
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。
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KPC令和3年度報告と

今後もご利用いただくための傾向と対策

答えて当てよう いいとこクイズ！

eチケット UNIQLO eGift Card 
クーポンコード Amazonギフト券
京都丹後鉄道 乗車グッズプレゼント

藤森神社へ 
あじさいを観に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
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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.159
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Kpcご加入の方へ

ご報告と、今後もご利用いただくための傾向と対策

　いやしうぇぶショップ（当初はKPC OnlineShop ）は、開設してから19年が経過いたしました。その後増
えたその他のWEBメニューのログインIDとPWを統合することができず、メニューは増加したもののそれぞ
れが独立している状態のため、使い勝手の面ではご不便をおかけしております。解決すべく、技術力の向上
を図ります。本年度もクーポンコードの配布等インターネットを使用した福利厚生メニューが増える傾向とな
りますので、まずはご利用登録をお願いいたします。また、各種申請書の提出方法などについてもデジタル
化を進めて、企業担当者様のご負担を軽減できるように努めて参ります。ご意見等は「答えて当てよう いい
とこクイズ！」にお答えいただいた際、コメント欄がありますのでそちらにご記入ください。本年度も引き続き
よろしくお願いいたします。

今後もKPCをご利用いただくための傾向と対策

新型コロナウイルスの感染拡大対策が続いた令和3年度。そのような中でKPCより会員の皆さまにご提案した
福利厚生の内容をご報告いたします。3年度は当初から計画自体が立ち上がらず、記事作りに困った1年でした。
とはいうものの、新しい試みとしてスマホを使った「クイズ探検」では歴史をなぞるテーマに挑戦。これはありが
たいことに一定のファン層に支持いただけるようになったと思います。さらに、紙の補助券がデータ化されると
予想しコードを配布する方法を開発しておりましたところ、応用できるクーポンコードがたくさんあることを知り
ました。その結果、コロナ禍前よりいろいろなブランドをご利用いただけるようになりました。

令和3年度(4月1日～ 3月31日)のご報告

●いやしうぇぶ 4,151名
●ライフサポート倶楽部 3,028名
●GICパスポート 1,757名
●LINE公式アカウント 2,761名
　の方にご登録いただいています。ありがとうございます！

WEB利用登録人数

●クイズ探検！
　激動の織田信長がいた時代（4/26～ 5/25） 162名
　豪華絢爛 秀吉の都市計画（6/26～ 7/25） 248名
　The Beginning Of 江戸時代（8/26～ 9/26） 320名
　幕末の都に誠が映える（10/25） 300名
●eSports Cup
　Vol.4：ウイニングイレブン2021（8/29） 7名
　Vol.5：ポケモンユナイト（大阪市と共催）（2/13） 22名

■イベント

■クーポンコード
●アソビュー！ 1,677本
●一休.comレストラン 1,072本
●Demaecan 1,000本
●Coke ON ドリンクチケット 884本
●TULLY’S COFFEE ドリンクチケット　 800本
●スターバックスコーヒー ドリンクチケット　 984本
●LAWSON MACHI caféチケット 979本
●UNIQLO eGift Card 600本
●ドトールコーヒー イーギフト 600本
●majicaギフト券 300本

■eチケット
●西松屋チェーンギフトチケット 29本
●QUOカードPay 50本
●図書カードネットギフト 50本
●デジタルKFCカード 50本
●majicaギフト券 50本
●amazonギフト券 100本

■アミューズメントチケット
●ひらかたパーク 339枚
●東映太秦映画村 106枚
●アドベンチャーワールド 96枚

■お食事関係チケット
●からすま京都ホテル｢桃李｣ 220枚
●ホテルグランヴィア京都｢ル・タン」 155枚
●都ホテル京都八条｢ル・プレジール｣ 180枚

■映画観賞券チケット
●東宝 973枚
●イオンシネマ 848枚
●MOVIX 666枚

■物販関係
●カレーフェスタ 144名/589個
●日本全国ラーメン紀行　秋 148名/381個
●日本全国ラーメン紀行　春 130名/309個

■答えて当てよう いいとこクイズ！
延べ　12,480名 

TOP3

TOP3

TOP3

TOP3

ご利用の多かった福利厚生メニューです



いつでもどこでも学べるeラーニング
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カリキュラムを豊富にご用意いたしました。

空いた時間に無理せず学べる e ラーニングで、忙しいあなたにもぴったり。 いつでもどこでも学べます。
※e ラーニングとは、インターネットを利用した学習形態です。 授業は動画配信、教材は PDFとなります。

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！

20名様

50名様

受付締切
6月6日㊊

Q「風そよぐ ならの小川の
夕暮れは みそぎぞ夏の

しるしなりける」という和歌は、
ある神社の6月の行事・夏越
祓の風景を詠んだ和歌ですが、
その神社はどこでしょう。

No.1

No.2

ザクロmix
No.3

カリンバ
No.5

ギャツビー マスク爽快アロマ
ミスト レモンミントの香り

No.6

会社のみんなで分けてね

各キーに音階と番号が刻まれていて、
初めて演奏する方でも簡単に癒しの
音色を奏でることができます。10曲
のカリンバ用楽譜集付き。

バズオフルームスプレー
250ml　空間・布用アロマ虫よけ　
赤ちゃんのいるご家庭でもOK!
天然精油を使用したナチュラルな
虫除けスプレーです!

マスク内の心地良い涼しさが長時間
持続＆除菌もできる。マスク着用に
よる不快な気分をリフレッシュできる
香り。コンパクトサイズで持ち運びに
も便利。

賞味期限:
2022年11月
200ml 紙パック 
24本入り

No.4
8名様

30名様

PERFECT POTION

mandom

Coleman

ELECOM

伊藤園
20名様

10名様

USB扇風機
パソコンやモバイルバッテリーなどに接続
するだけですぐに使えるUSB駆動タイプ
の扇風機です。

バッテリーガードLEDランタン
/600（ブラック）
消灯中の過放電を防ぎ電池を長持ちさせる
バッテリーガード。暗いテントの中をやさし
く照らします。
●防水性能：IPX4対応　
●重量：約490g　
●電源：
　アルカリ単1形
　乾電池×3本

答えて当てよう いいとこクイズ！
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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。 ・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

会員番号・パスワードを入力してログイン！
メニュー検索画面へ

〈メニュー例〉

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

1 いやしなびKPC
ライフサポート倶楽部にアクセス
2

2

ロ
グ
イ
ン

3

会員ページはこちら

詳しいメニュー内容はKPC会員専用ホームページから「メニュー検索」でご覧ください。
ページのトップにある検索窓に下記の番号を入力し検索してください。 eラーニングのコースは2種類あります。

KPC会員で
あれば

受講料無料

会員番号(17桁)とパスワードに
ついては 　 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。

右記の 
二次元バーコードから 
ログインページに 
アクセスできます。

スマ
ートフォンで

簡単ロ
グイン！

【講座一例】
〇日商簿記3級・2級　〇インターネットセキュリティ
〇よくわかる税務知識　〇2時間で学ぶ メンタルヘルス 
〇実践的ロジカルシンキング　〇社会保険労務士
〇ファイナンシャルプランナー入門

【講座一例】
〇セルフマネジメント　〇ビジネスマナー基礎編　
〇ビジネス英会話 基礎講座　〇安全衛生管理の推進
〇次世代管理職になるための心構えと基本的なスキル
〇ハラスメント防止研修～組織としての対策

Aコース　　　　　メニューNo. 650523 Bコース　　　　　メニューNo. 650524

〈期間：2022.4.1～2023.3.31〉
※IDのお申込み期間は、2023.2.15まで1.ライフサポート倶楽部内各コースのページから「お申込みフォームへ」よりお申込み

2.リソル予約センターより、IDと受講案内がご登録のEメールアドレスへ送付されます。
・毎月1日～15日にお申込⇒月末までにIDと受講案内を送付 ・毎月16日～月末にお申込み⇒翌月15日までにIDと受講案内を送付
3.IDの有効期間中は、サイト内にある講座を何度でも受講できます。
　会員様ひとつのIDで、コース内の全講座を受講することができます。
　※AコースとBコースはIDが異なりますので、別にお申込みください。

●ご利用方法●

Amazonギフト券（コード）
500円分
web限定

No.8

QUOカード
500円分

No.7

200名様

200名様



　初期の傑作《窓辺で手紙を読む女》を修復後、所蔵館以外で世界初公開!!
▶会期 ： 7月16日㊏～9月25日㊐
▶休館日 ： 月曜日（8月15日、9月19日は開館）、7月19日

▶開館時間 ： 9:30～17:00（入場は16：30まで）
▶会場： 大阪市立美術館（天王寺公園内）
 ※障がい者手帳をお持ちの方（介護者1名を含む）は無料（要証明） 

　コンサートツアー2022の開催が決定!本ツアーで
は、本人作詞での新曲も披露。
▶日時 ： 7月24日㊐ 15:00
▶会場 ： ロームシアター京都 サウスホール
▶定数 ： 20枚

　世界中にサイレントコメディ旋風を巻き起こし
た元が～まるちょばの赤モヒカン、ケッチのソロ舞
台!パントマイム、マジック、ジャグリングなどの
様々な身体表現を集約し、言語、文化、年齢の壁を
越えて観客を楽しませるフィジカルコメディ舞台。
作･演出･出演:ケッチ（元が～まるちょばの赤モヒカン）
▶日時 ： 7月16日㊏ 14:30／17:30
▶会場 ： 兵庫県立芸術文化センター
 阪急 中ホール
▶定数 ： 各20枚

　待望の再開 ! 日本公演35周
年を記念した特別なショーが
やってくる !
▶会場 ： 大阪城ホール　　

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

（通常 2,000円）1,400円小中学生

（通常 6,800円）6,000円一般
締切：6月8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。

夏川りみ コンサートツアー2022「たびぐくる」

（通常 5,500円）4,500円全席指定
締切：6月8日

4 フィジカルコメディ舞台「ケッチスケッチ」

ディズニー・オン・アイス「JAPAN TOUR 35th ANNIVERSARY」

ⓒDisney,©Disney/Pixar

特別展 「ドレスデン国立古典絵画館所蔵
フェルメールと17世紀オランダ絵画」

　修理後初公開 ! 極楽への祈りが生んだ奇跡
▶会期 ： 7月16日㊏～8月28日㊐
▶休館日 ： 月曜日、7月19日㊋
 （ただし、7月18日㊊㊗・8月15日㊊は開館）
▶開館時間 ： 9:30～18:00
※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 西新館（奈良公園内）

（当日 500円）100円中小生
（当日 1,000円）400円大高生
（当日 1,600円）900円一般

3 貞享本當麻曼荼羅 修理完成記念 特別展　
中将姫と當麻曼荼羅ー祈りが紡ぐ物語ー

7月14日まで

（当日 1,500円）1,000円大高生
（当日 2,100円）1,700円一般

2

　嵐電1日フリーきっぷ・駅の足湯利用券・嵐山
グルメぐりクーポンをセットにしたお得な券です。
▶有効期間 ： ～2023年3月31日㊎

嵐電 1日フリーきっぷ
セット券

（当日 1,200円）800円一般 （通常1,100円）800円1冊

6

土日祝 朝・昼 6,500円
土日祝 夜 6,300円

締切：6月23日

（通常 7,500円）

（通常 7,500円）

平日 6,300円（通常 7,500円）

7月14日まで

※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）※本展観
覧券で、同時開催の「名品展（なら仏像館・青銅器館）」、「わくわくびじゅつギャラリー（東新

館）」もご覧になれます。※同時
開催の「名品展（なら仏像館・青
銅器館）」及び「わくわくびじゅつ
ギャラリー（東新館）とは休館日・
開館時間が異なります。詳しく
は本館公式HPをご覧ください。

〈嵐山グルメぐりクーポン引換内容〉 
①～⑧のうち3か所で使用できます。
①老松嵐山店：香果餅（1個） ②鼓月嵐山店：千寿せんべい（2枚）
③琴きき茶屋：桜餅（1個） ④峯嵐堂渡月橋本店：わらびもち（1皿）
⑤サロンドロワイヤル嵐山店：ピーカンナッツチョコレート（2袋）
⑥京つけものもり:つけもの
　（春夏：冷やっこいきゅうり1本 秋冬:ひとくちの幸1個）
⑦タリーズコーヒー嵐電嵐山駅店：コーヒー／アイスコーヒー（S・1杯）
⑧らんでんや嵐電嵐山駅はんなりほっこりスクエア:バニラソフトクリーム

9

掲載例＜京都＞ 京都国立博物館/京都国立近代美術館/京都文
化博物館/清水三年坂美術館/龍谷大学 龍谷ミュージアム/茶
道資料館/京都伝統工芸館/福田美術館/嵯峨嵐山文華館/京
都市京セラ美術館

ミュージアムぐるっとパス
（パス･ブック[入場証] ＋ ガイド・ブック[案内書]）

　関西地区の美術館・博物館等50施設を
対象に、年度内に開催される該当の展覧会
（年間約210件）を有効期限内に無料また
は割引料金で利用できる「パス・ブック［入
場証］」と、便利で楽しい「ガイド・ブック［案
内書］」の2冊セットです。
▶利用有効期限：利用開始日を含む3ヵ月間

7

11月30日まで

東映太秦映画村
　時代劇撮影を見学し、時代劇の世
界をオープンセットやイベント、アトラ
クションを通じて体験できるテーマ
パーク。
▶有効期間：～2023年3月31日㊎

8

　シリーズ累計85万部突破！大人気図
鑑の展覧会が決定!!骨格標本の展示や、
絶滅理由を模した体験コーナーなど、見
て、遊んで、学ぼう！
▶会期 ： 7月22日㊎～9月4日㊐
 ※会期中無休
▶開館時間 ： 9：30～16:30
 ※最終入場時間は16:00
▶会場 ： 大阪南港ATCホール

（当日 900円）500円3歳～中学生
（当日 1,800円）1,200円一般

4 わけあって絶滅しました。展
～忘れないでくれ ! おれたちを～

7月21日まで

※2歳以下入場無料　
※障がい者手帳等を提示
の方の介護者は1名無料
（ご本人は有料。要証明）
※場内混雑緩和のため、整
理券配布等の入場制限を
行う場合があります。

　天橋立観光船（天橋立～一の宮間往復）、天橋立
傘松公園ケーブルカー・リフト（府中駅～傘松駅往
復）をご利用いただけるチケットです。天橋立駅から
股覗き発祥の地・傘松公園まで、便利に往復できる
チケットです。

▶有効期間 ： ～2022年12月31日
▶引換場所 ： 丹後海陸交通（株）旅客船営業所
 ●天橋立桟橋 
 　（京都府宮津市字文珠466 TEL.0772-22-2164） 
 ●一の宮桟橋 
 　（京都府宮津市字大垣118-1 TEL.0772-27-0023）

（当日 800円）500円子供（小学生）（当日 1,600円）1,000円大人

5 傘松観光券引換券

12月20日まで

※ご利用時には傘松公園に行かれる前に、
右記引換場所で引き換えてください。 
※他のサービス券との併用はできません。

　日本初!作品の原点である《ノエル少年への絵手紙》と、『ピーターラビットの
おはなし』の彩色原画全点を一堂に展示。
▶会期 ： 7月2日㊏～9月4日㊐
▶休館日 ： 7月4日㊊、11日㊊
▶開館時間 ： 火～金10:00～20:00 月土祝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）

出版120周年 ピーターラビット™展

6月30日まで

（当日 500円）200円中小生
（当日 1,200円）600円大高生
（当日 1,600円）1,000円一般
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　毎年恒例のワンマンショーツアー
が今年も決定!
▶日時 ： 6月25日㊏ 18:00
 6月26日㊐ 16:00
▶会場 ： オリックス劇場
▶定数 ： 各20枚

2

締切：6月8日

指定席 8,900円（通常 9,500円）

及川光博ワンマンショーツアー2022
「GROOVE CIRCUS」

8/7㊐ 14：30
8/8㊊ 11：00 15：00
8/9㊋ 11：00 15：00
8/10㊌ 11：00 15：00

11：00 15：00
11：00 15：00

11：00
全21公演／約2時間（2部構成・休憩15～20分）
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10：30
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★
★
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◆
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◆8/13㊏

10：30 14：30
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18：30

18：308/6㊏

8/14㊐

8/12㊎
8/11㊗

★コスチューム特典公演
※チケットをお持ちでディズ
ニー・キャラクターの全身コス
チュームでご来場の小学生以
下のお子様には、当日会場にて
オリジナル・グッズをプレゼント
◆おそろコーデ特典公演
※2名以上で「ミッキー」又は「ミ
ニー」のおそろいコーデでご来
場の方に、当日会場でオリジナ
ル・グッズをプレゼント

※2歳以下のお子様は、保護者1名につ
き1名まで膝上無料。但し、お席が必要
な場合は有料。 ※お申込み順にチケッ
ト予約をしていきます。確定後のキャン
セルはできませんので予めご了承くだ
さい。 ※お申込みいただきましたチケッ
トは、7月中旬頃にお届けします。

※未就学児童は、保護者1名につき、膝上観覧1名まで無料（座席が必要な
場合はチケットを購入ください）※未就学児童・小・中学生チケットをお持
ちの方は、ご入場の際身分証明書(保険証や学生証)を確認させて頂く場合
がございます。※小学生・未就学児童のみでの入場はできません。

※4歳未満入場不可。

※大人・こども同料金

※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

※土日祝は予約優先制です。8/12、15を含む
混雑時には入場をお待ちいただく場合があ
ります。

2023年3月27日まで

2023年3月31日まで

（当日 1,100円）700円子供（4歳以上）

（当日 1,300円）900円中高生
（当日 2,200円）1,700円一般

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 中国料理 桃李
　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
約の上ご利用ください。
▶有効期間：6月1日㊌～7月31日㊐
▶会場：からすま京都ホテル 2階
▶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。
※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。
※6月と7月ではメニューが異なります。
※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。

7月19日まで

※未就学児入場不可
※ゴーゴー!シート、サイコー!列シートのお
取り扱いはありません。

（通常4,900円）おひとり



　平安遷都以前から祀られていると伝わる皇室ともゆかりの深い古社で、「紫陽花の宮」といわれるほど
紫陽花が有名です。境内には2カ所広大な紫陽花苑があり、さまざまな品種約3500株の紫陽花が咲きま
す。苑の中は回遊式の散策路になっていて、紫陽花の迷路のよう。
※「伏見力の湯」入浴券（有効期限2ヶ月）付きです。

藤森神社へ あじさいを観にノルディックウォーキング

京都丹後鉄道 乗車グッズプレゼント

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

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）

6月5日㊐
6月11日㊏10:00～12:30
 10:00　FUSHIMITTO 出発
 10:45　藤森神社 着
 11:45　藤森神社 発
 12:30　FUSHIMITTO 到着 昼食 ※往復約8km

会 場

日 程

定 員

申込締切日

会員と家族 1,400円（税込）
会員同伴者 2,900円（税込）
「じねんと食堂」の昼食付 「伏見力の湯」入浴券付（有効期限2ヶ月）
※ストックレンタル料を含みます。※藤森神社の紫陽花苑入場料が別途必要です(昨年は300円でした)。

料 金

注意事項

登録必要(会員本人のみ)

eチケットのあっ旋販売

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

FAXでのお申し込みは無効です。

取得方法等詳しくはこちらから。
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode2022/

FAXでのお申し込みは無効です。

※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。

▶定数：販売数100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6月20日まで

5,000円　　会員料金 4,000円

全国のユニクロ店舗またはオンラインストアでご利用いただけます。

UNIQLO eGift Card

新規登録
募集中クーポンコードでお得

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、

お得に利用することができます。現在、ご案内中なのは

○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。

❶本キャンペーンはKPCによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合
わせはAmazonではお受けしておりません。KPC事務局(info@kpc.or.jp)
までお願いいたします。

❷Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. また
はその関連会社の商標です。

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

2032年 3月26日まで有効期間

補助内容

1,000本限 定 数

Amazon ギフト 500円分

丹後くろまつ号/丹後あかまつ号 オリジナルセットをプレゼント
※会員ご本人が乗車してください。 ※引換場所は、それぞれの車中です。 ※セット内容は、ご乗車される車両により異なります。

2022年5月20日㊎~2023年1月31日㊋のご乗車〈要予約〉
GICパスポート登録済のKPC会員 ※会員ご本人のGICパスポートでしか受取設定できません。対 象

受 付 終 了 に つ い て

期 間

特 典

　京都丹後の美しい海、穏やかな山並み、のどかな田園風景などを眺めながら、地元の食材をふんだんに使った料
理を味わっていただける、レストラン列車「丹後くろまつ号」。また運賃と乗車整理券(550円)で観光列車の旅を手軽
に楽しめる「丹後あかまつ号」。丹後くろまつ号／丹後あかまつ号に乗車されましたら、KPC会員特典があります。

〈プレゼント受け取りまでの流れ〉
❶京都丹後鉄道ホームページ（https://travel.willer.co.jp/train/tantetsu/）をご覧の上、各自でご予約いただき、通常料金でお支払いをお済ませください。
❷さらに左QRコードからGICパスポート会員番号を入力して「京都丹後鉄道｜乗車グッズプレゼント〈2022〉」を設定してください。　
❸予約日に 丹後くろまつ号/丹後あかまつ号 に乗車してください。
❹車内でQRコードを読み込む。（本イベント用QRコードが車内にあるので、乗車時にアテンダントさんにお問い合わせください）　

❺プレゼントをお受け取りください。

車内では ①GICパスポートを登録したスマホで、QRコードを読み込みます。
 ②スマホ参加証画面が出て、[利用する]が画面に出ます。
 ③アテンダントさんが[利用する]をタップします。※KPCに自動的に受取済みメールを送信します。
 ④スマホ参加証内のオビが青から赤に変化します。

・グッズプレゼントをご希望の方はGICパスポートの登録が必要です。KPCにお申込み後、事前に参加証を開いてみて登録が完了しているか確認してください。
・京都丹後鉄道様のご予約システムとKPCは接続しておりませんので、乗車予約後設定してください。
・新型コロナウイルスの感染拡大状況により、運行が変更になる場合があります。運行事業者の指示に従ってください。

2023年1月16日㊊までか
定数200名まで

注
　
意

ご乗車の2日前（23：59）までに設定してください。

6月1日㊌
より
受付開始






