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クイズ探検! 幕末の都に誠が映える
答えて当てよう いいとこクイズ！

eチケットのあっ旋

クーポンコードでおとく

東寺ノルディックウォーキング

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

スロバキア、クリヴァン

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.15211
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●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： 10月25日月～11月14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）　

　1853年、黒船が来航した当時。その頃、世界では産業革命が起こり、工業用機械の潤滑
油やランプの灯火として鯨油の需要が高まっていました。アメリカからわざわざ日本に来
航したのは、太平洋での捕鯨物資の補給港が必要だったため。そんな世界情勢に巻き込ま
れ、日本国中で争いが多数起こり、京都でも凄惨を極めました。今回は、新選組に関連する
5か所を出題しました。
※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。

※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

Q京都には新選組の面々も通っていた
という花街があ

り、現在その地域に
は往時の風情を感じ
る古い門が残されて
います。それはどこで
しょう。

Q新選組が尊王攘夷派の志士たちを襲撃
した池田屋騒動。

その時についたとされ
る刀傷が、ある橋に残
されています。その説
明を記した駒札が建
つのはどこでしょう。

Qこの場所はどこでしょう？
ヒント：拝殿あたりがポイントです。

いいとこクイズ！
Q新選組の参謀になった伊東甲子

太郎は、局長・近藤勇との思想の
相違から十数人の隊士とともに新選組
を脱退。その後、新選組の襲撃を受け
絶命します。こ
の出来事を伝え
る石碑はどこに
あるでしょう。

Q鳥羽・伏見の戦いでは、旧幕府軍
の拠点となったが、御香宮神社に

本営を置いた新政府軍からの攻撃を
受けて灰燼に帰したといいます。その
跡地を示す石碑
がある場所はど
こでしょう？

「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!幕末の都に誠が映える」に含みます。



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。（終了後、11月中に一斉に配信します。）

▶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。

5名様

10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
11月7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。 ・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 新選組局長・近藤勇が腰
痛治癒の祈願に訪れた神
社の名称は何でしょう。

No.1

No.2

WEB申込の方=
　QUOカードPay500円分
FAX申込の方=
　QUOカード500円分

No.8

京都ブレンド500ml
PET24本セット

No.7

No.3

象印No.5

No.6

200名様
合計

カセットガス 
スモークレス焼肉グリル 
やきまる2

No.410名様

Iwatani

SONY

みんなで分けてね

ブルートゥーススピーカー

ステンレスタンブラー 0.3L

サントリー 伊右衛門

お尻ふんわり
　ゲルクッション

BUNDOK

あずきの力（チカラ）

俺用七輪 BD-384
卓上で手軽に使えるミニサイズ七輪

首肩用 〔温熱〕

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、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 ●申込締切日：11月14日日10:00まで

※会員は会員用、会員の家族は家族用サイトから申込みし、設定してください。賞品を受け取れません。

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/qtanken10/

▼GICパスポートを登録済の方 ▼GICパスポートが未登録の方

10名様 8名様

賞味期限:2022年4月

40×37×4
cm/カバー
色ネイビー

約202×143×121mm
※多少のひび割れがあります。

（設定の先着順：設定完了後、クイズ探検をゆっくり期間内に
行ってください）

5名様

※カラーはお任
せください。

※カラーはお任せください。



[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

▶会期：11月20日㊏～2022年1月16日㊐
▶休館日：11月29日㊊、12月31日㊎、1月1日㊏
▶開館時間：火～金10:00～20:00 / 月土日祝10:00～18:00
※新型コロナウイルス感染状況並びに予防対策のため開催期間や内容が変更になる
　場合があります。ご了承ください。（入館は閉館の30分前まで）

▶会場： あべのハルカス美術館（あべのハルカス16階） 11月18日まで

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

締切：11月10日

1 コレクター 福富太郎の眼　
昭和の名実業家が愛した珠玉のコレクション

締切：10月31日
令和2年「吉例顔見世興行」より

北野恒富《道行》（部分）1913年頃　
福富太郎コレクション資料室蔵

対象店舗：京都下鴨本店、京都金閣寺店、京都山科
店、大阪くずは店、北くずは店、奈良学園前店

※イオンモール京都桂川店、オンラインショップはご利用不可 ※会員おひと
り様10枚まで購入可 ※お申込み多数の場合は抽選。 ※お届けは12月上旬
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

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

▶有効期限：～2022年3月31日㊍　除外日： 12月18日㊏～12月25日㊏ / 12月31日㊎～2022年1月3日㊊
▶場所：ウェスティン都ホテル京都2F オールデイダイニング「洛空」
▶料金： ランチ 平日 4,300円（通常5,300円） ランチ 土日祝 5,800円（通常6,800円）
 ディナー 平日 5,700円（通常7,300円） ディナー 土日祝 6,800円（通常8,800円）
※情勢により、営業時間やメニュー内容等が変更になる場合がございます。　※料金に消費税サービス料を含みます。
※幼児無料。　※大人1名につき小学生（6歳～12歳）1名無料。
■ご予約・お問い合わせ TEL.075-771-7158　受付時間10:00～19:00 3月28日まで

▶有効期限：～2022年3月31日㊍　除外日： 12月17日㊎～2022年1月3日㊊
▶場所：都ホテル京都八条 1階バイキングレストラン「ル・プレジール」
▶時間：ランチ11:30～14:30（L.O.14:00）ディナー18:00～20:00（L.O.19:30）
▶料金： ランチ 大人（中学生以上） 2,500円（通常3,200円）
 ディナー 大人（中学生以上） 4,500円（通常5,200円）※120分制
※お食事には事前予約が必要です。下記までKPC会員である旨必ずお伝えの上ご予約ください。
■ご予約・お問い合わせ TEL.075-661-0051　受付時間10:00～20:00 3月28日まで

6 ウェスティン都ホテル　洛空 7 都ホテル京都八条　バイキングレストラン「ル・プレジール」

▶会期：10月23日㊏～2022年1月10日㊊㊗ 
※共通券の使用期限は11月28日迄

▶会場：第1会場：福田美術館　第2会場：嵯峨嵐山文華館
※第1・２会場とも火曜日休館（祝日の場合は翌平日休館）10:00～17:00（入館は30分前迄）

▶特別公開：京都市指定文化財　木島櫻谷旧邸　
※土日祝のみ公開　10:00～16:00 (受付終了) 11月25日まで

2 福田美術館×嵯峨嵐山文華館×木島櫻谷旧邸　　
巡って 究める 櫻谷さん3館共通券

一般 1,700円（当日2,400円）

おひとり 3,300円（通常4,900円）

S席 10,000円（通常12,100円）

1枚 400円（500円分）

▶有効期限： ～2022年3月31日㊍　除外日：2021年12月21日㊋～
12月26日㊐ / 12月31日㊎～2022年1月3日㊊

▶場所： ホテルグランヴィア京都 2階「ル・タン」
▶料金： ランチバイキング 3,100円（通常4,900円）　
 ディナーバイキング 4,500円（通常6,900円）
※オーダー形式ではなく、お客様ご自身で料理を取りに行っていただく
　バイキング形式に変更となりました。

■ご予約は　TEL075-342-5525（直通） 3月28日まで

5 ホテルグランヴィア京都　ル・タン

ミュージカル・キネマ『今夜、ロマンス劇場で』　
ジャズ・オマージュ『FULL SWING!』
▶日時： 1月10日㊊ 15:30 / 1月13日㊍ 11:00
  1月17日㊊ 13:00 / 1月22日㊏ 11:00
▶会場：宝塚大劇場　▶定数：各公演20枚

▶日時： 2022年1月22日㊏ 14：30
 2022年1月23日㊐ 14:30
▶会場：京都コンサートホール・大ホール
▶定数：各公演 20枚
※未就学のお子様のご入場はお断りいたします

▶有効期限： ～2022年3月31日㊍
除外日：2021年12月21日㊋～12月26日㊐ /
12月31日㊎～2022年1月3日㊊

▶場所： ホテルグランヴィア京都 15階「コトシエール」
▶料金： ランチ（ムニュ アミュゼ） 3,000円（通常  4,000円）
 ディナー（ムニュ プレジール） 9,100円（通常10,500円）
■ご予約は　TEL075-342-5522（直通）

▶有効期限：11月1日㊊～12月31日㊎
▶場所：からすま京都ホテル2階 中国料理「桃李」
▶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。 
※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。
■ご予約・お問い合わせ TEL.075-371-0141　
　受付時間11:00～20:00

3月28日まで

4 ホテルグランヴィア京都　
コトシエール

▶日時： 2022年1月2日㊐ 13：00
 2022年1月3日㊊ 13：00
▶会場： 京都劇場　▶定数：各20枚
※ご観劇日に3歳以上のお子様はお席をお求めください
　（ご観劇日当日2歳以下入場不可）

1955年創業、京都の人気洋菓子店バイカル
各店でお支払いに使える商品券です。
▶有効期限：なし　▶定数：300枚

4 劇団四季のアンドリュー・ロイド＝ウェバー
コンサート～UNMASKED～

1 バイカル GIFT CARD

※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12月上旬予定 ※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

1セット 4,500円（通常 5,000円：1,000円×5枚）

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。
▶有効期限：2026年12月31日
▶定数：300セット

2 こども商品券

6 宝塚歌劇 月組公演

締切：11月15日

5 京都市交響楽団　
「第663回定期演奏会」

S席 4,500円（通常5,500円） S席 8,300円（通常8,800円）

▶日時： 12月  5日㊐ 第三部18:00
 12月  9日㊍ 第三部18:00
 12月11日㊏ 第一部10:30
 12月17日㊎ 第一部10:30
▶会場： 京都南座
▶定数： 各公演 10枚

3 當る寅歳 吉例顔見世興行 
東西合同大歌舞伎

1等席（2階席） 15,000円（通常17,000円）
締切：11月5日

12月19日まで

3 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

※新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた
　席配置となる為、お席が離れる場合があります。

ランチオーダーバイキング
ワンドリンク付き

締切：11月15日
締切：11月4日

当面の間、営業日時・
営業内容が変更になる
可能性がございます。



東寺紅葉ライトアップ〈ノルディックウォーキング〉

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得

近場でリフレッシュを！

登録会員対象
KPCから配布する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300本がなくなるまで受付

6か月後の月末。詳細な日程はサイトで確認してください。有効期間

補助内容

対 象

ご 注 意

ドン・キホーテをはじめとする全
国のPPIHグループ各店でご利
用いただけます。

驚安堂
(https://www.kyoyasudo.com/)
「高知ヴィアン店」「日本国外の店舗」
は対象外となります。

ｍajica ギフト券500円　ドン・キホーテ

東寺の夜桜ライトアップを見学に行きましょう。開催場所のFUSHIMITTOから東
寺まで約片道3kmを初心者にも優しい歩きやすいコースで、ノルディックウォーキ
ングの指導を受けながら移動します。戻ってからは「じねんとCAFÉ」でコーヒーと
焼き芋でホッと一息。お時間があれば「力の湯」ご入浴で疲れを癒してください。

※雨天・東寺ライトアップ不開催、最少催行人数に満たない場合は中止といたします。
※駐車場は「力の湯」の駐車場をご利用いただけます。

FUSHIMITTO（京都市伏見区竹田青池町135）　17:00集合

14名（最少催行人数5名、多数の場合は抽選とさせていただきます）
11月10日㊌

12月5日㊐ 17:30～20:30　
 17:30 FUSHIMITTO出発 ➡ 18:45 東寺着（東寺境内散策）
 ➡ 20:00頃 FUSHIMITTO着　※往復約6.2km、片道約40分

会 場
日 程

定 員

申込締切日

会員と家族 1,500円（税込）　会員同伴者 3,000円（税込）
※東寺の拝観料は含みません。
※力の湯入浴券付き（有効期間2カ月）/ストックレンタル料を含みます

参加料金

●お申込はこちらから　https://gicz.jp/open/tojiNW2

＜メニュー例＞ 2021年9月13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。

※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。

※他府県をまたぐ移動が
　規制された場合は
　行動を変更しましょう！

メニューNo.260049
京都府／天橋立・宮津・舞鶴

Hotel & Resorts KYOTO-MIYAZU

メニューNo.260120
京都府／河原町

ホテルリソル京都  河原町三条

京の風情を感じる花街、先斗町や
木屋町へは徒歩1分。ホテルを拠点に
アクティビティな京の旅をお楽しみ
いただけます。

「よーじやセット」

「京都バス1日乗車券」付プラン！ 
＋

2名利用時 お一人様 素泊り 3,500円～

＜プラン例①＞
＋「リソル京都限定 御朱印帳」

「レイトアウト12時」プラン！
2名利用時 お一人様 素泊り 3,900円～

＜プラン例②＞

メニューNo.267374
京都府／亀岡・湯の花・丹波・美山

京都 美山町自然文化村  河鹿荘

日本の原風景探しの
旅へ。美山の杉材を
使用したログハウス
調の建物が目印!

京都の奥座敷、
日本三景「天橋立」
を臨むホテル。
“海の京都”で過ごす
休日はいかがですか？

\天橋立側の眺望確約/ ◇日本三景ツイン◇
京都の恵みバイキングプラン！

＜プラン例＞

1～ 3名利用時 
お一人様 1泊2食付 15,060円～

\WEB限定/ ◇季節の玉手箱◇
美山の味を閉じ込めた季節の玉手箱

＜プラン例＞

12,650円～1～4名利用時
お一人様 1泊2食付

（あぶらとり紙と小さな手鏡）

≪かやぶき里・美山の宿≫ ≪京の魅力の、真ん中に。≫≪美しい湾で育む家族の絆≫

感染対策にはくれぐれも気を付けながら、近隣の施設で少しリフレッシュしませんか？
ライフサポート倶楽部が提案する小旅行プランです！

〈 コロナ対策として 〉
■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。
■ストックはアルコール消毒をします。
■ウォーキング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。
■食事はテーブルを十分な間隔をあけて設置します。

eチケットのあっ旋販売
WEBサイトや店舗でご利用いただけるeチケットの販売を開始します。

購入後すぐにチケット取得操作を行っていただくとご利用スタートできます。

QUOカードPay
3,000円分
会員料金 2,400円
総数：50本

図書カードネット
ギフト
3,000円
会員料金 2,400円
総数：50本

11月3日㊌
より
受付開始

▶お申込み：購入申し込み・取得方法はこちらから。
 FAXでのお申し込みは無効です。
 https://www.kpc.or.jp/gic_passport/etickts/
▶有効期間：eチケットにより異なります。

※注意：● 決済後の取り消しはできませんので、くれぐれもご注意のうえ発注してください。● 購入いただくのは＜チケットURL＞です。郵送はありません。● eチケットをお届けするメールは大切に保存してください。

▶定数：ひとり1本限定。
▶お申込み終了：各チケット総数がなくなるか、または11月19日㊎まで
 ※状況により追加する場合があります。

▶対象：GICパスポートに登録済みのKPC会員本人

その他はKPCホームページで
ご覧ください




