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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

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！

ココロもカラダも元気になろう！

クーポンコード・ガチャ2023
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公式アプリ です。スマホからの検索がさらに便利になりました。 ぜひ、 ご登録ください。

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。

ライフサポート倶楽部

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最大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、400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、2024年2月15日（木）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
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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
一般（大学生以上） 1,900円 ⇒ 1,500円
小人（3歳～高校生） 1,000円 ⇒ 900円

※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
一般 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。

自動ログイン設定
ログイン画面にて［次回からの入力を省略］を選択したうえでログインする
ことで、 次回以降自動ログインが可能となります。
※端末設定などにより毎回ログインが必要になる場合があります。

専用のプッシュ通知機能
●企業・団体さま別のキャンペーン
●新着情報や締切間近のキャンペーンのお知らせ

メニューバーの表示でアクセスしやすくなりました
●利用履歴やポイント確認、WEB会員証も

WEB会員証

スマホから無料
ダウンロード！

※iPhone/Android向けのアプリです

App Store



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
4月5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

アーモンド・ブリーズ 
オリジナル

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

折りたたみ洗濯機

No.4
5名様

グリーンハウス パティスリー菓欒

ポッカサッポロ

HORINISHI

みんなで分けてね

会社で使ってみて
みんなで分けてね

香辛料・スパイス
アウトドアスパイス 「ほりにしブラック」

Micol

Coleman
コンパクトフォールディング
チェア
座り心地にこだわった
コンパクトなロースタ
イルチェア　
重量：約2.1kg

バターミルククッキー

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

10名様

マスクも洗える。折りたたんで収納できる「2台
目の洗濯機」が面倒な手洗いをサポート！
MB-015 [乾燥機能無 /上開き]

燻製アウトドアスパイス
「ほりにしブラック」誕生 　
100g 瓶詰

1日分のビタミンE配合。
カルシウム入り。　
200ml紙パック×24本　
賞味期限:2023年7月

ハンディビアサーバー　
ホワイト
超音波が生み出すきめ細かいクリー
ミーな「うま泡」取り付けカンタン！
250ml/330ml/350ml/500ml
サイズの缶に対応

20個入り

水をかけ、お腹をさす
ることで子宝・安産を祈

願するうさぎの像がある神社
の名前をお答えください。

30名様

10名様

20名様

「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。

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

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！

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。

※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



（当日5,300円）4,800円大人（18歳以上)

（当日4,800円）4,400円セニア（65歳以上）

（当日4,300円）3,900円中人（12～17歳）

（当日3,300円）2,800円小人（4歳～11歳）

（当日2,200円）1,700円大人（16歳以上
 または高校生以上）

（当日1,100円）800円こども（小・中学生）

（当日650円）300円幼児（3歳以上）

（当日2,900円）2,100円こどもA（3歳～小学生・
身長110cm以上）
こどもB（3歳～小学生・
身長110cm未満）

（当日3,200円）2,400円おとな（中学生以上）

（当日2,100円）1,300円
（当日2,300円）2,100円シルバー（満60歳以上）

▶日程 ： 6月18日㊐14:00
▶会場 ： シライシアター野洲
 (野洲文化ホール）
▶定数 ： 20枚

　スペクタクル･ミュージカル　
『1789 －バスティーユの恋人たち－』
▶日時 ： 6月10日㊏ 11:00
 6月16日㊎ 13:00
 6月18日㊐ 11:00
 6月21日㊌ 13:00

▶会場 ： 宝塚大劇場
▶定数 ： 各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）

（通常4,300円）3,000円全席指定

締切：4月6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。

桂 米朝一門会　南光 塩鯛 米團治 吉弥ほか

（通常8,800円）8,500円S席

締切：4月6日

4 宝塚歌劇 星組公演

©宝塚歌劇団
　Photographer/LESLIE KEE(SIGNO)
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▶日程 ： 5月13日㊏ 14:00
 5月14日㊐ 11:00
 5月17日㊌ 11:00
 5月18日㊍ 14:00
 5月19日㊎ 11:00
 5月21日㊐ 14:00
▶会場 ： 京都南座
▶定数 ： 各10枚ずつ

2

全席指定席 3,200円（通常3,500円）

南座歌舞伎鑑賞教室

※未就学児入場不可

四百年遠忌記念特別展 大名茶人 織田有楽斎
　建仁寺塔頭　正伝永源院の寺宝　一挙公開！
戦乱の世を乗り越え、茶の道にささげた彼の心中に何があったのか。本展では、400
年遠忌にあたり、正伝永源院の寺宝を中心に織田有楽斎という人物を紹介します。
▶会期：4月22日㊏～ 6月25日㊐
▶休館日：月曜日（5/1は臨時開館）
▶開室時間：10：00～18：00
 ※金曜日は19:30まで
 　（入場はそれぞれ30分前まで）
▶会場：京都文化博物館
 （中京区三条高倉）

4月20日まで

締切：4月6日

　日本最大級の質と量を誇る大阪中之島美術館の佐伯祐三コレクショ
ンを中心に、画家の代表作が一堂に集結。展覧会初出品となる作品も
出展されます。15年ぶりの大回顧展となる本展は、佐伯芸術の魅力を
再発見する機会となることでしょう。
▶会期 ： 4月15日㊏～ 6月25日㊐
▶休館日 ： 月曜日（5/1を除く）
▶開場時間 ： 10:00～17:00
 （入場は16:30まで）
▶会場 ： 大阪中之島美術館
 5階展示室
 （大阪市北区中之島4-3-1）

開館1周年記念特別展佐伯祐三 ―自画像としての風景

4月13日まで

（当日1,800円）1,200円一般

（当日1,500円）1,000円高大生

（当日500円）200円小中生

（当日1,600円）1,000円一般

（当日1,000円）500円大高生

（当日500円）200円中小生

▶日程 ： 4月23日㊐ 10:30/13:30
▶会場 ： 京都劇場
▶定数 ： 各20枚

　ニューヨークで話題を呼んだ『はらぺこあおむし』
ショー・大型人形劇公演が、日本人キャストによる日本
語版で上演決定!エリック・カールの大ベストセラー絵本
の世界をそのまま表現した、親子で楽しめる舞台です。

　一門の人気演者が勢ぞろい !! 四人四様
の話芸で魅せる―
※演目は当日のお楽しみ

［演目と配役］
一、歌舞伎の講釈　　解説/旭堂 南龍
二、妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）
 願絲縁苧環（ねがいのいとえにしのおだまき）
　 杉酒屋娘お三輪/上村 吉太朗
 入鹿妹橘姫/片岡 りき彌
 烏帽子折求女実は藤原淡海/片岡 千次郎

1 劇団飛行船はらぺこあおむしショー

全席指定 2,200円（通常 3,000円）

締切：4月4日

※障がい者手帳等をお持ちの方（介護者1名
を含む）は当日料金の半額（要証明）

※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。

※学生料金で入場の際には学生証をご提示ください。
※上記料金で2階総合展示室と3階フィルムシアター
もご覧いただけます。（ただし催事により有料の場合
があります。）

※各のりものは、安全のため、年齢・
身長等により利用制限があります。
※一部フリーパスでご利用いただけ
ない施設もございますのでご了承
ください。
※現地にて、こどもBからこどもAに
変更の場合は差額800円が必要と
なります。

期間中の休園日、営業時間については、ひらかたパークの
ホームページでご確認ください。
www.hirakatapark.co.jp 

※夏はプール付き、冬はスケートとスノーラン
ド付の入園券を準備しております。

佐伯祐三《黄色いレストラン》1928年
大阪中之島美術館

　ひらかたパークでは、大人から子どもまで
楽しめる、バラエティ豊富なイベントを開催し
ています。
▶有効期間 ： 4月1日㊏～6月30日㊎
▶会場：ひらかたパーク

ひらかたパーク フリーパス引換券付入園券

6月29日まで

（当日4,000円）3,400円小学生
（当日2,800円）2,200円2歳～未就学児

（当日4,800円）4,000円おとな（中学生）

3
　「地域と歩む鉄道文化拠点」を基本コンセプトと
し、子どもから大人まですべての人が楽しめる日
本最大級の鉄道博物館です。館内の展示は、「見
る、さわる、体験する」など様々な角度から鉄道を
体感できます。
▶有効期間 ： 4月1日㊏～9月30日㊏
▶会場：京都鉄道博物館

京都鉄道博物館 入館券5びわ湖クルージングチケット

在庫限り

（当日1,500円）1,200円大人

4

1

※大人・子ども同料金、2歳以上有料(2歳未満の
お子様はお席が必要な場合は有料。)

　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 ： ～2024年2月29日㊍

関西サイクルスポーツセンター 入場券付きフリーパス

2024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)

6

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：～2024年3月31日㊐
▶会場：アドベンチャーワールド

8

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。

2024年3月28日まで

ニフレル入館券
　大阪の万博記念公園エリアで会える「ニフレル」
は、水族館、動物園、美術館を超えた海遊館プロ
デュースのまったく 新たな施設です。
▶有効期間：～9月30日㊏
▶会場：EXPOCITY内ニフレル

7

9月28日まで

　自転車をテーマにした楽しいアトラクションや、人気のキャラクターショー、キャンプ
場、プールもあり、こどもからおとなまで楽しめるエンターテイメントが盛りだくさん!
▶有効期間：4月1日㊏～2024年3月31日㊐
▶会場：関西サイクルスポーツセンター（大阪府河内長野市）
■お問い合わせ：0721-54-3101

2024年3月28日まで



新規優待施設

●定　数：先着2,000名様
●対象者：GICパスポートに登録済のKPC会員ご本人様のみ
●準　備：「クーポンコード・ガチャ2023」参加証を設定してください。

クーポンコード・ガチャ2023

コンビニで

ほっと一息

自動販売機で

お得なクーポンコードが当たる

4月10日月
お昼12時
からスタート

詳しくはこちらから
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode_gacha2023/

※クーポンコードの有効期間は種類で異なりますので、受け取られ
たら即確認してください。
※設定は1度のみ。
※発行されたクーポンコードは再発行また交換できません。
※スマートフォンが必須です。

■お問合せ・ご予約は
 〒601-1105 京都市左京区花脊別所町２６１
 https://www.lab-life.jp/
 Email：lab.life.jp@gmail.com TEL：090-4908-6230

NewNew

一般のご利用料金から10％割引き。
ご予約の際にKPC会員であることを伝え
当日KPC会員証を提示してください。
会員と同伴者

優待内容

優待方法

対象者

HANA-Re (ハナレ)は、一日一組
のお客さま限定、１棟貸しスタイルの
ゲストハウス。昭和初期に建てられた
民家の離れを改修しています。



KPCからのお知らせ

　第150回は西賀茂チーズ
で有名なパティスリー菓欒さ
んです。店名の【菓欒】とは
家族で団欒のひとときをおい
しいお菓子でいっそう楽しい
時となりますように・・・そんな
思いを込めて名付けられました。家族で集まった時にみんな
で食べてもらいたいので、味はやさしく、口当たりもやわらかく、
小さいお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが食
べられるお菓子作りを目指されているそうです。
　パティシエの北村拓二さんは、パン屋さんのお兄様の紹
介で京都の洋菓子店に就職された後、ホテルニューオオタ
ニ博多で5年ほど勤務され、平成8年、地元の西賀茂にお
店を構えられました。
　独立されてからは、お店が休みの日には、ヒット作のヒン

トを探るため他の洋菓子屋さん
めぐりをされていたそうで、とある
神戸のケーキ屋さんで小さい
チーズケーキを食べたときに『こ
れだ！』と思い、数々の試行錯
誤の末、2種類のチーズを独
自の配合でブレンドし、ふんわ

りとやさしい味に仕上げた西賀茂チーズができあがりました。
　店頭に並べるとお客様からの反応も良く、次第に販売個
数も増えていき、雑誌などにも取り上げられるようになってい
きました。平成15年、毎日放送【ちちんぷいぷい】という
TV番組の取材を受けて以降は、店にたくさんのお客様が
押し寄せ、電話も鳴りつづけ、当時1日1,000個しか製造で
きなかったので、開店1時間で売り切れてしまうということが
半年以上続いたそうです。今では、包装など自動化できる
部分は機械を導入し1日10,000個まで生産できるようになり
ました。
　今後は、地元のお客様にはもちろん、観光で遠方から来
られるお客様にもお店のケーキを味わってもらいたいと思い、
テイクアウトだけでなくお店でも食べていただけるようなカフェ
も併設したいと考えられているそうです。
　2020年にはオンラインショップを開設。賞味期限3日であ

ることを十分にご理解いただいたうえで、
地方発送も行っておられます。
　今の菓欒があるのは販売を担当さ
れている奥様の支えがあったからこそ
だとおっしゃっていました。私も商品を
注文させていただいたときに奥様のき
め細やかなお心遣いに感動しました。
お忙しいところありがとうございました。

ＫＰＣ会社見学会社見学会社見学
地域でがんばる企業紹介

近畿を拠点として活躍するKPC会員企業様情報！

スタッフおすすめ！

アイテム

公益財団法人 京都中小企業振興センター ご加入のおすすめ

ライフサポート倶楽部会報誌「いやしなび」会員証提示で
割引利用

各種保険の
団体割引加入

特撰商品のあっ旋各種チケットあっ旋サークル

イベント
レクリエーション

有名テーマパーク
施設優待割引

健康診断費用補助スポーツセンター慶弔給付助成金入会金及び会費
（1名につき）
入会金 400円
会費/月 800円

　KPCは京都の中小企業を福利厚生面から応援するため、京都市・京都銀行・京都信用金庫がバックアップする公益法人です。
本紙掲載の他にも映画館やアミューズメント施設などの格安チケットや割引優待券もございます。

毎月800円の会
費で

総合的な

福利厚生をご提
供

パティスリー菓欒第150回

パティスリー菓欒 店舗外観
やさしい雰囲気の草屋根と板壁に大き
な窓。中に入りたくなるような外観で建
築士の感性豊かな設計が光ります。中
に入るとケーキや焼菓子などたくさん並
んでいます。※駐車場あり。

ふわっとした口どけが好評のチーズケー
キ『西賀茂チーズ』をはじめ、焼き菓子
などいろいろ。発送商品と
店頭受取商品を取り揃え
てあります。

人間ドック受診補助のご案内
　対象の医療機関で人間ドックを受診されると、KPCが費用の一部補助を

いたします。補助の対象は会員ご本人様。医療機関・コースの内容につい

てはKPCホームページをご確認ください。

補助金額：会員本人様 1,000円　申込期間4月～12月末　※年度内1回まで

各種メニューのご利用はインターネットからお申込みください。
　次のメニューはQRコードを用意しました。

えんむすびの神様として名高く、連日参拝
客が絶えない亀岡の出雲大神宮。鳥居前
にはご祭神とのゆかりから愛らしいうさぎ
の石像が置かれています。やさしく撫でて、
幸多き日々を祈りましょう。

応募総数
1,472
名様

今月号も「いいとこクイズ」にご応募よろしくお願いいたします。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

≪KPCホームページにも解答と解説を載せています。リアル答え合わせも実施中！≫

ご好評いただいたクーポンコード・ガチャ
を今年は何回か引いていただけるように
したいです。必ず・・・かどうかは進めな
がら考えます。

バンドクリーナーちょうど欲しかったので賞
品のレパートリーが良くて嬉しいです。ポ
イント式の必ずもらえる賞品イベントとか
もやって欲しいです。

その点はまだ検討中です。今は郵送にかわり、
申請用紙をPDFで送信していただくことは有効
にしています。

慶弔見舞金の申請はweb上でも
できるようになりますか？

クイズ多めの会報誌になっていますが、ネタは尽き
ません！いいとこクイズは「リアル答え合わせ」とし
てまとめておりますので回答期間が終わって機会が
あればご訪問ください。

宇治の次は亀岡と市内から離
れていろんな情報が見られる
のはとても面白いです。

パティスリー菓欒 店内

西賀茂チーズ

パティシエ
代表取締役 北村拓二さん

オンラインショップ

https://www.patisserie-karan.jp/

パティスリー菓欒

京都府京都市北区西賀茂坊ノ後
町15
ＵＲＬ https://www.patisserie-karan.jp/

075-495-0094
賀
茂
川

御薗橋通

上賀茂神社
神光院

神光院前

御薗橋

61

38

パティスリー菓欒

からん

からん

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム

利用券

ナガシマリゾート
指定厚生施設補助券
（2024年2月28日まで）

京都るり渓温泉
For REST RESORT

補助券

スプリングスひよし
補助券

クーポンコード2023
（GICパスポート参加証） 映画やアミューズメント

施設等のチケットは「い
やしうぇぶショップ」に
登録しご利用ください。

※チケット及び補助券は数量限定です。限度を超えてのお申込みはお断りして

おります。


