
魅力発見！またおトクに行きたい

いいとこクイズ!
臨時休業中のKPC優待施設様から、
再開後に答え合わせにきてほしい
クイズをご提供いただきました。

在宅でお楽しみください。

所在地●〒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　

TEL●075-361-1100　FAX●075-361-1101
営業時間●月～金　9:00～17:15　休業日●土曜・日曜・祝日

発行●公益財団法人
京都中小企業振興センター

毎月20日発行　発行部数 24,500部 ２０１９年２月２５日より移転いたしました。

KPCホームページ「いやしうぇぶKpc」もご覧ください。
KPC 検索www.kpc.or.jp

臨時のオトク情報   お知らせします。な
ど @tfq2665hはじめました。

なび

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.1356
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いいとこクイズ！いいとこクイズ！
KPCの優待施設さんからクイズです！営業自粛中に考えていただいたクイズに解答していただいて右下のホームページから
ご応募してください。プレゼントは正解者の中から抽選にて決定いたします。さらに全問正解者にはKPCよりクオ・カードペイ
500円を抽選で100名様にプレゼント！各施設が再開した時には、答え合わせに訪れてください！（来月もあります）

Q2

❶ 平清盛　❷ 平将門　❸ 藤原鎌足

のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

ガーデンミュージアム比叡
オリジナルクッキーセット 10名様

叡山頂にある○○岩は、ある人物と藤原純友が野望を語
り合い、「天皇になる」と誓ったという伝承が残る場所で

す。そんな岩の名前にもなった関東の豪族とは、次のうち誰で
しょうか。

比

新選組 法被（はっぴ） 3名様Present

Q3
のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

映太秦映画村には、時代劇の世界観が楽しめる江戸の
町が再現され、歩いて見学できるようになっています。

そんな町の中に写真の「め組の家」があるのですが、この「め
組」の人たちの仕事とは一体何でしょうか。

東

のいいとこクイズ!

のいいとこクイズ!

のいいとこクイズ!
Present

魅力発見！
またおトクまたおトク

に行きたいに行きたい
KPCの優待施設さんからクイズです！営業自粛中に考えていKPCCの優優待施施設 に考設さんからクイズでです！営業業自粛粛中に考ええてい
ご応募してください。プレゼントは正解者の中から抽選にて決ごご応募募しててくだださい ら抽さい。ププレゼゼントは正正解者者の中から抽抽選ににて決
500円を抽選で100名様にプレゼント！各施設が再開した時500円円を抽抽選でで100名 設が名様にプレゼンント！各各施設が再開開した時

ホテルヨーロッパ内フレンチのレストラン
【デアドミラル】ランチ ペア1組ご招待

Q1
のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

ウステンボスには、オランダ王室の特別許可を得て忠実に
再現された宮殿があります。宮殿内は美術館で、宮殿後ろ

側に再現された、本国オランダのために設計したものの実現しな
かった「幻の庭園」も圧巻。さて何という宮殿でしょうか。
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いいとこクイズ！

のいいとこクイズ!

のいいとこクイズ!

Nゲージ モボ631形「新江ノ電号」（M車）』／
嵐電1日フリーきっぷ／つり革
セットにして おひとり様

Q4
のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

020年3月20日、京福電鉄（嵐電）北野線に「日本一長
い駅名」が誕生しました。最寄り施設へのアクセスが便

利なことを示すために付けられたのですが、何という駅名で
しょうか。音読数は26文字、文字数は17文字です。

2

Q5

オオサンショウウオのぬいぐるみ　
3名様

のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
都水族館では、鴨川などの清流に生息している、世界
最大級の両生類といわれる生き物を展示。国の天然記

念物にも指定されている貴重な生き物で、種の保存にも取り
組んでいますが、その生き物とは何でしょうか。

京

Q6

『マンマ・ミーア！』
デニムフラットポーチ 8名様

のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
年1月に京都劇場で開幕予定の劇団四季ミュージカル
『マンマ・ミーア！』。本編を綴るのは1970年代に一世

風靡し、今も世代を超えて愛されるABBAのヒットナンバーで
すが、本編で使用されるその楽曲数は何曲でしょうか。

来

またおトク
に行きたい

●開催日程： 6月1日月～6月15日月まで
KPC会員の方の登録
代行を受付ています。
kpc@posh.jp 

全問正解者のうち抽選で100名様に
クオ・カードペイ 500円分プレゼント

▼GICパスポートが未登録の方

●答えの入力はこちらから

 http://www.kpc.or.jp/iitokoquiz/yuutaiq_202006
●クイズ参加に必要な準備
 GICパスポート登録

※会員の方のみ

のいいとこクイズ!

Present

Present

Present



24名様

答えて当てよう いいとこクイズ！答えて当てよういいとこクイズ！

応
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格

応
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方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
6月7日㊐

●PC・スマホ▶
apply@kpc.or.jpまで空メールを
送っていただき返信されたメール内記
載のURLからお申込みください。QR
コードを読み取って送信もできます

・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

Q 舞鶴市の平湾に架かる
白い橋の名前は？英語

で「鶴の橋」を意味します。
ヘキサライトⅡタープ ウクレレ

アサヒ

Coleman

耐風 
折り畳み傘
（55cm）1本

2WAY プッシュアップバー

2～3回手洗いで洗濯し
使用できます。
※1パック5枚入り
　（韓国製）

※色の指定は
できません

※ケース付き

※賞味期限：
　2020年11月

LEADINGEDGE

No.1

No.2

10名様

3名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

No.3

No.4

No.5
3Dファッションマスク

会社のみんなで分けてね

会社のみんなで分けてね

守る働く乳酸菌
100mlPET
30本入り

No.7

アルコールスプレー
あっちこっち除菌
80ml
エアゾール
24本入り

No.6

100名様

5名様

法 載のURLからお申込みください。QR
コードを読み取って送信もできます

・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。

近隣ホテルでリフレッシュ！近隣ホテルでリフレッシュ！

http://www.kpc.or.jp詳しくはいやしなびKPCへ！
多数の提携先があります

100名様

8名様

6名様

色は白です色は白です

今月は、"リソル直営ホテル "とランチも楽しめるお店をご紹介します。
「いやしなび KPC ライフサポート倶楽部」では、

他にもメニューを揃えております、ぜひご利用ください。

〈メニュー例〉料金例は、2020年4月現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス

1 KPC会員専用メニューから「いやしなび
KPCライフサポート倶楽部」にアクセス

2 会員番号・パスワードを
入力してログイン

3 メニューカテゴリーより
「トラベル」または「くらし」を選択
4

ロ
グ
イ
ン

㊟

㊟会員番号（17桁）とパスワードについては②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。　　　

メニューNo. 260122
京都府／河原町・烏丸・大宮・二条城・御所

＜料金例＞ 2名1室(ツイン)／素泊り
お一人様       8,000円～

ホテルリソルトリニティ京都

メニューNo. 260121
京都府／四条

＜料金例＞ 2名1室(ツイン)／素泊り
お一人様       7,100円～

ホテルリソル京都 四条室町

メニューNo. 260120
京都府／河原町・烏丸・大宮・二条城・御所

＜料金例＞ 2名1室(ツイン)／素泊り
お一人様       11,800円～

ホテルリソル京都 河原町三条

メニューNo. 720818

店舗『ホテルリソルトリニティ京都』内　
ご飲食代 (ランチ・カフェ・ディナー)10%割引

BLUE BOOKS café（ブルー・ブックス・カフェ）

“京の風情に出会える”京都御所、二条城
（世界遺産）等の歴史散策とカフェや老舗旅
館の多い麩屋町通に面した静かな環境。

“歴史と文化が香る”伝統と文化が調和する
情緒溢れる街…錦市場や京都随一の繁華
街、河原町、先斗町へも徒歩圏内。

“京都随一の繫華街”情緒溢れる鴨川や祇園ま
で徒歩圏内の好立地。アクティビティな京の旅
をお楽しみいただけます。

こころがほっと和み、ときに胸が熱くなる。 
音楽と本、料理に出会える “大人のための
食堂”です。

メニューNo. 720779
イタリア式食堂キャンティ イルキャンティ
イタリアンをベースにした新しい料理を
ご提供しています。 心地よい食の時間
をお愉しみください。

ご飲食代　　5%割引
店舗『ホテルリソル京都 四条室町』、
     『ホテルリソル京都河原町三条』内



外出自粛が続く状況下での
チケットの販売について

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、催行されてい
るイベント・運営されている会場が非常に少なくなってい
ます。KPC会員の方にご案内できるチケットも減少してお
りますので、KPCホームページでの販売は一旦中止してお
ります。またFAXでのお申込みについては、事務局内で保
留させていただくことがありますので、ご了承ください。
以上、事情ご賢察のうえご了解よろしくお願いいたします。

※イベント各種が中止になった場合、KPCよりご購入い
ただいたチケットはすべてKPC事務局にて返金対応い
たします。チケットとお振込先口座をメモで同封のうえ
事務局までお送りください。

　（振込手数料はKPCが負担します）

[ご注意]
●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いたします。
　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事務局にて取扱いいたします。
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。
●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。
●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。

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
場合ご記入下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

1 アルコールスプレー「あっちこっち除菌」

6,270円12本

3,630円6本

1,870円2本

22,110円48本

11,550円24本

6月30日まで

丸美屋食品ミュージカル「アニー」 こども商品券2 全国共通お食事券ジェフグルメカード31

7,900円（通常8,700円）全席指定

今年で日本での初演から35年目を迎える人気ミュージ
カル。世界大恐慌後のニューヨークを舞台に、孤児院で元
気に暮らす11歳の少女・アニーを描く物語。
［出演］荒井美虹・德山しずく（アニーＷキャスト）/藤本隆
宏/マルシア/蒼乃夕妃/栗山航/河西智美　他
▶日時：8月13日㊍、14日㊎、17日㊊、18日㊋　各日15:30
▶会場：シアター・ドラマシティ
▶定数：各日20枚
※4歳未満入場不可

締切：6月15日 締切：6月15日

4,500円 （通常5,000円、500円×10枚）10枚セット

締切：6月15日

4,500円 （通常5,000円、1,000円×5枚）1セット

　全国のおもちゃ屋さんや量販店でご利用いただける
商品券です。
▶有効期間：2024年12月31日
▶定数：300セット
※会員おひとり様2セットまで購入可
※お申込み多数の場合は抽選。お届けは7月中旬予定
※お釣りは出ません　※事務局での販売はなし
※抽選となった場合、当選者にのみご連絡
※オークションサイトなどへの転売禁止
※払い戻し不可

▶定数：100セット
※会員おひとり様2セットまで購入可
※お申込み多数の場合は抽選。お届けは7月上旬予定
※抽選となった場合、当選者にのみご連絡
※オークションサイトなどへの転売禁止　※払い戻し不可
※事務局では、1枚480円にて随時販売中

　大手のファミリーレストラン、ファストフード、居酒屋な
どの外食チェーン店を中心として、全国約35,000店でご
利用いただける全国共通お食事券です。お支払い時に現
金と同じように使用できます。有効期限はありません

加盟店ステッカー
左のステッカーが貼ってあるお店でご利用いただけます。
ご利用いただける店舗はこちらから▼
https://www.jfcard.co.jp/shopinfo/use.php

手を触れそうな箇所にシューっとひと噴き、お出掛け時にバックの中に。
●使用用途：ドアノブ、取っ手、つり革、 など
●容量：80mlエアゾール
●成分：水、エタノール
※火気使用の場所で使用は禁止　※保管は高温直射日光を避けてください
※換気の良いところで使用してください

▶お申込み方法：こちらのサイトから必要事項をご記入の上お送りください。
 FAXでは受付できません。
 https://gicz.jp/open/20200601
 ※決済は、クレジットカード・コンビニ・
 　ペイジーが利用できます

※送料・決済料・税込み

イベント・チケッ

コウヨウ商工
京都府久世郡久御山町市田新珠城7-1-8
TEL.0774-44-5655
※受付時間/平日9:00～17:00

商品は、下記より直送されます

随時あっ旋商品（お申込みごとにあっ旋させていただきます）

予約あっ旋チケット（締切日まで受付し取りまとめて発注いたします。定数を超えると抽選となる場合もあります）




