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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

クイズ探検!近現代の名建築
―新築時は○○だった!京都市内編―

答えて当てよう いいとこクイズ!

ライフサポート倶楽部
eチケットのあっ旋

ビワイチ応援〈自由参加〉-2022年秋-

ノルディックウォーキングで行く秋の東福寺
有馬温泉日帰りバスツアー

新企画ココロもカラダも元気になろう!
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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.164

四
条

室
町
通

東
洞
院
通

地
下
鉄
烏
丸
線

烏丸

阪急京都線

錦小路通

京都
経済センター

綾小路通

仏光寺通
烏
丸
通

からすま
京都ホテル

11
2 0 2 2



Q明治2年に開校した小学
校。平成5年に閉校となっ

たが以降も校舎を整備・活用
し、文化・芸術
の 発 信 地と
なっています。

Q大正時代初期、辰野金吾が
ある銀行の京都支店として

手掛けた重厚な建物で、現在は
ショップ&カ
フェとして
活用されて
います。

Q大正15年、電話局として建
築。2001年以降は商業施

設となり、さらに2020年にはホ
テルや映画
館などの複
合施設として
パワーアップ。

Q辰野金吾が設計したある
銀行の京都支店。現代は

この建物を別館にミュージアム
として活用
中。

さてここはどこでしょう?

Q関西建築界の父・武田五
一による設計で、毎日新聞

京都支局だった建物。現在はカ
フェやギャラ
リー等が入
る複合施設
です。

Q本野精吾が大正3年に設
計した西陣織物館。今は文

化遺産の企画展などを開催す
る資料館
です。



●対象者： KPC会員とご家族で、GICパスポートにご登録済みの方
●開催期間： 10月20日 ～11月27日

ルール

賞　品

事前準備・
持ち物

▶ご参加のためには、おひとり1台のスマートフォンが必要です。GICパスポートに登録し参加申込みをしてください。
▶スマートフォンでこのクイズ探検用の参加証を取得してください。
▶この会報誌のこのページ（左ページのQRコードを正解地点で読みこんでいただきます)

左ページのクイズに答えていただき、実際に訪れてみてください。その場所でQRコードを読み込み、
正解の地点だと「正解」マークがスマホの画面に表示されます。
●左ページのクイズのQRコードにはGPSデータが入っています。
　正解地点に行って、ご自分のスマホのGPSデータと合わないと正解になりません。

京都市内には、明治の頃に建てられた歴史ある建築物が多く現存しています。

今回のクイズ探検では、使用目的が建てられた当時からガラッと変わってしまっても

今なお利用されている名建築をポイントにしました。時代の移り変わりの中、当時の面影を

残しつつも新しい魅力を放つ名建築を新築時の姿を想像しながら、改めて訪れてみましょう。

※私有地に立ち入らないようにしてください。GPS有効範囲は約50mありますので遠目でチェック可能です。
※多人数の密集は避け、少人数でご参加ください。
※歩きながらのスマホ操作は危険なのでやめましょう。

●参加料金： 会員・家族 無料　
家族パスポートは、会員のGICパスポートから家族用を取得してください。
（ご家族合わせて5名まで/すでに取得済みの家族様は改めて取得する必要は
ありません。有効期間が切れた場合は更新するか新規に取得してください)

●参加人数： 設定の先着500名まで
 （設定が完了しましたら期間内にゆっくり探検してください）

●申込締切日：11月27日 　17:00まで
 （参加人数を越えた時はその時受付終了します) ※FAXでのお申込はできません。

●申込方法：
　こちらのページから、
　お申込みください。 

期間中、クイズ❶を必須とし、その他3つのクイズに正解した方に
QUOカードPay1,000円分をプレゼントいたします。
（配布は12月中旬予定です）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出またはまん延防止等重点措置が適用された場合は、本イベントを休止することがあります。
主催：公益財団法人京都中小企業振興センター



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！

10名様

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
11月6日㊐

●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

Q No.1

No.2

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

LEDジュエリーライト
USB給電GD ゴールド

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

パネルヒーター 5面パネルタイプ
PH-KDR01

No.4
5名様

Russell Hobbs

バスクリン
みんなで分けてね日本の名湯

大容量アソートセット
30g×42包

アール・エム

エルパ

アピックス

ポッカサッポロ

電気せいろ蒸し器 むしざんまい
簡単調理でシンプル
＆使いやすさ抜群。食
材を入れてタイマーを
セットするだけで、本
格的な蒸し料理が楽
しめます。

「じっくりコトコト」スープ
オリジナルバラエティーセット

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

5名様

5面パネルで熱を逃が
さない!足の裏まで暖
かい床面発熱。

日本の名湯アソー
ト3種（42包）

柔らかい光で楽しい空間
を演出!日々の生活に彩
りを与え、楽しく明るくし
てくれます。USB給電
式。10m、LED100球

電動ペッパーミル
ソルト＆ペッパー ミニ
（2本入） シルバー
テーブルコーディネー
トや料理の味わいにプ
ラスもできる、ハンディ
サイズの電動ミル。

8種48個セット  賞味期限:2023年3月

劇場建築の名手という木
村得三郎の設計で昭和2

年に完成。屋根には中国の舞
楽面を型取った鬼瓦を守り神と
して据えています。この劇場の
現在の名称をお答えください。

20名様

8名様

30名様



[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160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。

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

1 當る卯歳　吉例顔見世興行

－平凡な夫婦に次々と降りかかる老後の資金問題！－　垣谷美雨原作、2021年
に映画・舞台化され話題となった作品がついに京都にやってくる！ 笑いあり・
涙あり・共感ありの喜劇をお楽しみください。[出演者] 渡辺えり、室井滋、宇
梶剛士、羽場裕一　など
▶日時 ： 午前の部(11:00)：1月17日㊋、1月22日㊐　
 午後の部(15:30)：1月15日㊐  ▶会場 ： 南座  ▶定数 ： 各10名
※本公演の１等席は、１・２階席を予定しております。
※3名様以上のお申込みは、前後などお席が離れる場合がございます。

4

締切：11月10日 一等席 8,000円（通常 12,500円）

喜劇　老後の資金がありません

［出演者］デニス・ラッセル・デイヴィス（指揮）
安井 陽子（ソプラノ）中島 郁子（メゾ・ソプラ
ノ）望月 哲也（テノール）山下 浩司（バス・バ
リトン）京響コーラス(合唱)
［曲目等］ベートーヴェン：交響曲 第9番 二短
調 作品125「合唱つき」
▶日時 ： 12月28日㊌ 19:00
▶会場 ： 京都コンサートホール　
▶定数 ： 10名

3

締切：11月10日

S席 4,500円（通常 5,500円）

京都市交響楽団　特別演奏会
「第九コンサート」

こわれてしまった大切なおもちゃをなおしてもらおうと、クリームパンダ、
コキンちゃん、フランケンロボくんは3人だけで「おもちゃの国」へ向かってし
まいました。向かう途中には、まいごの森もあるのです。心配になったアン
パンマンたちは後を追いかけますが、ばいきんまんが邪魔をしてきて…
▶日時 ： 12月4日㊐ 15:00
▶会場 ： ロームシアター京都 メインホール　▶定数 ： 50枚

5

締切：11月9日 全席指定 2,600円（通常 3,000円）

それいけ！アンパンマン ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

－2022年の秋ツアー、追加公演
が決定！！－
[アーティスト] 葉加瀬太郎
▶日時 ： 12月7日㊌ 18:30
▶会場 ： フェスティバルホール
▶定数 ： 各10名
※4歳未満入場不可。

[演目]　第一部　 義経千本桜 すし屋　 龍虎（りゅうこ）
／第二部　恋飛脚大和往来　封印切（ふういんきり）　
松浦の太鼓（まつうらのたいこ） ／第三部　年増（としま） 
　女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）　
▶日時 ： 12月16日㊎、18日㊐ 第一部（10:30）
 12月14日㊌、18日㊐ 第二部（14:10）
 12月20日㊋、24日㊏ 第三部（18:00）
▶会場 ： 南座　▶定数 ： 各10名

2

締切：11月9日

8,500円全席指定 （通常 9,000円）

締切：11月3日

1等席 15,000円（通常 17,000円）

葉加瀬太郎 コンサートツアー2022 
BEAUTIFUL WORLD

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

NAKED FLOWERS 2022秋　世界遺産・二条城1
－「花の体感型イマーシブアート展」が二条城とコラボレーション－　永遠の
繁栄の象徴「鳳凰」が飛び交い、秋の花が咲き誇る。生命力に溢れるアートコ
レクションで、世界遺産である二条城の夜を彩る、豪華絢爛な世界を体感する
ことができる。京都の秋を感じながら華やかで壮大な光のアートを楽しんで。
▶日程 ： 10月28日㊎～12月4日㊐　▶時間 ： 18:00～ 22:00
（最終入場 21:00）　▶会場 ： 元離宮二条城

12月1日まで

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

©令和3年12月
吉例顔見世興行より

©naked inc ※画像はイメージです

（当日1,600円）1,300円小学生（当日2,200円）1,600円中学生以上
（当日1,200円）900円小学生（当日1,800円）1,200円中学生以上[月～木]

[金土日祝]

NAKEDヨルモウデ 2022 平安神宮2
－クリエイティブカンパニーネイキッドが贈るニュースタイル夜間参拝－　
その瞬間に居合わせた人たちと作りだす、一期一会な光の演出で彩られ
る夜の平安神宮。ソーシャルディスタンスが自然と保てるNAKEDディス
タンス提灯®を持ち、光と音で演出された境内や神苑を歩いて楽しむ、幻
想的な夜間参拝をお届けします。
▶日程 ： 11月18日㊎～12月25日㊐　
▶時間 ： 17:30～ 21:30（最終入場 20:50）　▶会場 ： 平安神宮

12月22日まで

©naked inc ※画像はイメージです

（当日1,600円）1,300円小学生（当日2,200円）1,600円中学生以上
（当日1,200円）900円小学生（当日1,800円）1,200円中学生以上[月～木]

[金土日祝]

アリス　―へんてこりん、へんてこりんな世界―3
英国のヴィクトリア・アンド・アルバート博物館から、かつてないアリス展が日本にやってくる!2021
年、英国のヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）で、「アリス」の文化現象をたどる初の大
規模展が開催されました。V&A発の世界巡回となる本展では、日本初オリジナルの作品を新た
に加え、「アリス」の原点から今日に至る歩みを約300点の作品や映像演出により紹介します。
▶会期 ： 12月10日㊏ ～ 2023年3月5日㊐
▶休館日 ： 12月12日㊊、31日㊏、2023年1月1日㊐
▶開館時間 ： ㊋～㊎10:00～20:00/㊊㊏㊐㊗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

12月8日まで

（当日500円）200円中小生（当日1,400円）800円大高生（当日1,800円）1,200円一般

昭和レトロカー万博20224
－往年の名車・希少な絶版車両・憧れのレトロカーが一堂に－　
関西最大のレトロカーイベント。普段はなかなか見ることのできないマニ
アックな特殊車両や働くクルマも展示され、大人から子どもまで家族み
んなで楽しめます。
▶会期 ： 11月20日㊐ ※雨天決行　▶開館時間 ： 9:30～15:30
▶会場 ： 大阪・舞洲スポーツアイランド　空の広場 
　　　　（大阪市此花区北港緑地2丁目1）

11月16日まで
（当日1,800円）1,000円一般（中学生以上）

※未就学児入場無料 ※会期中無休（雨天決行・荒天中止の可能性あり） ※未就学児入場無料 ※会期中無休（雨天決行・荒天中止の可能性あり）

フレンチダイニング トップ オブ キョウト5
ホテル最上階14階に位置する「フレンチダイニング トップ オブ キョウト」
は、京都唯一の回転展望レストラン。全席窓際で360度広がる古都の街
並みや夜景を眺めながら、美しいフランス料理をお楽しみいただけます。
ここでしか味わえない独創的で優雅なひとときを演出します。
▶有効期限 ： ～2023年3月31日㊎　除外日：ランチ（12/31～1/5）、ディナー
（12/17～1/5）　▶営業時間 ： ランチ12：00～15：30（ラストオーダー 

14：00）　ディナー17：00～21：30（ラストオーダー 20：00）
▶定休日 ： 毎週月・水曜（祝日除く）　▶会場 ： リーガロイヤルホテル京都

2023年3月16日まで 2023年3月16日まで（当日12,100円）11,100円ディナーコース「リュヌ」
（当日  5,500円）4,500円ランチコース「アムール」

オールデイダイニング カザ6
「オールデイダイニング カザ」のビュッフェは、目の前で調理された出来立て
を味わえるライブキッチン。美しい冷製料理や、まるで宝石店のようなショー
ケースに入った色とりどりのデザートまで、5つの個性豊かなビュッフェエリ
アに、シェフが生みだすクリエイティブなお料理をお楽しみいただけます。
▶有効期限 ： ～2023年3月31日㊎　
除外日：ランチ（12/31～1/5）、ディナー（12/23～12/25、12/31～2023/1/5、2/6）　

▶営業時間 ： ランチ ［2部制］ 1部 11：30～13：00 / 2部 13：30～15：00 ※90分制
 ディナー ［2部制］ 1部 17：30～19：00 / 2部 19：30～21：00 ※90分制
▶会場 ： リーガロイヤルホテル京都

（当日4,500円）4,100円土日祝ランチビュッフェ
（当日4,000円）3,600円平日ランチビュッフェ

（当日6,500円）5,500円土日祝ディナービュッフェ
（当日6,000円）5,000円平日ディナービュッフェ

＜要予約＞KPCチケットを使用する旨お伝えください。　フレンチダイニング トップ オブ キョウト
直通（075）361-9221

＜要予約＞KPCチケットを使用する旨お伝え
ください。　オールデイダイニング カザ
直通（075）361-9226

※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

※小学生以下無料 ※障がい者手帳をご提示
　いただくと、ご本人と付添者1名まで無料

※未就学のお子様のご入場は
　お断りいたします。

※最新の営業情報は
　公式HPをご確認ください。

※最新の営業情報は公式HPをご確認ください。

※3名様以上のお申込みは、前後など
　お席が離れる場合がございます。

※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1名膝上鑑賞可。ただし、お席が必要な場合は有料。 
※上演時間：約90分間（休憩あり） 
※申込数が定数を越えた場合は抽選になります。



2022年12月11日㊐まで有効期間

GICパスポート登録済の会員とそのご家族対 象 者

事前準備

琵琶湖畔の設定地のうち 3ヶ所(必須は1)をチェックイン
でビワイチ達成とします。
達成された方にはQUOカードPay1,000円分差し
上げます。

達成条件

● 設定はこちらから
 https://gicz.jp/open/b1free01

ロードバイク等の自転車で琵琶湖を一周
する「ビワイチ」にチャレンジしませんか？
今回は、近くのチェックポイントからスタートしていただける
自由参加です。有効期間内に3ヶ所をチェックインしていただ
ければ達成です。体力に合わせた安全走行で、楽しく爽快に
ペダルをこいでください。

「ビワ1自由-2022秋」参加証を設定してくだ
さい。

❶GICパスポートにログイン
❷参加証一覧❸「ビワ1自由-2022秋」を開く
❹スタンプラリー❺スタンプラリーシート名をタップ
❻スタンプシートの名前部分をタップ❼近所にいることを確認してオレンジ色
部分をタップ❽位置情報を許可してください❾スタンプされます。次の場所へ!
※この方法でログを残してください。
※クイズ探検のようにQRコードを印刷した用紙は不要です。（ただしQR用紙があると❷～❻まで
ショートカットされます。QRコードがあった方が便利な方はホームページにアップしておきますの
で、プリントアウトしてください。）

チェックインの方法

ビワイチ応援〈自由参加〉‒2022年秋‒

交通ルールは厳守で行動してください。あらかじめ保険に加入する
等自己責任でご参加ください。事故が起こった際は、参加者各自で
対処してください。

注 意

チェックポイント
琵琶湖大橋展望台

長浜港
今津港

海津大崎港

びわ湖大津館

琵琶湖大橋米プラザ

必須

スパ　エレクレア

SPA ELECREA 1 タラソバス&ボディートリートメント 【100分】
通常価格22,050円➡ 19,800円

2 ボディトリートメント 【70分】
通常価格17,050円➡ 15,000円

3 コンビネーション 【90分】
通常価格19,800円➡ 17,800円

KPC会員証提示
ご予約時➡お電話でKPC会員とお伝えください　
ご来店時➡ KPC会員証のご提示をお願いします サービスの併用は不可

優待範囲
注　意
方　法 会員本人と家族

新規契約

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利用がスタートできます。

UNIQLO eGift Card
5,000円分
　　会員料金 3,000円
総数：300本

AOYAMA GIFT SALON
京都丹後クラフトビール
全種類セット 7本
5,000円分
　　会員料金 3,000円　総数：100本

11月6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/etickets/
▶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
▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人

出前館 ギフト券
5,000円分
　　会員料金 3,000円
総数：100本

ドン・キホーテ
majicaギフト券5000円
5,000円分
　　会員料金 3,000円　
総数：100本

（KPC会員と家族限定：期間内1回限り、
 設定先着200名様）

3年連続スパクリスタルアワードTOP10
受賞に輝くリゾートホテル内スパ、『スパ
エレクレア』。KPC会員様限定のスペシャ
ルプランをご用意いたしました。日々の
疲れを癒しに是非お越しくださいませ。 2023年1月末まで

〒603-8451 京都市北区衣笠鏡石町47番地
 東急ハーヴェスト京都鷹峯内
075-491-1236
https://www.spa-elecrea.com/

有効期間
所在地

TEL
URL



お土産購入に使える「ふるさと応援旅クーポン」が
付与されます。（平日3,000円、休日1,000円）

取扱旅行会社：アルファトラベル株式会社

お申込みはこちらから
https://gicz.jp/open/busarima

ノルディックウォーキングで行く　秋の東福寺

秋の紅葉シーズン真っ只中の時期に、ノルディックウォーキングで紅葉の名所「東
福寺」を目指します。東福寺の景色で秋を感じ、「通天橋」「本坊庭園」で歴史を感じ
た後は、FUSHIMITTOに戻り「力の湯ご入浴」で身体を癒してください。
※「伏見力の湯」入浴券（有効期限2ヶ月）付きです。

注意事項： ※引率者の指示に従ってください。 ※雨天、自治体からの要請、最少催行人数に満たない
場合は中止と致します。 ※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。 ※FAXのお申込みは無効です。

FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）　9:45集合

12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）
11月10日㊍

11月27日㊐ 10:00～14:00　
 10：00 FUSHIMITTO出発 ➡ 11：00 東福寺着（東福寺境内散策）
 ➡ 12：15 東福寺発 ➡ 13：30 FUSHIMITTO着　※往復約7㎞

会 場
日 程

定 員

申込締切日

会員と家族 2,000円（税込）　会員同伴者 3,000円（税込）
※「伏見力の湯」入浴券付き（有効期間2ヶ月）/（食事は付きません）　※ストックレン
タル料を含みます。　※当日は拝観料1500円（東福寺本坊庭園 500円/通天橋・
開山堂 1,000円）が必要です。団体行動するために必ずご持参ください。

参加料金

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

受付締切日 １１月１０日
（キャンセル料は出発日の
10日前からかかります。）

●京都駅八条口＝高速＝紅
葉の六甲山ドライブ▶有馬温
泉（昼食と温泉入浴・温泉街散
策／約３時間）▶道の駅神戸
フルーツ・フラワーパーク大
沢（園内散策や特産品などの
お買い物）＝高速＝京都駅八
条口（１７：００頃帰着予定）

行 程

有馬温泉「有馬御苑」
日帰りバスツアー

●出発日：１１月２７日㊐・３０日㊌
●集合場所・時間：京都駅八条口アバンティ前
  ８：３０集合
●定数：各40名
 (最少催行人数10名 多数の場合は抽選)
●料金：12,000円 　ひょうごを旅しよう
 キャンペーンワイド 4,800円引
 KPC会員・家族 5,200円
 会員外同伴者 7,200円

有馬温泉は太閤・秀吉も愛した
日本三古泉のひとつで、関西の
奥座敷として親しまれています。
鉄分と塩分を含む褐色の名湯
「金泉」と、お肌がつるつるにな
ると女性に人気の無色透明の

「銀泉」の異なる泉質を楽しむ事が人気の温泉へ、今回は日帰り温泉の旅を楽しみま
しょう。有馬御苑は温泉街の中心に位置する旅館で、旬の食材を使用したお食事で人
気。さらに金泉・銀泉2種楽しめる数少ない旅館の1つです。散策にもとても便利です
ので、お食事・温泉入浴の後は温泉街もぜひ散策してください。 六甲山のドライブや、
道の駅の散策・お買い物もお楽しみください。

※昼食付 
※お申し込みは、どちらか１日のみ有効ですので選択してください。




