
魅力発見!またおトクに行きたい

いいとこクイズ! 2
先月に引き続き提携施設様からのクイズです。

除菌消毒、防災に関係する商品をご案内
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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。
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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.1367
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いいとこクイズ！2いいとこクイズ！2

Q2
のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

フリーパス引換券付入園券（おとな）　２名様

10分で1周し、枚方市街から高槻市街まで見渡せて、天気がいいと東海
道新幹線も見えるひらかたパークの観覧車「スカイウォーカー」。夜のライ

トアップで平仮名一文字が浮かび上がりますが、その文字は何でしょう？

約

ペンギンのぬいぐるみ　3名様Present

Q3 のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
遊館で人気のジンベエザメ。サメと聞くと凶暴なイメージがあります
が、とてもおとなしい魚です。海遊館ではオキアミなど小さなプランク

トンを食べていますが、一体、歯は何本あるでしょうか。

海

ナガシマリゾート金券（500円）　20名様

Q4 のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
大傾斜角80度、最高速度107キロにも達し、真っ白な木製の柱に囲まれたコー
スを駆け抜ける、ナガシマスパーランド内にある「白鯨」は、ハイブリッドコース

ターとして世界第2位のコース全長を誇っておりますが、はたして何メートルでしょうか？

最

のいいとこクイズ!

Present

のいいとこクイズ!

魅力発見！
またおトクまたおトク

に行きたい

京都鉄道博物館入館券（５枚）＆
ブレーキハンドル型ボトルキャップオープナー（１個）をセットにして１０名様

Q1 のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
和天皇が乗った「お召し列車」を104回もけん引したことで知られる写真の蒸気
機関車。その名前は何でしょうか。1927（昭和2）年に製造された旅客用蒸気機

関車で、特急「燕」をけん引したことでも知られる車両です。

昭

京Present

Present

❶ 80本　❷ 800本　❸ 8,000本

のいいとこクイズ!



いいとこクイズ！2 先月に引き続き、KPC優待施設の方に営業自粛中に考えていただいたクイズをご案内いたします。プレゼントは正解者の中
から抽選にて決定、全問正解者の方にはクオ・カードペイ500円を抽選で100名様にプレゼントいたします（7月号分として）。
再開した時には、答え合わせも含めて改めて訪れてみましょう。

のいいとこクイズ!

のいいとこクイズ!

のいいとこクイズ!

Q5

関西サイクルスポーツセンター
フリーパス付入場券　ペア5組様

のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!
かな自然に囲まれた自転車のテーマパーク関西サイクルスポーツセン
ター。写真のサイクルパラシュートは、ペダルをこぐと上昇し、パラ

シュートで降下する乗り物ですが、地上何メートルまで上昇するでしょうか？

豊

のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!

ミシガン乗船券　ペア5組様

賀県にある日本最大の湖「琵琶湖」の南湖を周遊する外輪船
ミシガン。そのミシガンの目印とも言える赤いパドルを、間近

で見学できる場所（パドルウォーク）は船内の何階にあるでしょうか？

滋

Present

またおトク

●開催日程： 7月1日水～7月15日水まで
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_202007
●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

Q6

のいいとこクイズ!

Present

マグネット2種類　10名様　     Present

ムをつくることで有名な「アメリカビーバー」は草食性で主に、木の
皮や枝を食べて生活をしています。そんなアメリカビーバーの大

きな特徴でもある前歯は一体、何色でしょうか？

ダ

❶ 白色　❷ オレンジ色　❸ 青色

Q7 のいいとこクイズ!のいいとこクイズ!



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！
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法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
7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 建設されて100年以上
の歴史を持つ貴重な

橋。三十三間堂の行事にま
つわるデザインも施されて
います。この橋の名前は。

マスク除菌ケース 
ホワイト MDK-M02

クーラーボックス 
43L（折り畳み式）

CAPTAINSTAG

LOGOS

miuプラススポーツ

保冷剤 倍速凍結・
氷点下パックM

浄水機能付き
携帯ボトル 
600ml フィル＆ゴー

BRITA

Marmot

PRO MARINEMEDIKNo.1

No.2

5名様

5名様

ＱＵＯカード
500円分

No.8

スローチハット 
ネイビー

No.7

No.3

No.4

No.5
ブルーオアシス 
500ml PET24本セット

会社のみんなで分けてね 10名様

わくわくサビキ
釣りセットDX

No.6

100名様

コードを読み取って送信もできます ・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。

ＳＴＡＹ ＨＯＭＥな ときにも・・・ＳＴＡＹ ＨＯＭＥな ときにも・・・

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

まだまだ予断を許さない状況です。ご自宅に居ながらご利用いただける
サービスをご案内します。ぜひお得なサービスをご利用ください。

5名様

5名様

5名様

〈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 メニューカテゴリより
「くらし」「あそぶ」を選択
4

㊟

㊟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。

KURADASHI.jp 日本各地の
うまいもんお取り寄せ

化粧品・日用品
アウトレット

‘もったいないを価値へ’社会
貢献型フードシェアリングプ
ラットフォームでオトクにお
買い物して社会貢献♪

ユニ・チャーム製品など化粧
品や日用雑貨品を月替わり
大特価ご奉仕！

特　典

購入額の1％分の
リソルポイントプレゼント

〈 米沢牛　肩ロースすき焼用 〉

会員限定
日用品アウトレットモール♪

721151メニューNo. 

Hulu

60,000本の映画・ドラマ・
アニメが見放題！

特　典

850830メニューNo. 

特　典

8,300円
（定価10,800円）※税込・送料込

無料トライアル１ヶ月
（通常2週間）

ハイブリッド型総合書店
 honto

電子書籍の品揃えは
国内最大級♪

特　典

721024メニューNo. 

購入価格の3％分の
hontoポイントプレゼント

（通常1%）

721249メニューNo. 

特　典

会員特別価格
※マスクなど一部商品の
　品切れがございます。

722168メニューNo. 

日本各地の
おいしいを
ご自宅まで
お届けします♪

ロ
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ン

マスクの除菌と乾燥ができる
マスクケース（充電式）

※内容量:500mlPET
※賞味期限:2020年11月

※カラーはお任せください

ス
ネ

48名様
おひとり様 1個

2
る



1 尾西食品の非常食 2 水のいらない泡なしシャンプー ウェット手袋

3 非常用トイレ

1 アルコールスプレー「あっちこっち除菌」 3 ナノソルCC ～安心！安全！光の力で除菌・抗菌・消臭～

2 アミノエリアneo

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 75%
※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

▶お申し込はこちらから：

  https://gicz.jp/open/20200601

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

※送料・決済料・税込み

地震等で断水になるとお風呂が使えなくなり、不快な日々が続きます。手
袋型のウェットタイプで使い捨てで衛生的です。

●特長：
1. 水やタオルを使わない、頭髪の汚れを拭き取る手袋型の
 シャンプーシートです。
2.「入浴できない」、「シャンプーができない」ストレスを軽減
 し、災害時の生活度UP！
3. 水を使わず、泡が出ないため、場所を問わず簡単に使えます。
4. 手袋型のため、細かな部分まで力を入れしっかり拭き取ること
 ができます。
5. 使用後は頭皮や髪がベタベタせず、髪が根元からふっくら立ち
 上がります。
6. 長期保存OK（5年保存）

断水になると困るのがトイレ。避難所のトイレは数時間待ちの状態が発生
すると言われているため、備えておくと安心です。

9,200円プラダントイレセット（プラダントイレ＋マイレットmini10×3箱） （税・送料込）

4,100円プラダントイレ（ポリプロピレン樹脂製便座） （税・送料込）

12,500円マイレットS-100（100回分） （税・送料込）

5,300円マイレットmini10（3箱セット） （税・送料込）

20,000円2枚入×80袋 （税・送料込）

800円2枚入×3袋 （税・送料込）

AY和風メニュー（五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯）
CY和風・洋風組合せ
（五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス）
●100％国産米/常温で5年（製造後）保証
●お湯を注いで約15分、水で約60分
●NASAから宇宙食に認定
●スプーンが付いているので食器の準備が不用

❶ 非常食アルファ米

4,180円特別価格 （税・送料込）

❷ 非常食長期保存
 「携帯用おにぎり」

「携帯用おにぎり」30袋入り　※注文はケース単位
●賞味期間5年
●お湯または水を入れるだけで、手を汚さずに三角形の
 おにぎりが出来上がり。
●手を汚さず食べられる3点カット方式
●軽量、コンパクト、携帯性抜群でとても便利です。

5,702円特別価格 （税・送料込）

❸ 玄米めん

その他・・・
❹ 非常食ライスクッキー
❺ 非常食ミルクスティック(プレーン) 8本入り
❻ 非常食「ひだまりパン」
❼ 「長期保存食ギフトボックス」
❽ 「オフィス非常食セット」5セット

「玄米めん」３0食入り　※注文はケース単位
●賞味期間3年
●「山菜玄米めん」など新商品を追加。
●ほっと温まる長期保存。熱湯を注いで10分で出来上がり!
●金のいぶき玄米粉100％使用。山菜具材とこだわりの鰹だし!

10,368円特別価格 （税・送料込）

1,340円1本

〈大豆アミノ酸が主成分。ノンアルコール抗ウイルス・
抗菌+消臭剤〉　
　塩素系・アルコール系の消毒剤が使用できない衣類や
身の回りの対策に有効です。本商品を使い分けること
で、より効果的な感染症対策を実現できます。
〈主な特長〉
　・10年の長期保管が可能。
　・7日以上の抗インフルエンザウイルス持続効果
　・吸い込んでも毒性がない。
　・誤飲しても毒性がない。
　・身体についても刺激がない。
　・頻繁に使用しても耐性菌を誘起しない
　・アレルギー発症の原因にならない。
　・有機物存在下でも効果減退がない。
●限定：150本
▶詳細・お申し込はこちらから
https://gicz.jp/open/amino3

※別途、送料・決済手数料がかかります

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

▶お申込みはこちら

　https://gicz.jp/open/12348082/

お申込みについての
ご注意

●ご注文は各サイトからお申込みください。　●パソコン・スマートフォンからお申込みできます。決済もサイト内で行ってください。KPCから請求書は発行しません。
●決済手数料が必要なものもあります。　●商品はそれぞれの企業様から納品されます。

光の力で、空間リスクを瞬時にクリア
　ナノソルCCの特徴は「即効性」と「持続性」。
独自の新しい光触媒作用で、菌やウイルスなど
の、空間リスクをすばやくクリア。継続的な除菌、
抗菌効果で、クリーンな空間を保ちます。

●期待できる効果：除菌・除ウイルス、抗菌、抗アレルゲン（花
粉/VOC）、防カビ、消臭
●使い方：除菌・抗菌・消臭したい対象物に対してスプレーする
だけ。水とエタノールは蒸発して酸化チタンだけが表面に残
り、光触媒作用を発揮します。わずかな光でも効果があり、長
時間持続します。
　※本製品は病気の予防を保証するものではありません。
●成分：水、エタノール、酸化チタン
●使用方法：
・本品をスプレイヤーに移し替えてください。
・テーブルやまな板、菌の繁殖が気になる場所や、臭いが気にな
る衣服に30cm以上離して噴霧し、室内灯や太陽光が十分に当
たる所で乾燥させてください。
※シミ等の恐れがある場合は、目立たない部分でお試ししてから
お使いください。
※保管は直射日光を避けお子様の手の届かない所でお願いします。

▶詳細・お申し込はこちらから
https://gicz.jp/open/nanosol2

ます

レフィル(パウチ)300ml
＋専用スプレー容器  4,400円（税込）
レフィル300ml 3,300円（税込）

レフィル1000ml
＋専用スプレー容器 9,900円（税込）
レフィル1000ml 8,800円（税込）
別途送料：700円（税込）関東圏～九州（沖縄除く）

［300ml］

KPC会員特典
300mlお買い上げ1つにつき、
ミニボトル30mlを1個プレゼント
1,000mlお買い上げ1つにつき、
ミニボトル30mlを3個プレゼント

典

［ミニボトル］

［1000ml］

▶お申込みはこちら：
   https://gicz.jp/open/12293248

▶お申込みはこちら：
   https://gicz.jp/open/12294330

7月31日まで

3月19日まで

3月31日まで

3月19日まで

3月19日まで

専用スプレー容器
（300ml）

除菌・消毒は、これからの生活の必需品

台風など災害に対する備えとして

備えて安心、これからの場面に必要な用品をご案内いたします。






