着席指定席

締切：4月12日

3

[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
場合ご記入くだ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

お届け先は各事業所
（各地支店、営業所、工場等）
に限ります。

クリス・ハート 全国ホールツアー2022
「LOVE IS MUSIC」

（通常 12,000円）

（通常 9,500円）

7,900円一等席

締切：4月14日

4 第29回 京都五花街合同公演
都の賑わい

“ウルフルズ 30th Anniversary Special Live”OSAKAウルフルカーニバル
ウルフルズがやって来る！ ヤッサ2022

布袋寅泰 HOTEI the LIVE 2022 
“Still Dreamin’ Tour”

　ミュージカル 『巡礼の年～リスト・フェレンツ、
魂の彷徨～』
ショー グルーヴ 『Fashionable Empire』
▶日時 ： 6月14日㊋ 11:00
 6月18日㊏ 11:00
 6月24日㊎ 13:00
 6月26日㊐ 15:30
▶会場 ： 宝塚大劇場
▶定数 ： 各20枚

宝塚歌劇 花組公演

（通常 8,800円）8,300円S席

締切：4月6日

5

ⓒ宝塚歌劇団

特別展「ポンペイ」　

　日中国交正常化50周年記念！実物大の兵馬俑による隊列展示や日本初公開
となる貴重な出土品など約200点をダイナミックに展示。戦国時代の極小の騎
馬俑が、始皇帝陵では等身大の兵馬俑となり、また漢代皇帝陵では小さな兵馬
俑に変化した歴史の不思議を実際の文物から紐解きます。
▶会期 ： 3月25日㊎～5月22日㊐
▶休館日： 毎週月曜日（ただし5/2は臨時開館）　
▶開館時間： 10:00～18:00
 ※展示室へ入場は閉館の30分前まで
▶会場 ： 京都市京セラ美術館 本館 北回廊2階

（当日 900円）500円中小生
（当日 1,500円）1,000円大高生
（当日 2,000円）1,400円一般

3 日中国交正常化50周年記念　
兵馬俑と古代中国　～秦漢文明の遺産～

4月20日まで

（当日 800円）300円中小生
（当日 1,200円）500円大高生
（当日 2,000円）1,300円一般

2

　ミシガンクルーズと竹生島クルーズにご利用いただけるチケットです。
▶有効期間 ： 4月1日㊎～2023年2月28日㊋

びわ湖クルージングチケット

2023年1月31日まで （当日 1,150円）800円小人(小学生)
（当日 2,300円）1,600円大人(中学生以上)
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  ーそれはまるで映画のセットのような美術展
いま世界で最も注目を集める時代の先駆者“バンクシー”が、世界各地のストリートに描いた作品を忠実
に再現！ プライベート・コレクター秘蔵の貴重な作品群も一挙公開。
▶会期 ： 4月23日㊏～6月12日㊐ ※会期中無休
▶開館時間 ： 平日　 11:00～20:00 ※最終入場時間19:30　
 土日祝 10:00～19:00 ※最終入場時間18:30 ※4/23初日は11:00～
▶会場  ： グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

1 バンクシーって誰？展

※オリジナルレジャーシート付
※3歳以下入場不可
※子供チケットは公演当日4歳以上10歳以下
のみが対象、かつ保護者同伴のうえ入場可
※雨天決行・荒天中止
※指定サイズ(75cm×75cm)より大きなサイ
ズのレジャーシート使用不可
※チケット代に自然文化園入園料は含まれて
おりません。

（通常 9,000円）

（通常 4,000円）

6月9日まで

※障害者手帳をご提示
の方、及び介護者1名ま
で無料。

（当日 1,500円）1,000円中小生（当日 2,000円）1,400円大高生（当日 2,200円）1,500円一般
（当日 1,300円）800円中小生（当日 1,800円）1,200円大高生（当日 2,000円）1,400円一般●平日

●土日祝

5月19日まで

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。
▶有効期間：4月1日㊎～5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。
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※4/29～5/5を除く
※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。

5月20日まで

☆本展は予約優先制です。
※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）

テーブル天板（通称「メメント･モリ」）
Photos©Luciano and Marco Pedicini

大津港よりミシガン90(通常 大人3,000円/小人1,500円)
大津港よりミシガン60(通常 大人2,400円/小人1,200円)
大津港よりミシガンナイト90(通常 大人3,200円/小人1,600円）
長浜港より竹生島クルーズ(往復)(通常 大人3,200円/小人1,600円)
今津港より竹生島クルーズ(往復)（通常 大人2,700円/小人1,400円)
琵琶湖横断コース(長浜⇄竹生島⇄今津港)(通常 大人2,900円/小人1,500円)

▶コース ： ※昨年より変更

アドベンチャーワールド1日入園引換券
　陸、海、空の140種、1,400頭の動物が暮らす「こころにスマイル未
来創造パーク」をテーマに掲げたテーマパークです。
▶有効期間：～2023年3月31日㊎
▶営業時間：10:00～17:00
▶会場：アドベンチャーワールド
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営業時間・休園日などの
お問い合わせは
アドベンチャーワールド
インフォメーション
（0570-06-4481）または
https://www.aws-s.com/
でご確認ください。

2023年3月23日まで

ニフレル入館券
　大阪の万博エリアに位置する「ニフレル」は、水族館、動物園、美
術館を超えた海遊館プロデュースの全く新たな施設です。
▶有効期間：4月1日㊎～9月30日㊎
▶休館日：年内無休
▶開館時間 ： 平日10:00～18:00 土日祝10:00～19:00
※最終入館は閉館の1時間前まで。　※状況により変更する場合があります。
▶会場：EXPOCITY内ニフレル

6

9月16日まで



　新緑の伏見桃山城まで、往復約9kmのノルディックウォーキング！2本のストッ
クを使うノルディックウォーキングは、足への負担を軽減しつつ効率良く有酸素運
動ができる初心者にもやさしいスポーツです。伏見桃山城では、「じねんと食堂」の
特製旬弁当をお楽しみいただき、FUSHIMITTOに戻ったら「伏見力の湯」でご入
浴を。コロナ禍での運動不足解消と京都の春を感じられるアウトドアイベントです。

春の旬弁当付き!伏見桃山城までノルディックウォーキング!

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。

●お申込はこちらから　
　https://gicz.jp/open/momoNW1

　　⬇⬇⬇

※雨天、自治体からの要請、最少催行人数に満たない場合は中止とします。
※屋外イベントですがマスクの着用は必須で、イベント前には検温を行います。
※熱や咳、体調の優れない方や新型コロナ感染者および濃厚接触者はご参加いただけません。
※駐車場は「力の湯」の駐車場をご利用いただけます。

クーポンコードでお得

FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）
9:45集合

14名
（最少催行人数5名、多数の場合は抽選とさせていただきます）

4月10日㊐

4月30日㊏10:00～13:00で開催（雨天中止）
 10:00　FUSHIMITTO 出発
 11:00　伏見桃山城到着（城周辺にて弁当）
 12:00　伏見桃山城 発
 13:00　FUSHIMITTO 到着
※往復約9km

会 場

日 程

定 員

申込締切日

●ご注文をキャンセルされた場合でもクーポンは
使用済みとなります。

ご 注 意
●キャンセルされた場合、再度クーポンが復活し
ます。
●他のクーポンやポイントとの併用はできません。
●一部ご利用いただけない商品があります。

ご 注 意

※全体数200本がなくなるまで受付。

※KPCクーポンコード2021版は2022年3月31日13：00で終了します。

1決済につき、1,000円補助
年度内上限3本まで

補 助 内 容 1決済につき、1,000円補助
年度内上限3本まで

補 助 内 容

2022年4月1日～9月30日まで有 効 期 間
※全体数200本がなくなるまで受付。
コードを取得されるスマートフォンサイトで
ご確認ください

有 効 期 間
※全体数200本がなくなるまで受付。

1決済につき、1,000円補助
年度内上限3本まで

補 助 内 容

2022年4月1日～
2023年3月31日まで

有 効 期 間

●ご注文をキャンセルされた場合でもクーポンは使用済みと
なります。

※ポイントクーポン利用可能なキャンペーン対象店舗で1,001円以上(送料込)の
注文に限り利用可能。

※ゲスト注文でのご利用は対象外。　※予約注文でのご利用は対象外。

ご 注 意

会員家族 1,400円（税込）
会員同伴者 2,900円（税込）
ストックレンタル料を含みます
じねんと食堂の春の旬弁当と力の湯入浴券(有効期間2カ月)付き

料 金

注意事項

GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人様だけに適用されます。〈新規登録募集中〉
❶QRコードをスマートフォンで読み込んでください。
❷参加証一覧をタップします。
❸クーポンコード参加証が設定されているので開きます。
❹参加証が表示され、その画面上にそれぞれクーポンコード用の青いオビがあります。（制限本数全部
取得完了すると赤色に変わります）
❺ご希望の青いオビをタップしてください。
❻次の画面で希望本数を入力し［発行］ボタンをタップしてください。
❼クーポンコードを画面に表示します。同時にメールをお送りしますので、必要に応じてコピーしてご利用
ください。クーポンコードを使い切るまで大事に保管してください。

●各サービスのご利用はそれぞれアカウント登録してください。
●決済を完了する前に、クーポンコードの入力枠にKPCより配布するクーポン
コードを入力してください。
●決済時にクーポンコードを入力されていない場合は適用されません。事前
予約された料金に対してのみ適用されます。
●1注文に対して使用できるクーポンコードは1本のみです。
●制限本数があります。
●それぞれの利用ルールに基づいて使用してください。
●有効期限があります。超過すると無効になります。交換はできません。
●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。

登録会員対象

クーポンコードのご利用方法 クーポンコードの取得方法

KPCクーポンコード2022版をGIC
パスポートにセットしてください

GICパスポートに
登録済みの方は➡

GICパスポートをまだ登録できていない方は、
登録を事務局に依頼してください➡

kpc@posh.jp

eチケットのあっ旋販売4月1日㊎
より
受付開始

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/
etickets/

※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。

▶有効期間：2022年4月1日～2025年3月31日まで
▶定数：販売数50本　また　ひとり1本限定。
▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人
▶購入期限：定数がなくなるか、または4月20日㊌まで
 ※状況により追加する場合があります。

3,000円分

会員料金 2,400円






