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クイズ探検! THE Beginning of 江戸時代
答えて当てよう いいとこクイズ！

 
クーポンコードでおとく
満月ヨガ ～中秋の名月Ver.～

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
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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.1509
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Q江戸幕府は朝廷や西日本の管理・監察な
どのため京都所司代という役職を京都に

置きました。その屋敷は二条城の北側にあっ
たといいます。屋敷跡を
示す碑はどこにあるで
しょう。ヒント▶レトロな
校舎が残る元・待賢小
学校付近です。

Q江戸時代、銀貨をつくる役所の名前だっ
た「銀座」。家康は通用銀の全国統一を図

るため、銀座を京都の伏見に初めて設置しま
した。現在は碑と駒札が
その歴史を伝えていま
す。それはどこでしょう。
ヒント▶伏見大手筋商
店街にあります。

Qこの場所とはどこでしょう？

●対象者： KPC会員とご家族で、GICパスポートにご登録済みの方

●開催期間： 8月26日木～9月26日日
●参加料金： 会員・家族　無料　
 会員外　無料（賞品のプレゼントはありません）　

　徳川家康は1603年、征夷大将軍職につき江戸に幕府を開きます。しかしこの頃はまだ江戸は開発中で、
大江戸八百八町といわれるような世界最大の都市になるのは3代将軍家光時代（1644年）だそうです。
家康・秀忠・家光の将軍宣下は伏見城で行われたことからも、264年続く江戸幕府、当初の“将軍のお膝元”
は京都だったのです。（江戸時代は2部構成にいたします）
※多人数の密集は避け、少人数でご参加ください。　※歩きスマホは危険なのでやめましょう。

さてここはどこでしょう?

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出またはまん延防止等重点措置が適用された場合は、本イベントを休止することがあります。

いいとこクイズ！

※家族パスポートは会員のGICパスポートから家族用を取得してください。
　（5名まで/すでに取得済みの家族様は改めて取得する必要はありません)

※GICパスポート（1年間有効）を取得したあと、
　クイズ参加証を取得してください。

主催：公益財団法人京都中小企業振興センター

「答えて当てよういいとこクイズ」内で実施してい
たクイズ探検!miniは、今月はこちらの「クイズ探
検!THE Beginning of 江戸時代」に含みます。

Q豪商・角倉了以は、鴨川と木屋町
通に平行する川を開削。材木屋が

多くあったことが木屋町の由来だと
か。この川の北の起点付近に当時を偲
ばせる舟を浮かべた場所があります。
それはどこで
しょう。ヒント▶
京都ホテルオー
クラの近くです。

Q徳川家の呉服御用を一手に引き受
けた初代の茶屋四郎次郎。若い頃

から家康に仕え、本能寺の変の際には
いち早く堺からの脱出の支援を行った
そう。茶屋家6代目の頃火災にあい、居
を移した場所に
碑があります。そ
れはどこでしょう
か？ヒント▶御
所西エリアの小
川通沿いです。
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ルール

賞　品

事前準備・持ち物

1問正解ごとにQUOカードPay500円分
プレゼント。（配布は10月に入ってから）

▶おひとり1台スマートフォン　▶GICパスポート登録
▶スマートフォンでクイズ探検の参加証取得　▶この会報誌（正解地点でのQRコード読み込み用)

●申込方法： こちらのページから、お申込みください。 ※FAXでのお申込はできません。

8名様

24名様
5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
9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。（GICパスポート対応のページでは
賞品数が1つ多くなっています）

・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 西陣出身のお玉さんは、
三代将軍徳川家光の側

室となり、五代将軍綱吉の生母
となりました。そんな彼女にあ
やかり、玉の輿や子授け祈願に
訪れる人もいる神社の名称は？

No.1

No.2

ＱＵＯカード
500円分

No.8

ドリップコーヒーギフトセット
No.7

No.3

缶つま ビアセレクションNo.5

No.6

200名様

広島県産かき燻製油漬け／牛タン焼きねぎ塩だれ／
国産豚軟骨直火焼:各1缶

メスキット

No.410名様

LOGOS

LOGOS

会社のみんなで分けてね

リモコンブロックライト
（4pcs）

箸付き食器セットBOX

幅8×奥行8×
高さ8cm
LED　電池別

約幅31.5×奥行11.5×
高さ5.5cm

小川珈琲

LOGOS

明和電機

彩 20色セット

オタマトーン
シッポスイッチを押すと音が出ます。
※カラーはお任せください。

CA200/20V［筆ペン］

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

左下のクイズに答えていただき、実際に訪れてみてください。その場所でQRコードを読み込み、
正解の地点だと「正解」マークがスマホの画面に表示されます。表示されない場合は、まず「そこ」
じゃないと考えられます。事前にしっかり下調べしてからお出掛けしてください。
●左下のクイズ解答用QRコードにはGPSデータが入っていて、答えとなる現地のポイントで読みこまな
いと「正解」となりません。
●クイズのポイントは、すべて道路沿いに設定してあります（いいとこクイズのポイントも写真のところでは
なく道路沿いです）。ポイント自体は私有地に存在する場合もありますが、GPSの感度範囲も大きくとっ
てありますので必要以上に立ち入ったりしないよう、マナーを守っていただきますようお願いします。

20名様

●参加人数：合計300名（設定の先着順） 　　　●申込締切日：9月26日日10:00まで

※会員は会員用、会員の家族は家族用URLからアクセスしてください。

登録できないKPC会員の方は
KPC事務局に登録依頼してください。

kpc@posh.jp

KPCのホームページをご覧いただいてから
お申込みください。
https://www.kpc.or.jp/news/qtanken9/

▼GICパスポートを登録済の方 ▼GICパスポートが未登録の方

20名様

30名様

オリジナルブレンド8g×20P・炭焼珈琲8g×20P
賞味期限:2022年1月

6人分のお箸や
スプーン、フォー
クがついた便利
な食器セット



[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

宝塚歌劇花組公演
忠臣蔵ファンタジー『元禄バロックロック』
レビュー・アニバーサリー『The Fascination（ザ ファ
シネイション）！』ー花組誕生100周年そして未来へー
▶日程： 11月14日㊐15:30/11月20日㊏11:00/
 11月25日㊍11:00/11月30日㊋13:00
▶会場： 宝塚大劇場
▶定数： 各公演 20枚

S席 （通常8,800円）8,300円

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

2 劇団四季　リトルマーメイド1
　2018年に大阪で開幕し、感動の波を広げてきた『リトルマーメイド』。未知
の世界へ勇気をもって進んでいく人魚姫アリエルの、恋と夢と冒険の物語。
今を生きるすべての人たちに、明日への希望と勇気を与えてくれることで
しょう。圧倒的な幸福感に満たされる感動の舞台に、どうぞご期待ください。
▶日程： 10月17日㊐11:00・15:30／10月23日㊏13:00・17:30／
 11月5日㊎13:30／11月6日㊏17:30／11月13日㊏17:30

▶会場：大阪四季劇場　総合計100枚まで
この公演は販売中のためお申込み順に確定していきます。
確定後のキャンセルはできません。上記記載の日程が
完売の場合は他日程を提案する場合があります。

締切：9月5日

締切：9月9日

子供（小学生） （当日1,000円）500円大人(中学生以上) （当日2,500円）1,500円

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

六甲ミーツ・アート芸術散歩2021 鑑賞パスポート
　現代アート作品を通じ、神戸・六甲山の魅力を再発見
していただくことを大きなテーマにした展覧会です。
▶期間：9月11日㊏～11月23日㊋㊗
　※会期中無休。ただし六甲山サイレンスリゾートのみ、
　　9月13日㊊、27日㊊、10月の毎週月曜休業。
▶開催時間：10:00～17:00　
　※会場により17:00以降も鑑賞できる作品があります。　

▶会場：六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）、記念
碑台（六甲山ビジターセンター）、ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、旧パルナッソスの休憩小屋、
六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲有馬ロープウェー 六甲山頂駅、グランドホテル 
六甲スカイヴィラ、風の教会エリア、サテライト会場：有馬温泉エリア
※会場は変更になる可能性があります。

1

11月18日まで

©宝塚歌劇団

©Disney

チームラボ《瓢箪池に浮遊する呼応する
ランプ》©チームラボ

大高生 （当日1,100円）600円一般 （当日1,500円）900円 中小生 （当日500円）200円

創業200年記念 フィンレイソン展
　―フィンランドの暮らしに愛され続けたテキスタイル―
フィンレイソンの色鮮やかなデザイン原画やテキスタイルなど
をまとめて紹介する、日本で初の展覧会です。
▶期間：10月9日㊏～2022年1月10日㊊㊗
▶休館日：月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）、
 年末年始（12月27日～1月3日）
▶開室時間：10:00～18:00　
  ※金曜日は19:30まで（入室はそれぞれ30分前まで）。

▶会場：京都文化博物館（中京区三条高倉）
※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（要証明）。　※学生料金でご入場の際には学生証をご提示ください。

3

マキノピックランド5

10月7日まで

平日及び17:30 公演 （通常11,000円）9,000円
11:00・13:00・15:30 公演S1席 

（大人子供
同額）

（通常12,100円）10,000円

小中学生 （当日　800円）500円
大人土日祝 （当日2,200円）1,600円

小中学生 （当日　600円）300円
大人平日 （当日1,600円）1,200円

チームラボ 東寺 光の祭 - TOKIO インカラミ
　創建から約1200年の世界遺産・東寺を、人々の存在によって
変化するインクラクティブな光のアート空間に変えます。
▶期間：8月6日㊎～9月19日㊐　※小雨決行（荒天の場合は
　中止あり）。　休み：8月20日㊎、21日㊏、9月5日㊐
▶開場時間： 8月  6日㊎～8月19日㊍19:30～
 8月22日㊐～9月  4日㊏19:00～
 9月  6日㊊～9月19日㊐18:30～
 ※8月11日までは21時閉場　※それ以降の閉場時間は後日発表

▶会場：真言宗総本山 東寺（教王護国寺）
▶公式HP　https://www.teamlab.art/jp/e/toji/　

※8月13日～16日はお盆期間として土日祝料金となります。　※本展覧会では金堂・講堂の中には入れません。　
※小学生以下の方は、20歳以上の保護者同伴が必要です。

2

9月16日まで

（通常4,900円）3,300円おひとり
ランチオーダーバイキング
ワンドリンク付き

からすま京都ホテル 2階 中国料理「桃李」
ランチオーダーバイキングチケット

　桃李の看板メニュー「ランチオーダーバイキング」の
チケット販売です。必ずご予約のうえご利用ください。
▶有効期限：9月1日㊌～10月31日㊐
▶場所：からすま京都ホテル2階 中国料理「桃李」
▶営業時間：11:30～15:00（L.O.14:30）
※ご利用は2名様より承ります。　※料理のご注文はテーブルで統一ください。

■ご予約・お問い合わせ からすま京都ホテル「桃李」
　TEL.075-371-0141　11:00～20:00　

メニューなど詳しくは公式サイトをご覧ください。
※消費税、サービス料込。　※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により営業内容を予告なく変更する場合があります。

4

10月19日まで

小人（小学生） （当日3,300円）2,000円
（当日3,850円）2,900円大人

11月30日まで

　野外でのBBQに「きのこごはん」それにお土産もついて、
1日のんびり過ごせる観光農園です。
※各コース共通券で1枚につきひとり1コース有効です。
●Aコース： ぶどう（ピオーネ・ロザリオ）狩り〈8月中旬～10月中旬〉
●Cコース： 柿・みかん〈10月中旬～12月5日㊐〉
▶場所：みどり農園　営業時間：平日10:00～16:00
  土日祝日10:00～17:00　※不定休
※幼児（3才以上）のCコース：柿・みかんの入園料は550円が現地払となります。
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる旨を伝えてご予約ください。
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する場合があります。
※Bコースの栗ひろいは今年は不作のため中止となりました。

■ご予約・お問い合わせ
京都府綴喜郡井手町多賀小払1　
TEL.0774-82-2654　
駐車場60台無料

　ぶどうをはじめさまざまな果物狩りのできる観光果樹園
です。地元農家の農産物の直売所や、ジェラートの製造販
売所、グラウンドゴルフ場なども併設。
▶場所：マキノピックランド
※完全予約制です。下記までKPCチケットをご利用になる旨を伝えてご予約ください。 
※天候や数量の減少などで、期間中でも予告なく終了する場合があります。

■ご予約・お問い合わせ　〒520-1834 滋賀県高島市マキノ町寺久保835-1　TEL.0740-27-1811

9月29日まで

みどり農園6

Aコース・
Cコース
チケット共通（当日   800円）300円3歳以上

（当日1,300円）600円小学生
（当日1,600円）1,000円中学生以上

▶ブドウ狩り　60分食べ放題　8月下旬～

（当日   800円）400円小学生
（500gのお土産付き）

（当日1,600円）1,200円中学生以上
(1Kg のお土産付き)

▶栗収穫体験　9月中旬～

ライナ・コスケラ作「エレファンティ（象）」寝具用生地、
１９６９年、タンペレ歴史博物館所蔵
Finlayson®©Finlayson Oy



～中秋の名月
　　　Ver.～

●日程： 9月20日㊊㊗　19時から20時まで
 18：30　FUSHIMITTO フロントで受付 
●会場： FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）
●定員： 15名(最少催行6名、申込者多数の場合は抽選)
●料金： おひとり／会員と家族 1,000円　会員以外同伴者 1,500円
 （ヨガマットレンタル、力の湯入浴券つき）
●申込締切日： 9月9日(木)

〈 コロナ対策を徹底して実施します 〉
○屋外イベントではありますが、マスクの着用は必須です。
　またイベント前には検温します。
○ヨガ中は密にならないように十分な間隔をあけるように対策します。
○ヨガマットはアルコール消毒します。
○雨天時は、スタジオ開催に変更する場合があります。
○自治体からイベント自粛要請があった場合は中止とさせていただきます。

川沿いの屋上テラスで
心地よい風を感じながらのヨガレッスンです。

ヨガ未経験者の方でもお気軽にご参加いただける、
深いリラックスを味わうゆったりした内容です。

▶お申込みはこちらへ　https://gicz.jp/open/FMyoga02
（FAXからのお申込みはできません。）

満   ヨガ月

今だから、自分と家族の健康を考えよう！
ちょっと気になる… が自分でわかる。

ライフサポート倶楽部では、自宅で検診が受けられるメニューを
他にも準備しています。 是非、ご活用ください。

https://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

新規登録
募集中クーポンコードでおとく

〈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 メニューカテゴリーより
「げんき」・「はぐくむ」を選択
4

ロ
グ
イ
ン

会員番号・パスワードを
入力してログイン

3
㊟

㊟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。

【メニュー例】 2021年7月1日現在の内容です。最新情報は会員専用サイトをご確認ください。

新型コロナウイルスPCR検査のご案内
メニューNo. 630389 メニューNo. 660552

唾液を郵送で送る検査です。「陰性証明なし」と「陰性証明あり」からお選びいただけます。
大手航空会社で採用されている安心の検査サービスです！

いつか子供が欲しいと考える方、これから妊活を考えている方へ！ 
Fcheckでは「卵巣予備能」の目安を「卵巣年齢」として知ることで、 妊活を始めるタイミング
や妊活方法を検討するなど、人生設計に役立てていただくことが可能です。 

安心の新型コロナウイルスPCR検査を【ライフサポート倶楽部会員特別価格】でご提供！ 
NEW NEW

特
典
内
容

【陰性証明書なし】
9,570円 (税込）通常価格 9,900円（税込）⇒

【陰性証明書あり】
12,870円 (税込）通常価格13,200円（税込）⇒

特
典
内
容

通常価格から10%割引
19,780円(税込）通常価格 21,978円（税込） ⇒

厚生労働省承認済の試薬を使用

郵送で完結する自宅でできる簡単検査

検体到着から最短3時間で結果通知

検体を核酸精製し、RNAの抽出を行う！
病院に行くことなく、たった0.1㎖以下の血液を自宅で採って郵送
するだけで簡単に検査することができ、WEB上で結果を見ることが
できるので、コロナで外出を控えたい方や、お子さんがいて外出が
難しい、二人目妊活検討中のママも手軽に使うことができます。 

3ヵ所の遺伝子領域について解析を行う！

検査機関、医療機関、保健所の密な連携！

すべての検体に対して核酸精製を行い、精度の高い検査結果を提供。
本検査サービスでは、新型コロナウイルスのRNAに特異的な3ヵ所の
遺伝子領域について解析を行います。
本検査サービスでは、すべての検査結果に対して医師が介在しています。
陽性結果の場合は、保健所と一緒になり検査を受けられた方の今後の
行動までをサポートして行きます。

Point1

Point2

Point3

F check  卵巣年齢チェックキット
卵巣年齢を自宅で簡単にセルフチェックできる日本初の検査キット

登録会員対象
KPCから配布するドリンクチケット／クーポンコードを利用すると、

その分お得に利用することができます。

KPCホームページで取得方法をご案内しております。
https://www.kpc.or.jp/gic_passport/couponcode2021/

○期間内で取得できる本数に上限があります。
○再発行はできませんので、取得後は大事に保管してください。
○この記事を店頭でご提示いただいても、商品はご利用いただけません。 

GICパスポートに登録済みのKPC会員ご本人様対象です。
〈新規登録募集中〉

おひとり上限 1本
※全体数200本がなくなるまで受付

2021年8月20日～2022年8月19日まで有効期間

補助内容

対 象

ご 注 意

全国のユニクロ店舗またはオンラインストアでご利用いただけます。

UNIQLO eGift Card




