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釣れ過ぎ注意！ 海釣り体験会

京都るり渓温泉・グランピング 利用補助券

答えて当てよう いいとこクイズ！
eチケット
クーポンコード
快眠ヨガ
ビワイチ応援　宿泊プラン

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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海釣り公園 みかた

三方五湖や若狭湾の景色を楽しみながら釣りができる
「海釣り公園 みかた」。ファミリー向けのプランです。

釣り方はスタッフさんが丁寧に指導してくれるので、たくさん釣れますよ。
海の空気をいっぱい吸って開放感を楽しみましょう！

釣れそうな魚： 小鯛・アジ・グレなど
釣り放題です。釣れた魚はお持ち帰りください。

※荒天時は中止いたします。雨天が予想される際は事前連絡
をいたします。 ※釣れた魚は、お持ち帰りできます。　
※えさの持込不可。

備　考

▶事前にお支払いください

 〈釣りする方〉 2,000円 （通常2,800円）/1名　大人子供同額
 〈見学者〉 330円/1名
▶現地でお支払いください
 ●エサ 600円（2名分） ●貸さお 1,000円 ●すかり（網） 330円　
 ●クーラーボックス持参の方は氷無料 
 ●終了後にもっと釣りたい方は延長される場合、1時間ごとに1,400円かかります。

料　金

会　場： 海釣り公園 みかた
日21/8 9:00スタート　

※現地集合・解散日　時：

実施時間： 入園から2時間

〒919-1453　
福井県三方上中郡若狭町小川17-36
TEL/0770-47-1140　
FAX/0770-47-1141
駐車料金： 無料

体験会

釣れ過ぎ注意!

新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、他府県をまたぐ移動が規制された場合や緊急事態宣言が再び発出された場合は中止になります。
催行時は、ソーシャルディスタンスを取り、マスク着装してください。また入園時に受付にて体温を測定いたします。37.5度以上の方はご参加いただけませんので予めご承知ください。

こちらのホームページからお申込みください。
ご参加いただく方には、メールアドレスをご登録いただきます。
※FAXでの受付をいたしませんのでご了承ください。

お申込み方法

https://gicz.jp/open/3k5k2022

定　数 釣り人40名
（最少催行人数10名、お申込み数多数の場合抽選します。）

お申込み締切日：8月9日火

■ ご予約お問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都府南丹市園部町大河内広谷1-14　TEL 0771-65-5001

https://gicz.jp/open/Ruri2022

■ 利用できる人： KPC会員と同伴者 5名まで
■ 有効期間： 2023年3月31日㊎まで　
■ 受付期間： 2023年3月23日㊍
■ 発行する方： KPC会員本人
■ 補助金額： 会員ひとり 3,000円(1,000円×3枚)
■ 利用方法：
 ご利用前にKPC事務局に請求してください。　　　　　　
 補助券を発行しますので、ご予約された日に持参いただき、
 料金を精算する際に補助券を提出してください。
 ※宿泊でご利用の際はチェックイン時にご提示くださいませ。

■ 注意事項
 ※補助券をお届けするのに時間がかかりますので余裕を持ってお申込みください。
 ※お釣りはでません。 ※返金はできません。 ※転売禁止です。
 ※ご予約を確定するものではありません。各自でご予約ください。
 ※期間内にご利用ください。 ※適用は当日に限ります。遡って適用はできません。
 ※事前決済でのご予約につきましては適用できかねます。

精算時に利用できる補助券を配布します。
気軽に豪華なキャンピングをお得に体験してください！

■ 利用できる施設：
 ● GRAX、GRAX HANARE、本館、別館花あかり（宿泊）
 ● レストラン、高原BBQ、カフェガーデンズ　（飲食）
 ● 温泉入浴　（温泉施設）
 ● お土産　（お買い物）

補助券



美味しいを楽しみたい♪
今年の夏は家族や友人と楽しい時間を過ごしたい♪ 無添加の食事や産直食材をご自宅で楽しみたい！　

希望に添える新しいメニューもご用意しています。ぜひご利用ください。

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！

60名様

40名様

受付締切
8月4日㊍

Q「○○○ きよき流れの絶え
せねば 宿る月さへ 隈なか

りけり」という和歌は、この神社
の歌合せの場で詠まれ、本殿が
建つ山の麓に歌碑が置かれまし
た。それはどこの神社でしょう。

No.1

No.2

熱中対策水
ぶどう味/日向夏味

No.3

ソーラーカー（組み立てキット）
No.5

パパヤ桃源S
森林/ハッカ/ジャスミン/ユズ

No.6

会社のみんなで分けてね

今月号で会社見学させていただいたク
リーンベンチャー21様の球状シリコン
太陽電池を使ったソーラーカー組み立
てキットです。 イエロー、レッド、ブルー 
※カラーはお任せください

ストレッチ・コリほぐし やわこ
いいとこ当たって、押しほぐし。クセにな
る気持ちよさ！　硬式テニスボールぐら
いの柔らかさです。　
幅14×高さ6.5×奥行6.5cm

パパイン植物性酵素配合。毛穴の汚
れや古くなった角質を分解します。モ
モ葉エキスがお肌にうるおいを与え
ます。 ※種類はお任せください。

賞味期限:2023年4月
500mlPET合計24本
※種類はお任せ
　ください。

No.4
10名様

5名様

La-VIE

五洲薬品

REVOMAX

JBL

赤穂化成 14名様

15名様

GO3
防塵性能を備えたファブリック
デザインでアクティブな音楽ライフを実現
するポータブルBluetoothスピーカー。
防水/USB Type-C充電/再生時間5時間
/209ｇ　※カラーはお任せください

真空断熱ボトル 
592ml［炭酸対応］
片手で簡単に開閉できるユ
ニークなキャップ。３つのボタ
ンを同時にプッシュして瞬時
にオープン、トリガーを引くと
瞬時にロック。炭酸飲料や
ビールなど
も持ち運べ
ます。

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

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

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 3

会員ページはこちら

2022年6月1日現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトでご確認ください。

ログイン

特典内容特典内容特典内容特典内容特典内容特典内容

メニューNo.770782

鎌倉パスタ

▶　くらし

落ち着きのあるシックな「和」空間で、
生パスタをご賞味ください。

ライフサポート倶楽部会員だけのお得な割引サービス。

メニューNo.720884▶　くらし

ライフサポート倶楽部会員様限定割引サービス！
優雅なひとときに、会員様だけの特別プランを

ご用意しております。

特典内容特典内容

メニューNo.722192▶　くらし

全国の美味しい食材がいーっぱい！　
旬で新鮮な食材が生産者から直接届きます。

全国の道の駅の食材も楽しめます。

メニューNo.721069

『メディグル』

▶　げんき

無添加、プロの味を 自宅職場で手軽に食べよう♪
医師が監修し、ミシュラン店出身のプロの
料理人が調理するおいしい機能食！

NEW! NEW! NEW!

商品価格から

\500円OFF！！/

・「Le RESTAURANT」
・オールデイダイニング「洛空」
・「Le Teppanyaki」　どちらをご利用いただいても...

店内でお食事をご利用のお客様に限り、
お食事代\5%OFF！！/ メディグル5食セット

\初回1,000円(税込)OFF！/

ウェスティン都ホテル京都 産直アウル

会員限定クーポン配布中♪

通常3,900円(税込)
➡ クーポンのご利用で2,900円（税込）

※必ず事前にお電話にてご予約ください。
※他の割引・チケットなどの併用は不可。

★京都府内店舗　9店舗
　イオンモール北大路店、ユニゾイン京都河原町四条店
   京都ヨドバシ店、イオンモール京都五条店　ほか

産直アウルで初めてご注文をいただいた
お客様限定の特典をご用意しました！

（同伴者OK） ご利用代金の10％割引

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！

2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。

ヒント： ○○○には神社名の漢字3文字が入ります



　［出演者］ジョン・アクセルロッド(首
席客演指揮者)、テオドラ・ゲオル
ギュー(ソプラノ)、山下牧子(メゾ・ソ
プラノ)、京響コーラス(合唱)
［曲目等］マーラー:交響曲 第２番 
ハ短調「復活」
▶日時 ： 9月25日㊐ 14：30
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 20枚

　グランド・ミュージカル 『蒼穹の昴』～浅
田次郎作「蒼穹の昴」（講談社文庫）より～
脚本・演出／原田 諒
▶日時 ： 10月9日㊐ 11:00
 10月18日㊋ 13:00
 10月24日㊊ 13:00
 10月29日㊏ 11:00
▶会場 ： 宝塚大劇場　▶定数 ： 各20枚

　2019年に初演されたブロードウェイミュージカル『ピピン』日
本語版。主演のピピン役には新たに森崎ウィンを迎え、2022年夏
に再演されることが決定!劇場でしか体験することのできない、一
生忘れられないクライマックスをお見逃しなく!
出演:森崎ウィン、Crystal Kay、今井清隆、霧矢大夢、愛加あゆ、
 岡田亮、中尾ミエ／前田美波里（Wキャスト）ほか

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 5,500円）4,500円S席
締切：8月7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

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。

京都市交響楽団 第671回定期演奏会

（通常 8,800円）8,500円S席

締切：8月7日

5 宝塚歌劇 雪組公演

ブロードウェイミュージカル 「ピピン」

©Stefano Bottesi ©宝塚歌劇団
Photographer 下村一喜

　元宝塚歌劇団トップスターで、稀代なコメディエンヌ 
紅ゆずる主演の待望のハートフルコメディー♪
［出演］紅ゆずる、三田村邦彦、内場勝則、松島庄汰、
 松永玲子、末成映薫、江口直彌
▶日時 ： 9月19日㊊ 11:00／9月24日㊏ 11:00
 9月17日㊏ 15:30／9月25日㊐ 15:30
▶会場 ： 京都南座　
▶定数 ： 各6枚

（通常 12,000円）8,000円一等席

締切：8月7日

4 アンタッチャブルビューティー
S席10,000円 昼公演通常 13,500円

夜公演通常 12,500円（            ）

2

　門外不出の《三つのマリリン》、大型作品《最後の晩餐》ほか、京都でしか見
られない日本初公開作品100点以上を含む約200点が来日 !
▶会期 ： 9月17日㊏～2023年2月12日㊐
▶休館日 ： 月曜日（ただし、祝日の場合は開館）、12月28日～1月2日
▶開館時間 ： 10:00～18:00（展示室への入場は閉館の30分前まで）
▶会場： 京都市京セラ美術館

アンディ・ウォーホル・キョウト

9月15日まで

（当日 1,400円）700円大学・高校生

（当日 800円）200円中学・小学生（当日 2,200円）1,500円一般・土日祝

（当日 2,000円）1,300円一般・平日

3

　イケメンムード歌謡グループが文化パルク城
陽に初来館!
▶日時 ： 11月11日㊎14：00開演 （13：00開場)
▶会場 ： 文化パルク城陽 プラムホール
   （東館２階）
▶定数 ： 30枚

2

全席指定 4,400円（通常 6,500円）

城陽市市制施行50周年記念事業
純烈コンサート2022

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可

※障がい者手帳等をお持ちの方（要証明）
と同伴される介護者1名は無料

※尚、都合により企画内容に変更がある場
合がございます。予めご了承ください。

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：8月1日㊊～9月30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

※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。 
※8月と9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。

9月20日まで

※未就学児入場不可

（通常4,900円）おひとり

▶日時 ： 9月23日㊎㊗ 17:00
 9月24日㊏ 12:00／17:00
 9月25日㊐ 12:00
 9月26日㊊ 13:00
 9月27日㊋ 13:00
▶会場 ： オリックス劇場
▶定数 ： 各20枚 締切：8月7日

締切：8月7日

☆予約優先制です。混雑時には事前予約された方を
優先案内します。

　JR亀岡駅直結の観覧エリアが新登場。京都で唯一の「日本煙花芸術協会」特選玉や大会
オリジナルの「かめまる花火」、フィナーレには超特大スターマインなど夜空を迫力満点の花
火で彩ります。
▶日程 ： 8月11日㊍㊗　▶会場 ： 亀岡駅北観覧エリア（芝生エリア）（亀岡駅北広場）自由席
▶定数 ： 50枚

第７１回 亀岡平和祭保津川市民花火大会 有料自由席

8月9日まで

（当日 3,000円）2,500円会員・家族おひとり

1

　映画やドラマの撮影にも使用されるオープンセットの「遊郭」の街
並みをライトアップ。華やかな花魁が施設内を練り歩く「花魁道中」
が復活! 京都の夏の夜を盛り上げる豪華なイベントをお見逃しなく。
▶会期 ： 8/6㊏、8/7㊐、8/11㊍㊗～16㊋、
 8/20㊏、8/21㊐
▶ナイター営業時間 ： 16:00～21:00
▶会場：東映太秦映画村

まぼろし遊郭、あかり物語～夏ノ夜遊ビ～ ナイター入村券

（当日 900円）400円子供（3歳～小学生）（当日 1,100円）500円中高生
（当日 1,800円）1,000円大人

4

メニューなど詳しくは公式
サイトをご覧ください。

備考:保護者同伴に限り小学生以下無料（チケット不要）。／レジャーシート等（１人当たり一辺４５
ｃｍ程度）持込可能です。／雨天など中止になった場合はKPCより払い戻しいたします。

■催行についてお問い合わせ先
　亀岡平和祭保津川市民花火大会実行委員会事務局（亀岡市商工観光課内）　ＴＥＬ:０７７１－２５－５０３３

8月17日まで

詳細は公式ホームページをご覧ください https://kameoka-hanabi.jp/

eチケットのあっ旋販売
WEBサイトや店舗でご利用いただけるeチケットの販売を開始します。

購入後すぐにチケット取得操作を行っていただくとご利用スタートできます。

UNIQLO eGift Card
10,000円分
 会員料金 7,000円
総数：100本

図書カード ネットギフト
5,000円分
 会員料金 4,000円
総数：100本

8月7日㊐
より
受付開始

▶お申込み：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/etickts/
▶有効期間：eチケットにより異なります。

※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。

▶定数：ひとり1本限定。
▶お申込み終了：各チケット総数がなくなるまで
 ※状況により追加する場合があります。

▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人



KPC会員証を提示方 法

会員と同伴者、会員とその家族適用範囲
料 金

2023年3月31日まで期 間

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。

新規登録
募集中クーポンコードでおとく

登録会員対象

○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。
○この記事を店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。

●お申込みはこちらへ　https://gicz.jp/open/kaiminyg
FAXからのお申込みはできません。

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 ※全体数200本がなくなるまで受付
ホームページでご確認ください有効期間

補助内容

対 象

ご 注 意

タリーズデジタルギフト （500円）

●設定はこちらから https://gicz.jp/open/biwa1

　スポーツタイプの自転車で琵琶湖一周する「ビワイチ」
の際にご利用いただけるプランです。
　近江舞子の湖畔にある「ホテル琵琶レイクオーツカ」は、
琵琶湖一周のスタートまたはゴールの宿泊地として最適！
●「滋賀県サイクリストにやさしい宿」認定ホテルです
●大切なバイクは洋室のお部屋まで持ち込み可能です。
※客室へ持ち込めるバイクはロードバイク、マウンテンバイク、クロス
バイクなどスポーツ自転車に限る。

おひとり様 1泊2食 17,050円～(税込)
 1泊朝食 10,450円～(税込)
 素泊まり 8,250円～(税込)
※シーズン・曜日・人数により料金が異なります。

宿泊プランご利用のKPCのサイクリスト様
「KPCビワイチチャレンジ2022」をご利用ください。
出発点とゴール地点（ホテル琵琶レイクオーツカ）途中経過点2ヶ所の
チェックインでビワイチ達成とします。※GICパスポート登録が必要です。
達成された方にはQUOカードPay3,000円分差し上げます。
（KPC会員と家族の方限定、期間内1回限り、先着100名）

●方　　法：KPC会員証を提示　●適用範囲：会員と同伴者、会員とその家族
●優待内容：基本宿泊費（1泊2食）の10％割引
●利用期間：

●除　外　日：上記以外は特別期にて除外（夏期一部・お盆・年末年始）

その他の宿泊プランもあります。

通常期（22年4/1～4/28, 5/8～7/15, 7/18～7/20, 8/22～12/28, 23年1/4～3/31）
繁忙期（7/16～7/17, 7/21～7/22, 7/24～7/29, 7/31, 8/1～8/5, 8/17～8/21, 12/29～12/30）

宿泊予約は直接ホテルまで

お問い合わせ・ご予約

〒520-0502 滋賀県大津市南小松1054-3
TEL ◉ 077-596-1711(代)　FAX ◉ 077-596-1702
https://www.biwalake-otsuka.com/

ビワイチ応援　宿泊プラン

スタート＆
ゴール

★

★ご宿泊特典 ビワイチエネルギー食をプレゼント

サイクリスト応援宿泊プラン

日本国内のタリーズコーヒー店舗でのお買物にご利用いただけます。
(但し、一部店舗を除きます)

快眠ヨガ

●日程：8月27日㊏ 17:30～19:00予定
●場所：FUSHIMITTO 3階スタジオ
●定員：12名(最少催行人数6名)
●料金：おひとり 会員と家族 2,000円
 会員外の同伴者 3,000円
 （ヨガマットレンタル、力の湯入浴券付き）
●申込締切日：8月16日㊋

＜コロナ対策を実施します＞
・屋内イベントですので、マスクの着用は必須です。またイベント前には検温します。
・ヨガ中は密にならないように十分な間隔をあけるように対策します。
・ヨガマットはアルコール消毒します。
・自治体からイベント自粛要請があった場合は中止とさせていただきます。

寝付けない、眠りが浅い。
日中がんばり続けてくれた体と心が
ケアを求めているサインかも。
一日の終わり、ヨガのポーズや呼吸法、
瞑想法で体と心をほぐして癒し、深い
息を取り戻して休息に向かいましょう。




