
府庁生協  く ら し コープ 2016/11

 いつの間にか今年も残り少なくなってきました。年末斡旋の注文 抜かりなくネ

 住宅の計画は「今が狙い目」 消費税アップ前＋住宅ローン金利低下　相談会で待ってま～す

購買等のお知らせ  購買 075-451-6976・3055  本庁内線 6111・6115   FAX 075-432-5060・441-8000　（福利厚生センター１階）

●１１月の催し（企画出店）　※購買店舗内です ●住宅なんでも相談会
日 曜 １１月１１日(金)・１２日(土) 福利厚生センター３Ｆ
1 火 11日(金)11時～14時 ＆ 16時～19時
2 水 12日(土)10時～16時
4 金 　生協提携のトップ企業１５社が直接対応
7 月 新築・ﾘﾌｫｰﾑ・分譲ﾏﾝｼｮﾝ・不動産/賃貸仲介など
8 火 どんなことでもお気軽にご相談ください
9 水 ご相談をご予約いただいた方には豪華プレゼント（３千円分ギフト券）
10 木 ご予約のない方にも粗品進呈 ※詳しくは、職場配布のチラシをご覧ください

11 金 ●年末斡旋品　それぞれのチラシでお申し込みください。（職場に配布）
14 月 アークホテルのおせち        カニすき鍋セット
15 火  アークホテル京都（京   　　　　 生ズワイガニのセット

16 水  料理「味舞」）のおせち。  　　　　  3～4人前、5～8人前

17 木  二段重、三段重あり。   　　　   などあります。

18 金  12月3１日にお届け。            お歳暮用ご自宅用に

21 月 　　　　　 配達日指定です。

22 火 伊根のまるご
24 木  脂がのって美味しい！    日土段畑みかん 象印商品
25 金  これから旬の伊根まるご 　　 愛媛八幡浜の段  象印特選商品ご案内

28 月 　　 畑みかんです。  話題の商品＆新製品

29 火 　　 段々畑で太陽を  が満載です！

30 水 　　 たっぷり浴びて  ↓南部鉄 極め羽釜

●有名ブランド激安セール　※詳しくはチラシを見てね 　　 とても甘いみか

 ・お菓子・化粧品・食品・など激安でご案内しています。 　　 んです。

 ・5,000円以上でお申し込みを（7,000円以上で送料無料）
 ・少額の場合は職場で取りまとめてご注文下さい。 家庭用常備薬
 ・数量限定となりますのでお申し込みはお早く！！  備えて安心。いつもの家庭用常備薬です。

　　今回の申込み締切　１２月９日（金）  チラシ（申込書付き）を配布します。

　※生協ホームページ [オンラインショッピング]からネットでもＯＫ！ 

旅行部からのお知らせ  旅行部 075-441-9615  本庁内線 6116   FAX 075-432-5040　　（福利厚生センター１階）

●親睦会幹事様　職場の親睦旅行は生協旅行部にお申し付けください
 ・生協旅行部では、親睦旅行モデルコースを方面別でご提案書しています。提案書は旅行部や食堂入口に置いている他、ホームページでもご覧いただけます。

 ・コースは、「金曜発２日近場」８コース、「日帰り」４コース、「土曜発２日ロング」４コース、「土曜発２日バス」４コース、「海外」４コースとなっています。

 ・提案書以外の旅行も、もちろんＯＫです。旅行部にご相談ください。これからの時期は混み合いますので、お早めにお願いします。

●親睦会幹事様　忘年会・新年会の季節が来ました  ※プランリストは次頁に掲載。ＨＰにもあります。

 ・生協旅行部では、府庁生協旅行部では、各施設に依頼し、皆様にご満足いただけるようなプランをご用意しました。
 ・府庁生協旅行部独自の『特典』もあります。詳しくはリストをご覧ください。
 ・プランリストにないホテルや料亭にも対応します。　お気軽にご相談ください。 
 ・特に大人数の場合はお早めにご連絡ください。 皆様のご利用をお待ちしています。

証紙等販売所からのお知らせ  証紙等販売所 075-414-0751  本庁内線 6112   FAX 075-432-5040　　（福利厚生センター１階）

●前進座初春特別公演 『牛若丸…雪月花源氏旗挙』 『文七元結』 ※詳しくはチラシをご覧ください。ＨＰにもあります。

 ・斡旋日：1/10火,11水,14土,17火,18水,19木,20金,21土,22日,23月,24火 ・会場：先斗町歌舞練場
 ・１等席７，５００円（←10,000円）、２等席５，０００円　　　・締切：先着順で満席になり次第　　 ・申込み方法は、チラシの申込書をＦＡＸ又は持参で

総務課からのお知らせ  総務課 075-441-7657  本庁内線 6110   FAX 075-441-2686　　（別館１階）

●自動車保険やがん保険は生協で　※ご相談ください ●生協組合員証（古いカード）の切替を

 自動車保険…損保ジャパン日本興和、東京海上火災、あいおいニッ  ・2014年3月以前に発行したカード型の組合員証は、2017年3月以降、
セイ同和損保の自動車保険をお取扱い。「団体扱い」でお得に！ 　加金（チャージ）とレジでのカード支払いができなくなります。

 がん保険等…アフラックのがん保険、医療保険をお取扱い。  ・手続は、申請書を生協総務課（別館１階）へお出しください。（FAX可）
「団体扱い」で、個人で加入されるよりお得に！  ・申請書は、食堂入口横や購買にも置いています。

丹の実
豆腐パン チェルキオ

ハム・ウインナー 京都特産ぽーく

発行：京都府庁生活協同組合　TEL075-441-7657 FAX075-441-2686  Mail: fucho-coop@mb3.seikyou.ne.jp

ホームページ：http//fucho.u-coop.net/　 「府庁生協」で検索してください。

内容 出店業者

カッターシャツなど アサヒフレックス

－ －
おさしみワカメ テマサ

－ －

（棚卸しのため２時で閉店します）

掛け軸など 日芸美術

漆器販売 あか井漆堂

豆腐パン チェルキオ

－ －

和菓子 笹屋伊織
－ －

オカベ寝装寝装品
ちりめん山椒



ところ 宴会場名 ご予算 人数 飲み放題 　　　　　　　　　　料理内容　　　☆生協特典☆

六角柳馬場 綿善旅館 ￥3,780～ 4～100名 ¥1,620 鍋料理/会席料理￥6.480～　☆生協特典あり☆

高台寺 元
も と

奈
な

古
ご

￥5,940～ ～40名 ¥2,160 鍋料理／会席料理￥8,640～

錦小路室町 膳處漢ぽっちり
￥6、000
～

10～40名 ¥2,000 コース(北京料理)　　☆生協特典あり☆

烏丸四条 美濃吉　烏丸四条店 ￥6,480～ ～40名 料金に含む 懐石プラン・鍋プラン(鍋プランの場合は+￥2,160でフリードリンク付き)

京都駅 銀閣 ￥7,500～ 10名～ 料金に含む 銀閣鍋（～100名）／会席￥8,500～（～80名）

二条城南 神泉苑平八 ￥8.000～ 2～200名 料金に含む 鍋料理・ご膳/会席料理￥8,640～

祇園 花咲 ￥8,000～ ～25名 料金に含む 会席料理／鍋料理ふぐ・かになど￥6,000～＋飲み放題￥2,500

祇園石段下 ギオン福
ふ く

住
ず み

￥8,100～ ～90名 料金に含む 名物ぎおん鍋￥8,100～（飲み放題込）

六角東洞院 花伝 ￥8,640～ 2～90名 応相談 会席料理　　飲み放題付きプランは、￥10,000円以上～（10名様以上）

木屋町四条 京料理　あと村 ￥9,000～ ～60名 料金に含む 会席料理￥10,000/鍋料理(しゃぶしゃぶ)

木屋町四条 田鶴
￥10,000
～

20～50名 料金に含む 会席料理

岡崎 六盛
￥10,000
～

2～120名 料金に含む 手をけ弁当付きコース/季節の会席コース￥12,000　手をけが有名

祗園 祇園　はやかわ
￥12,000
～

～35名 料金に含む 会席料理/鍋料理

富小路六角 要
かなめ

  庵
あ ん

　西
に し

富
と み

家
や ￥15,000

～
～35名 料金に含む 懐石料理

粟田口三条 美濃吉本店　竹茂楼
￥15,500
～

～90名 料金に含む 京懐石

八瀬 エクシブ八瀬 ￥6,000～ 30名～ 料金に含む 洋食、中国料理(大皿盛、コース)　☆生協特典あり☆

川端丸太町
京都鴨川アートグレイ
ス

￥6,500～ 20名～ 料金に含む イタリアン・フレンチ(コース、ブッフェ、卓盛)　☆生協特典あり☆

祇園 ＫＯＴＯＷＡ京都八坂 ￥6,500～
10～120
名

料金に含む 京モダンフレンチコース、ブッフェ(立食、着席)　　☆生協特典あり☆

北山
アイネスヴィラノッツェ
宝ヶ池

￥6,600～ 30名～ 料金に含む 京風フレンチ(コース、ブッフェ)　　　☆生協特典あり☆

清水道 Ｋiyomizu東山庭 ￥7,000～ 10名～ 料金に含む 京食材使用京イタリアン(コース、ブッフェ)　　☆生協特典あり☆

京都市役所
京都ロイヤルホテル＆
スパ

￥7,000～ 10名～ 料金に含む テーブルバイキング、着席ブッフェ（洋風・和洋折衷料理）　　☆生協特典あり☆

京都駅西
リーガロイヤルホテル
京都

￥7,000～ 10名～ 料金に含む テーブルブッフェ・料理卓ブッフェ・中国料理　☆生協特典あり☆

京都駅南 新・都ホテル ￥7,000～
10～300
名

料金に含む 洋食（コース、ブッフェ）・和会席　　☆生協特典あり☆

京都駅東
京都センチュリーホテ
ル

￥7,000～ 10名～ 料金に含む 西洋料理(卓盛、コース、ブッフェ)　　☆生協特典あり☆

堀川五条 京都東急ホテル ￥7,000～ 10名～ 料金に含む 洋食コース、ブッフェ(和食、中華対応あり)　　☆生協特典あり☆

府庁近く 京都ブライトンホテル ￥7,500～ 15名～ 料金に含む 洋食コース、洋食バイキング、中国料理　☆生協特典あり☆

東山
ザ・ソウドウ　ヒガシヤ
マ　キョウト

￥7,700～ 20名～ 料金に含む イタリアンブッフェスタイル、和会席　☆生協特典あり☆

京都駅
ホテルグランヴィア京
都

￥8,000～ 10名～ 料金に含む ブッフェ(立食、着席、卓上)・和会席・洋食コース

烏丸三条 ホテルモントレ京都 ￥8,500～ 20名～ 料金に含む 洋食(卓盛、ブッフェ)　　☆生協特典あり☆

京都市役所 フォーチュンガーデン
￥10,692
～

20名～ 料金に含む フランスビストロ料理コース、ブッフェ(着席、立食)　　☆生協特典あり☆

　　　※１０月現在の料金です（変更になる可能性があります）。 ※料金は全て各種諸税を含んだ金額です。

　　　※他の施設についてもご相談ください。 ※詳細・パンフレット請求・ご予算などお問い合せください。

京都府庁生協旅行部　TEL 075－441-9615(直通)　　本庁内線6116     FAX 075-432-5040

2016府庁生協旅行部おすすめ
☆忘年会・新年会プランリスト☆

　　　旅館・料亭プラン

　　　ホテルプラン


