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クイズ探検！ 近現代の名建築
宮津・与謝野町・舞鶴 編

答えて当てよう いいとこクイズ！
ライフサポート倶楽部

グランピングに出かけよう！

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

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.160
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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： 6月25日土～8月21日日

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。
主催：公益財団法人京都中小企業振興センター

Q昭和初期から天橋立傘松
公園への玄関口として活

躍。プラットホームの白い梁が
印 象 的 な
レトロな駅
舎はどこで
しょう。

Q大正時代に建てられた洋館
風建築物。昭和61年までは

丹後海陸交通の本社として、現
在は、お団子屋
さんなどが営業
されています。
それはどこで
しょう。

Q設計は京丹後市出身の建
築家・沖種郎（おきたねお）

氏。昭和37年に竣工し、戦後の
モダニズム建築として注目され
ている庁舎は
どこでしょう。

Q大正15年築の洋風モダ
ンな元駅舎建築。町の文

化財に指定された建物内部に
は鉄道関連の貴重な道具や
装置が展示
されていま
す。それはど
こでしょう。

Q舞鶴鎮守府の軍需品な
どの保管倉庫として明

治・大正期に建設された赤れ
んがの建造物群が残るのは
どこでしょ
うか。

近代の発展を支えてきた建築物をテーマにしています。
日本の近代化政策の影響を受けた建築物が日本海側にも数多くあります。

クイズ探検Air初開催！

※私有地に立ち入らないようにしてください。GPS有効範囲は約50mもありますので
遠目でチェック可能です。

※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?



ルール

賞　品

事前準備・持ち物

1問正解ごとにQUOカードPay500円分を
プレゼントします。（配布は9月上旬予定です）
▶ご参加のためには、おひとり1台のスマートフォンが必要です。GICパスポートに登録し参加申込みをしてください。
▶スマートフォンでこのクイズ探検用の参加証を取得してください。
▶この会報誌のこのページ（左ページのQRコードを正解地点で読みこんでいただきます)

50名様

64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
7月6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 四季折々の鴨川を詠んだ
歌を集めた歌碑が鴨川近

くの橋の上に設置されていま
す。その橋の名前は？
ヒント:川端通と冷泉通

No.1

No.2

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

ジャネフ 栄養サポート食品
ワンステップミール プチゼリー80

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

RuCool2
（リュックール2）
 LF2201-8NV

No.4
10名様

生毛工房×西川

三ツ矢

みんなで分けてね

みんなで分けてね

梅 500ml 24本 

キューピー｜kewpie

ロングフィールド

THERMOS

M&S乗馬クラブ

保冷缶ホルダー 
350ml缶用 真空断熱
構造だから飲み頃温度
をキープ。結露もしま
せん。缶をセットするだ
けでインドアからアウト
ドアまで大活躍。※カ
ラーはお任せください

乗馬体験１回コース
（騎乗時間約30分）

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

左ページ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。
●左ページのクイズのQRコードにはGPSデータが入っています。正解地点に行って、ご自分のスマホの
GPSデータと合わないと正解になりません。

5組
10名様

15名様

フルーツのおいしさを凝縮した少量高カロリーの
ゼリーです。1個（35g）当たり80kcalのエネル
ギー補給ができます。（果汁入り）※種類はお任せ
ください　アップル、もも、ゆず、ぶどう 各700g
（35g×20個）

保険料、装具レンタル料1,530円は別途
必要
（一人で参加される場合は２日間２回
コースに変更可　諸費用２日分必要）
【対象】小学3年生以上、体重75㎏以下
【利用有効期間】令和4年10月31日まで
ご利用時は要予約

リュックに付けるUSBファ
ン。リュックユーザーの背
中蒸れを解消します。

10名様
クエン酸を配合し、日常生活の一時
的な疲労感軽減に役立つすっきり芳
醇な梅炭酸飲料です。

クールタオル オリジナル
ボトルケース入
熱中症対策に濡らして使う冷
感機能タオル。接触冷感作用
で濡らさなくても冷たく感じま
す。カラビナ付きボトル入り10
色※カラーはお任せください。
※サイズ：31×120cm

●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）

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。（ご家族
合わせて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。有
効期間が切れた場合は更新するか新規に
取得してください)

あらかじめGICパスポート(1年間有効)を取得した
あと参加証を取得してください。

●参加人数： 300名まで
 ※抽選ではありません
●申込締切日：8月19日金　23:00まで

※FAXでのお申込はできません。

●申込方法：
　こちらのページから、
　お申込みください。 

お知らせ!
現地に行かなくていい

詳しくは
KPCホームページから

も同時開催！

クイズ探検！Air



　京都の美しい山々やトレインビューを
楽しみながら、キンキンに冷えた生ビー
ルをはじめ、焼酎、ワイン、ソフトドリン
クなど約20種類のお飲み物と、鉄板焼
きや揚げ物、お惣菜、デザートなど約50

種類のお料理を、お好きなだけお楽しみいただける屋上ビアガーデンです。
▶有効期間 ： 7月／ 8月 ㊊～㊍㊐㊗ ※金・土曜日は除外 ※荒天時中止
▶場所 ： 都ホテル 京都八条　▶時間 ： 18:00～ 22:00（L.O.21:30）
●ご利用対象者 ： 会員おひとりにつき5枚まで。 （個人的な団体でのご利用は不可）
●制限枚数 ： 会員おひとり5枚まで。会員企業の皆さまでご利用ください。
●備考 ： 2名様以上要予約　●営業時間内120分制　
●ご予約 ： 075-661-7111（代表）レストラン予約まで　10：00～18：00

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

[ご注意]
●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。　●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。
●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。
●決済方法： KPC事務局・京都銀行・京都信用金庫での窓口払いは手数料無料、お振込み・コンビニ・LINEPay請求書払いは手数料が必要です。

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
場合ご記入くだ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

お届け先は各事業所
（各地支店、営業所、工場等）
に限ります。

　3年ぶりの開催となるサマーソニック2022！　
[出演] POST MALONE、ONE OK ROCK、
THE 1975、King Gnu　他
▶日時 ： 8月20日㊏ 11:30 ／ 8月21日㊐ 11:30

▶会場 ： 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）　▶定数 ： 各20枚
※チケットチャージ料（￥990）含む。 ※未就学児は保護者1名につき1名まで無料。小学生以上チケット必要。
※東京・大阪で出演者が異なる場合がございます。 ※出演アーティスト変更による払戻しはいたしません。 
※アーティストの出演日、及び出演ステージが変更
になる場合がございます。 ※各会場の入場制限を
行うことがあります。 ※雨天決行(天災等を除く) 
※1Dayをお申込みの場合は日付を指定してくだ
さい。

1

締切：7月11日

2DAYチケット 26,000円（通常 28,990円）
1DAYチケット 14,000円（通常 15,990円）

SUMMER SONIC 2022 OSAKA　
サマーソニック 2022 大阪

　3年ぶりに世界からトップスケーター達が集結！ 日ごろは組むことのないシングル
スケーター同士の華麗なコラボレーション演技や、サプライズをちりばめた多彩な
シーンで描く唯一無二のアイスショー「THE ICE（ザ・アイス）」。
[出演予定スケーター ] ネイサン・チェン、宇野昌磨　ほか

▶会場 ： 丸善インテックアリーナ
 大阪(大阪市中央体育館)　
▶定数 ： 各20枚　
※出演スケーターの変更に伴うご購入､お申
込み後の変更､キャンセル､払い戻しはでき
ません。ご了承ください。　※3歳以下入場
不可。4歳からは入場券が必要。

2

締切：7月11日

THE ICE 2022

ⓒ宝塚歌劇団

第2部心中天網島

　ウォルト・ディズニーが愛した〈ジャズ音楽〉を、ディ
ズニー音楽のエキスパート、ブラッド・ケリー率いるビッ
グバンドでお送りするコンサート！ 第2弾の今年は、
「JAZZ ANIMALS ～夢を奏でる動物たち」をテーマ
に、おなじみの楽曲や隠れた名曲をスペシャル・アレン
ジでお送りします。　[アーティスト] バンドリーダー &
音楽監督：ブラッド・ケリー
▶日時 ： 8月12日㊎ 18:30　

▶会場 ： フェスティバルホール　
▶定数 ： 20枚　※未就学児入場不可

3

締切：7月11日

S席 8,000円（通常 8,900円）

ディズニーワールドビート 2022
JAZZ ANIMALS～夢を奏でる動物たち

8月29日まで （通常 4,300円）3,600円大人

都ホテル京都八条　スカイビアガーデン1
　天橋立伊根の2日間の観光にぴったり。
[利用できる乗り物]　
●路線バス（宮津市・京丹後市・与謝野町・
伊根町内）　●天橋立観光船（宮津桟橋～
天橋立桟橋～一の宮桟橋）　●伊根湾めぐり

遊覧船　●天橋立傘松公園ケーブルカー・リフト（府中駅～傘松駅）
上記乗り物が２日間乗り放題となります。利用回数に制限はありません。
【優待のご案内】 この切符の提示で、成相寺登山バス・レンタサイクルが
 割引でご利用いただけます。
▶有効期間 ： 2022年12月31日までの初回利用日より2日間　
▶引換場所 ： 天橋立桟橋/一の宮桟橋/府中駅

12月20日まで （通常 1,300円）800円小児
（通常 2,600円）2,000円大人

丹後天橋立伊根フリー　引換券2
▶期間 ：
7月16日㊏～
9月4日㊐　

※急遽休園する場合があります。 ※プールのご利用には、
アソビュー ! による事前予約（無料）が必要です。クーポン
コードの使用はできません。

8月31日まで

（当日 1,500円）900円
プール入場券付入園券　
こども（2歳～小学生）

（当日 2,600円）1,700円プール入場券付入園券　
おとな（中学生以上）

ひらかたパーク　
プール入場券付入園券3

【第1部】 親子劇場 開演：午前11時 終演予定：午後12時45分　
 『鈴の音』／解説 文楽ってなあに？ 『瓜子姫とあまんじゃく』　
【第2部】 名作劇場 開演：午後１時３０分 終演予定：午後５時　
 『心中天網島』 北新地河庄の段／天満紙屋内の段／大和屋の段／道行名残の橋づくし
【第3部】 サマーレイトショー 開演：午後5時30分 終演予定：午後8時10分　
 『花上野誉碑』志度寺の段　『紅葉狩』　

[出演者] 豊竹咲太夫、鶴澤清治、吉田和生、桐竹勘十郎　ほか
※演目入替なし、全公演「字幕表示」あり
▶日時 ： 7月16日㊏～8月4日㊍　※休演日：7月25日㊊
▶会場 ： 国立文楽劇場　▶定数 ： 各10枚

4

締切：7月7日

第1部　均等 3,000円（通常 5,000円）
第2部　一等 3,800円（通常 6,000円）
第3部　一等 3,300円（通常 5,300円）

国立文楽劇場　夏休み文楽特別公演

7月30日㊏ 12:00 スタンドSS 10,000円 （通常12,000円）
 スタンドA 3,500円 （通常5,000円）
7月30日㊏ 17:00 スタンドSS 9,000円 （通常11,000円）
 スタンドA 2,500円 （通常4,000円）
7月31日㊐ 12:00 スタンドSS 11,000円 （通常13,000円）
 スタンドA 4,500円 （通常6,000円）

　実力派落語、巧みな話芸をぜひ会場
でご堪能ください。
▶日時 ： 8月26日㊎ 18:30
▶会場 ： ロームシアター京都 
サウスホール　▶定数 ： 20枚　
※未就学児入場不可

6

締切：7月11日

全席指定 3,300円（通常 4,000円）

立川談春 独演会

　カオスな世の中を、笑いで世界
平和に貢献！ ニュースの裏に隠さ
れた社会の本質が見えるかも？ 政
治・経済・芸能…諸々のタイムリー
なニュースも笑いに転換。古都を

救う笑劇のコントライブ集。たっぷり２時間、笑わせます。
▶日時 ： 9月10日㊏ 14：00
▶会場 ： ロームシアター京都・サウスホール　▶定数 ： 20枚

9

締切：7月7日 全席指定 4,300円（通常 6,500円）

ザ・ニュースペーパー京都2022
　TAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE
『HiGH&LOW　－THE PREQUEL－』
ファッシーノ・モストラーレ　『Capricciosa
（カプリチョーザ）!!』　-心のままに-
▶日時 ： 9月5日㊊ 13:00 ／ 9月10日㊏ 
11:00 ／ 9月13日㊋ 13:00 ／
9月18日㊐ 15:30
▶会場 ： 宝塚大劇場　▶定数 ： 各20枚

10

締切：7月6日 S席 8,500円（通常 8,800円）

宝塚歌劇 宙組公演

　2022年のコンサートツアーが決定！
▶日時 ： 9月4日㊐ 16:00
▶会場 ： フェスティバルホール
▶定数 ： 20枚　
※未就学児入場不可 
※お一人様4枚まで

5

締切：7月11日

全席指定 6,300円（通常 7,000円）

森山良子コンサートツアー 2022

　かつて、日本中を笑いと涙の渦に巻き込んだ名優・
藤山寛美。亡き父の芸と想いを胸に、娘・直美がゆか
りの豪華出演者と共に思わずほろりの人情あふれる喜
劇舞台をお届け。いま再び渦がよみがえる。
▶日時 ： 10月1日㊏ 11:00 ／ 10月4日㊋ 11:00
／ 10月8日㊏ 16:00 ／ 10月13日㊍ 16:00

▶会場 ： 京都南座　
▶定数 ： 各10枚

8

締切：7月7日

一等席 9,000円（通常 13,000円）
三等席 1,500円 （通常 4,000円）

藤山寛美　三十三回忌追善喜劇特別公演

　[出演者] 準・メルクル（指揮） [曲目等] サン・サー
ンス：交響詩「死の舞踏」作品40　フォーレ：組曲「ペ
レアスとメリザンド」作品80　ベルリオーズ：幻想交
響曲 作品14　♪プレトークあり
▶日時 ： 8月26日㊎ 19：00
▶会場 ： 京都コンサートホール　▶定数 ： 20枚
※未就学児入場不可

7

締切：7月7日

全席指定 4,500円（通常 5,500円）

京都市交響楽団　第670回定期演奏会

ⓒFotodesign Christiane



グランピングに出かけよう！
豪華なアウトドア施設と優待提携はじまりました。ぜひご利用ください。

■ 対象施設 GRAX GRAX HANARE

■ 優待内容
 【宿泊】正規プラン料金より5％引き（るり渓温泉本館/こぶし荘花あかり も同条件）
 【るり渓高原BBQ】 正規プラン料金より10％引き
■ 方法：　お電話で直接ご予約のうえ、当日、KPC会員証を提示してください。
■ 適用範囲：　会員と同伴者 5名まで
■ 備考
 ●宿泊やBBQは事前予約が必要。
 ●webでの予約は適用できません。
 ●他のクーポン・割引は併用できません。

■ ご予約お問い合わせ先
京都 るり渓温泉　for REST RESORT
京都府南丹市園部町大河内広谷1-14 
TEL 0771-65-5001 

その他、お気軽入浴や　
シナスタジアイルミネーションも

優待適用されます。
詳しくは、こちらのホームページから
https://www.kpc.or.jp/institution/fitness-spa/rurikei/

会員番号・パスワードを入力してログイン！
メニュー検索画面へ

〈メニュー例〉

〈メニューの検索方法〉
いやしうぇぶKPCに
アクセス1 いやしなびKPC

ライフサポート倶楽部にアクセス
2 3

会員ページはこちら

2022年4月末現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトでご確認ください。

ログイン

特典内容特典内容特典内容特典内容

右記の 
二次元バーコードから 
ログインページに 
アクセスできます。

スマ
ートフォンで

簡単ロ
グイン！

2会員番号(17桁)とパスワードについては 　 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。

一般料金 3,800円 →優待料金 3,200円

特典内容特典内容

メニューNo.750435

よしもと祇園花月

▶　あそぶ

毎日、祇園でお笑い賑わい。
人気の若手から実力派のベテランまで豪華出演者。

メニューNo.866046
REDEE（レディー）

千里万博公園 EXPOCITY内

▶　あそぶ

こどもたちがeスポーツやゲームを通じて
最新テクノロジーを体験いただける施設です。

特典内容特典内容

メニューNo.750181
道の駅 

舞鶴港とれとれセンター

▶　あそぶ

日本海側最大の海鮮市場を持つ道の駅。
新鮮な日本海の味をどうぞ！

メニューNo.751145

アクティビティジャパン

▶　あそぶ

日本全国約15,000プラン、最高に
ワクワクする「遊び」体験をご紹介しています！

NEW!

指定席予約引換券

※特別興行期間（GW、お盆、年末年始）、貸切公演は対象外
※ご注意※
決済完了からチケットがお手元に届くまでに1週間前後かかります。
事前にスケジュールをご確認のうえ、お申込みください。

入館料 10%OFF！
小学生限定！
プログラミング無料体験教室実施中！
※オリジナルステッカーをプレゼント！

1,000円以上お買い上げで、
商品5％割引

ご予約の総額から

3％割引
プラン例1
琵琶湖でサップ♪水上散歩。
4,800円～/1名➡3％割引

プラン例2
抹茶パフェまたは日本茶アイス食べ比べ
＆日本茶2種のみ比べ
1,750円～/1名➡3％割引

夏の計画をたてよう♪
今年の夏のお出かけは、ライフサポート倶楽部で計画しませんか？
　新しいメニューもご用意しています。ぜひご利用ください。

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






