
府庁生協  く ら し コープ2018/12

　　　ホームページ：http//fucho.u-coop.net/ 府庁生協    検索 　※スマホでもご覧いただけます

 あっという間に１２月。今年も残りわずか。皆様にとってどんな年でしたか？
 年末・年始も生協をご利用ください。皆様の生活に便利と潤いをお届け！

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）

●年末斡旋品　それぞれのチラシでお申し込みください。※ホームページからチラシがダウンロードできます。

 アークホテルのおせち 　日土段畑みかん  　象印特選品多数！
 　恒例のアークホテル（京料理「味舞」）  　　 愛媛八幡浜の段畑みかん。  　　　象印特選商品を多数ご案内します。
 　のおせちでお正月をお過ごしください。 　　 段々畑で太陽をたっぷり浴  　　　話題の商品＆新製品が満載です。
 　二段重と三段重があります。  　　 びてとっても甘い！  　　　写真の電気釜は、鉄（くろがね）を
 　12月3１日にお届け。 　　  申込み後 順次お届けします。　　　 仕込んだ「豪炎かまど釜」を使用。

締切：12/14金 締切：12/21金 　　　 チラシには、その他いろいろ有り！
締切：12/21金

   伊根のまるご（予定） 　　　大
     これから旬の伊根まるご（ぶり）　 　　　容
     脂がのって美味しい！ 　　　量
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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　　（別館１階）

●親睦会幹事様忘年会・新年会はお早めにご予約を！ ●特別優待ウェディングプラン
 ・プランリストも参考に、まずは旅行部にご連絡ください。 この度、結婚式場 「アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池」と提携し、

 ・プランリストにないホテルや料亭にも対応します。　 結婚式費用を大幅割引きする特別優待プランをご提供します。

 ・大人数の場合は特にお早めにご連絡ください。 生協組合員と家族限定のプランで、特別プレゼントも付いています。
※プランリストは次ページ＆ＨＰに掲載 　50名様の通常価格 2,643,030円→2,084,130円（約56万円お得）！

　職場配布のチラシ又は生協ホームページをご覧ください。

食堂からのお知らせ  食堂 075-432-5055  本庁内線 6113   FAX 075-432-9606　　（福利厚生センター地階）

●１２月２８日は年末特別弁当をご用意します！　今年は少し洋風のメニューです。　お申し込みは別途配布のチラシで！
　１２月２８日は恒例の年末特別弁当をご用意します。昨年までは「海鮮ちらし弁当」でしたが、今年は少し洋風の豪華メニューを考えています。
　別途チラシを配布しますので、多数のお申し込みをお待ちしています。なお、２８日はテイクアウトはお休みします。（配達弁当は行います。）

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

新規



2018年

2019年
場所 　宴会場名 ご予算 人数 飲み放題

六角柳馬場 ￥3,780～ 4～100名 ¥1,620

高台寺 ￥5,940～ ～40名 ¥2,160

烏丸四条 ￥6,480～ ～40名 料金に含む

京都駅 ￥7,500～ 10名～ 料金に含む

二条城南 ￥8.000～ 2～200名 料金に含む

六角東洞院 ￥8,640～ 2～90名 応相談

木屋町四条 ￥9,000～ ～60名 料金に含む

祇園 ￥10,000～ ～25名 料金に含む

木屋町四条 ￥10,000～ 20～50名 料金に含む

岡崎 ￥10,000～ 2～120名 料金に含む

祗園 ￥10,800～ ～40名 料金に含む

祇園石段下 ￥10,100～ ～90名 料金に含む

粟田口三条 ￥15,500～ ～90名 料金に含む

富小路六角 ￥18,000～ ～25名 料金に含む

錦小路室町 ￥6,000～ 10～40名 ¥2,000

祇園 ￥6,000～ 10～120名 料金に含む

川端丸太町 ￥6,500～ 20名～ 料金に含む

北山 ￥6,600～ 30名～ 料金に含む

清水道 ￥7,000～ 10名～ 料金に含む

京都市役所 ￥7,000～　 10名～ 料金に含む

京都駅西 ￥7,000～ 10名～ 料金に含む

京都駅南 ￥7,000～ 10～300名 料金に含む

京都駅東 ￥7,000～ 10～３０名 料金に含む

堀川五条 ￥7,000～ 10名～ 料金に含む

府庁近く ￥7,500～ 15名～ 料金に含む

東山 ￥8,316～ 20名～ 料金に含む

京都駅 ￥8,000～ 10名～ 料金に含む

四条大橋 ￥8,000～ 10名～ 料金に含む

烏丸三条 ￥8,500～ 20名～ 料金に含む

京都市役所 ￥8,500～ 20名～ 料金に含む

鴨川二条 ￥16,000～ 10名～ 料金に含む

　　　　　　　　　　※１０月現在の料金です（変更になる可能性があります）

詳細・パンフレット請求・ご予算などのお問合せは旅行部へ 　　　　　　　　　　※料金は全て各種諸税を含んだ金額です。

上記プラン以外も対応します。旅行部へご相談ください。

生協旅行部
おすすめ！忘・新年会プラン

北京料理

洋食(卓盛、ブッフェ)　　☆生協特典あり☆

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☆

京風フレンチ(コース、ブッフェ)　　　☆生協特典あり☆

京食材使用京イタリアン(コース、ブッフェ)　　☆生協特典あり☆

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☆

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☆

洋食（コース、ブッフェ）・和会席　　☆生協特典あり☆

懐石料理

　ホテルなど（和食以外）のプラン

コース(北京料理)　　☆生協特典あり☆

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☆

イタリアン・フレンチ(コース、ブッフェ、卓盛)　☆生協特典あり☆

会席料理

最高の洋食　☆生協特典あり☆

京都府庁生協旅行部電話075－441-9615(直通)内線6116

西洋料理(卓盛、コース、ブッフェ)　和食￥10,000～　☆生協特典あり☆

洋食コース、ブッフェ(和食、中華対応あり)　　☆生協特典あり☆

洋食コース、洋食バイキング、中国料理　☆生協特典あり☆

イタリアンブッフェスタイル　☆生協特典あり☆

ブッフェ(立食、着席、卓上)・和会席・洋食コース　

手をけ弁当付きコース￥12,000/季節の会席コース￥10,000　手桶が有名

会席料理/鍋料理　

名物ぎおん鍋￥8,100～（飲み放題込）　

京懐石

銀閣鍋（～100名）／会席￥8,500～（～80名） 　

鍋料理・ご膳/会席料理￥8,640～　

会席料理　　飲み放題付きプランは、￥10,000円以上～（10名様以上）

会席料理￥10,800/てっちりコース￥９,000～(飲み放題込)

会席料理／鍋料理ふぐ・かになど

　　　　　料理内容　☆生協特典☆

　旅館・料亭（和食）のプラン

鍋料理/会席料理￥6.480～　☆生協特典あり☆

鍋料理／会席料理￥8,640～

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)
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忘・新年会 幹事様 
 

◆今年も忘･新年会のご検討時期がやってきました。 

◆生協旅行部は今年も各施設に依頼し、皆様にご満足いただけるプランをご用意いた 

しました。 

◆お忙しい幹事様に代わり宴会場の手配をさせていただきます。 

◆特に、大人数の場合はお早めに生協旅行部までご連絡下さい。 

◆また、一覧表にない料亭やホテルも対応しますので、お気軽にご相談いただきます 

ようお願い申しあげます。 

 

※ 一覧表の＜特典＞は、旅行部にお申込みの時のみご利用いただける特典です。 

 

       府庁生協旅行部 TEL(075)441-9615 ＜庁内線 6116＞ 

                            FAX(075)432-5040 

                  E-meil:fucho-coopsv@mb5.seikyou.ne.jp 

 

＜お申込み用紙＞ 

 

 団体名                 

 

 課名                ご担当者      連絡先 

 

ご宴会日 第①希望   月   日（ ） 第②希望    月   日（ ） 

 

     開始時間   ： 

 

ご宴会場 第①希望            第②希望 

 

ご予算（おひとり）        円（飲み代込・別）      

 

ご人数         名   上座希望    名 

 

その他、ご希望ご質問等ございましたらご記入下さい。 

 

 

※人数の決定は 3 日前までにお願いします。2 日前より取消料が発生しますのでご了承下さい。 


