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いいことありますように福箱2023
答えて当てよう いいとこクイズ！

クーポンコード・ガチャ

ココロもカラダも元気になろう！

eSports Cup 京都・奈良・船橋市で共催

かにすきセットのあっ旋

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.165
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5組
10名様お勧めの商品

いいことありますように 2023年！

今年もいよいよ年の瀬。毎日のマスク生活にも慣れてきましたが、
ようやく以前の生活にもどれそうな気配もただよってきましたね。
そこで、これからの生活にいろんな希望をかなえてくれそうな
商品をピックアップしました。
どれかひとつ、お手元にいかがですか？

主催：（公財）京都中小企業振興センター

おうちでゆっくり癒されたい

4

5名様

わずか350ml缶サイズのコンパクト
設計なので、持ち運びに便利。好き
な場所でお気に入りのコンテンツを
最大100インチの大画面でお楽しみ
いただけます。
高さ：約120mm、重量：約470g、
輝度：100 ANSI ルーメン

定価¥33,000のところ

KPC会員価格 ¥25,000

Anker 
Nebula Capsule black 5

5名様

ホットスチームがめぐり、
最後までメリハリのある
温感が続く。乾きがちな
目もとの隅々まで集中保
湿、うるおいを補給。

定価¥19,800のところ

KPC会員価格 ¥15,000

Panasonic 
目もとエステ　ゴールド

健康には気をつけてたい

レストランでお食事したい

2

5名様

歯ブラシで取り切れない、歯周
ポケット・歯間の汚れを「超音波
水流」すみずみまで徹底除去。
お風呂でも使える防水・コード
レスモデル。

定価¥17,820のところ

KPC会員価格 ¥10,000

Panasonic 
口腔洗浄器 ジェットウォッシャー 
超音波水流モデル

1
全席窓側！ 京都唯一の
回転展望レストランで
市街を一望できる特等
席で上質なフレンチ体
験を。

定価¥11,000のところ

KPC会員価格 ¥8,000

リーガロイヤルホテル京都　
トップオブキョウト　ランチペア

3

10名様

体重・体脂肪だけでなく心拍
数の測定にも対応したモデ
ル。EufyLifeアプリに接続す
ることで、データを自動的に
アップロード。家族全員の体
重を1台で管理できます。

定価¥6,990のところ

KPC会員価格 ¥2,023

Anker 
Eufy Smart Scale　P2　Pro

いいことありますように
福箱2023

KPC



転売行為は禁止です。

●受付締切日
12月8日まで受付
ご当選の方にお送りするメールに記された期限内に
ご入金をお願いします。期限を過ぎた場合は無効で
す。商品のお届けは年明け1月以降になります。

●利用可能な決済方法
クレジットカード（1万円まで）／
コンビニ（ファミマ）／ペイジー　
入金(カードの場合は決済)終了後、注文完了と
なります。期限内にお支払いください。

受付はこちらの
WEBサイトから

〈個人情報の取り扱い〉 お申込みの時に発送先をうかがいます。その後抽選となります。当選された方には商品それぞれの取り扱い事業者から直接お送りいたします。発送にのみ個人情報を使用いたします。

●定数を越えた場合は抽選になります。 ●KPC会員様限定の特別価格を提示しています。会員以外はお申込みできません。 ●会員おひとり様あたり購入は1つまでです。
●金額には送料・税金を含みます。 ●福箱の中身はKPCホームページでご案内しています。 ●注文完了後のキャンセルはできません。
●中身を見てからのキャンセルはできません。返品・交換は、品違い・不良品などの場合のみ承ります。 ●のし掛け等のご進物仕様には対応しておりません。

https://gicz.jp/open/
fukBOX23

アウトドアを始めたい

6

5名様

プレートの組み合わせで型が
変えられる伝統的な麻の葉柄
を用いたデザインの焚き火台
です。組み立てから収納までコ
ンパクトで、ソロキャンプから
グループキャンプまで、幅広い
シーンでお使いいただけます。

定価¥21,990のところ

KPC会員価格 ¥15,000

S’more 
和柄組み立て焚き火台(Mサイズ) 7

10名様

シーズニング不要ですぐ
に使えるコンパクトな
ダッチオーブン。植物性
オイルを錆び防止として
塗ることで、丸洗い後に
即使用OK。

定価¥6,980のところ

KPC会員価格 ¥2,023

LOGOS  
SLダッチオーブン8inch

自分時間を充実させたいな

8

5名様

1971年に国内発売された
NISSAN フェアレディ240ZG
に、当時の代表的なチューニン
グパーツを装備して個性的に
仕上げた姿を再現しました。

定価¥13,800のところ

KPC会員価格 ¥10,000

TAMIYA 
ビッグスケールシリーズ　NISSAN 
フェアレディ 240ZG ストリートカスタム

9

20名様

気軽に水彩画を楽しめる、あか
しや水彩毛筆【彩】のスケッチ
セットです。水性染料インクが
再現する美しい日本の伝統色。
「彩」は描き味に色彩にこだわっ
たカラー筆ペンです。

定価¥3,510のところ

KPC会員価格 ¥2,023

あかしや
水彩毛筆｢彩｣スケッチセット

10

5名様

ケーブルは、キーボードを持ち運ぶ際に便利
な着脱式です。Logicool G HUBソフトウェア
上で、複雑なアクションやよく利用するコマン
ドを登録することができま
す。本体右上にあるゲーム中
に使わないキーを無効にする
ゲームモードボタンのカスタ
マイズも可能です。

定価¥13,780のところ

KPC会員価格 ¥10,000

ELECOM 
ゲーミングキーボード  V custom  
TK-VK310TBK [有線 /USB]

11

20名様

直径52mmの大型トラックボー
ルが実現する想像を超えた送
球感! 長時間のPC作業におけ
る手首への負担を軽減する
パームレストを搭載した、人差
し指・中指操作タイプのワイヤ
レストラックボールマウス
“HUGE”。

定価¥5,480のところ

KPC会員価格 ¥2,023

ELECOM
トラックボールマウス 大玉 8ボタン

1/12スケール、全長356mm、全幅151mm、全高101mm。

パソコン作業をバージョンアップしたい



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

いやしなびKPC
ライフサポート倶楽部にアクセス

2 3

2022年10月1日現在の内容です。 最新情報は会員専用サイトでご確認ください。  ※画像はイメージです。

ログイン

1

会員ページはこちら

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！

特典内容特典内容

メニューNo.620210

おそうじ革命

▶くらし／住生活

　　「3年連続オリコン顧客満足度調査®
　　 ハウスクリーニングランキング第1位獲得」 

全国220拠点展開中！

家にいながら集荷から管理、取り出しまでカンタン
にできます。
「保管したまま、売ったり・あげたり・もらえたり」
～ 大切なもの、わたし “から”、あなた “えと” ～

CARAETO（カラエト）

高品質のドローン空撮を圧倒的低料金で…
撮影～点検レポート～修繕＆保守までを一貫対応！

メニューNo.720545
戸建住宅空撮調査
（屋根調査隊）

▶くらし／生活サービス

特典内容特典内容

メニューNo.721218

アクタス

▶くらし／住生活 メニューNo.720904

宅配型収納 CARAETO（カラエト）

▶くらし／生活サービス

メニューを
一律10％割引 にてご提供 対象商品 5％割引 月額費用：通常550円

3ヵ月分無料※「おそうじ革命本部」へのお申込みのみ対象
※最低出張料金を7,700円からお受けしております。作業料金が
   7,700円を下回る場合は、ご注文はお受けできかねます。

ライフサポート倶楽部 会員限定サービス！ ライフサポート倶楽部 会員限定サービス！ライフサポート倶楽部 会員特典価格！ ライフサポート倶楽部 会員特典！

▪戸建住宅調査：税込11,000円
　　　　　➡ 税込7,700円（30％割引）
▪太陽光発電システム調査：税込11,000円
　　　　　➡ 税込7,700円（30％割引）

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。2

専属アドバイザー “ホーム
コンシェルジュ ”が、家具
選びのお手伝いをさせて
いただくとともに、お客様
のための最適なインテリ
アプランニングをいたし
ます。

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
12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。

※No.1～No.4はお店から直送となりますので発送先を共有します。

当選されたら会社のみなさんでわけてください
～ の賞品はNo.1 No.6

・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 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

TREE OF LIFE　40個入

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

両判（34枚入）

No.4
10名様

亀屋良長
「和三盆・お濃茶ぷりん」詰合せ
和三盆ぷりん4個、お濃茶ぷりん3個

生活の木

京菓子司　末富

BAIKAL

UCC

懐かしのレモン
（10個入）
発酵バターやアーモンドプードルを使った生
地に、レモンの砂糖漬けのミンチとレモン
ピールを丁寧にす
りおろして加えまし
た。「すり蜜」を1つ
1つ手作業でコー
テイングしたレモン
ケーキです。
日持ち 約2週間

職人の珈琲 ドリップコーヒー
深いコクの
スペシャルブレンド 50袋

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

10名様

両判（リョウバン）とは大判二枚の意味です。
こころもち固めの麩焼き煎餅に、淡い甘辛と
黒砂糖の蜜をひいて仕上げた逸品です。

なめらかな口当たりの濃厚な「和三盆ぷり
ん」。京都の宇治抹茶を使用したほろ苦い
「お濃茶ぷりん」。なめらかな和ぷりん２種
をご用意しました。　
日持ち：お目安90日（常温）

■ルイボスバニラモカ ティーバッグ
■ルイボスアールグレイ ティーバッグ
■ルイボスマサラチャイ ティーバッグ
■ルイボスレモン ティーバッグ

よーじや謹製手作り最中（6個
入り）とよーじや抹茶ミルク
（14ｇ×5袋）をセットで。
おなじみのよーじやロゴマーク型が可愛い
最中と抹茶の風味とミルクの甘味にこだ
わった、よーじやカフェオリジナル特製抹茶
ミルクを合わせてお楽しみください。

賞味期限:2023年8月
内容量:350ｇ(7g×50袋)

10名様 18名様

各
10名様

鎌倉時代、朝廷と鎌倉幕
府が衝突した承久の乱。

朝廷側の三浦胤義が立てこ
もって戦ったというお寺の名前
をお答えください。

たねよし

家の色々なことをプロに任せてみませんか？
ライフサポート倶楽部では、ハウスクリーニング、家屋の調査、衣類の保管など、
住まいのサポートに関するメニューをご用意しています。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！

※味はお選びいただけません。



今までにお送りしたクーポンコードや今回初めてのものなど、どんなクーポンコードが送られ
てくるのか発行してみないと、誰にもわかりません。ガチャに入っているクーポンコードは
10種類! お休みの日や休憩中にチャレンジしてみてください!

●設定開始日時：12月11日日12:00～なくなるまで
●対象者：GICパスポートに登録のKPC会員ご本人様のみ
●定　数：先着2,000名様限定
●事前準備：「クーポンコード・ガチャ」参加証を設定してください。
 設定はこちらのWEBサイトから・・・・

クーポンコード・ガチャ

おいしいレストラン

ほっと一息

自動販売機で
※クーポンコードの有効期間はそれぞれで異なりますので、
受け取られたら即確認してください。
※すでに取得されたクーポンコードとは別枠です。
※設定は1度のみ。取得できるクーポンコードは1本のみです。
※スマートフォンが必須です。

いろんなクーポンコード、何かが当たる！

▶日程 ： 1月7日㊏ 14:00
▶会場 ： フェスティバルホール
▶定数 ： 30枚

▶日程 ： 1月14日㊏ 17:00
▶会場 ： 京都コンサートホール 大ホール
▶定数 ： 30枚

▶日程 ： 2月25日㊏ 14:00
▶会場 ： 京都コンサートホール 大ホール
▶定数 ： 20枚

　平安朝クライム『応天の門』－若き日
の菅原道真の事－・ラテングルーヴ
『DeepSea－海神たちのカルナバル－』
▶日時 ： 2月12日㊐ 11：00
 2月16日㊍ 11：00
 2月19日㊐ 15：30
 2月24日㊎ 13：00
▶会場 ： 宝塚大劇場
▶定数 ： 各20枚

　「ワルツ王」ヨハン・シュトラウス2世が創設。歴史と伝統に裏
打ちされた本家本元のウインナ・ワルツ。みんなが待っていた、
3年ぶりの本格ニューイヤーコンサート!
指揮･ヴァイオリン：ヨハネス・ヴィルトナー
管弦楽：ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

1

（通常8,800円）8,500円S席

締切：12月7日

5 宝塚歌劇 月組公演

ウィーン・ヨハン・シュトラウス管弦楽団ニューイヤー・コンサート2023

©宝塚歌劇団

S席 8,000円（通常 9,000円）

　“観ても、聴いても、美しく、楽しいヴァイオリンアンサンブル”をコンセプト
に、誰もが知るクラシック曲からジャンルを超えた名曲まで、親しみやすいプロ
グラムでお送りする大人気のコンサート。
出演：高嶋ちさ子、12人のヴァイオリニスト、近藤亜紀（ピアノ）

2

全席指定 6,000円（通常6,800円）

高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニストコンサートツアー2023

※未就学児入場不可

※未就学児入場不可
締切：12月5日 締切：12月5日

　「宇宙戦艦ヤマト2199」以降、シリーズの音
楽を担当している宮川彬良が指揮するコン
サートが開催決定!
指揮：宮川 彬良
吹奏楽：Osaka Shion Wind Orchestra

3

S席 6,000円（通常6,800円）

Osaka Shion Wind Orchestra 　
宇宙戦艦ヤマト祭り Yamato & Villains！

※未就学児入場不可 ※未就学児入場不可

締切：12月5日

[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160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。

▶日程 ： 1月22日㊐ 14:30
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 20枚

［出演者］鈴木優人（指揮）
［曲目等］プロコフィエフ：古典交響曲 作品25　
ストラヴィンスキー:弦楽のための協奏曲 二調
ラフマニノフ:交響曲 第2番 ホ短調 作品27

4

S席 4,500円（通常5,500円）

京都市交響楽団 第６７４回定期演奏会

※未就学のお子様のご入場はお断りいたします。

締切：12月12日

©Marco Borggreve

アンリ・マティス《雑誌 『ヴェルヴ』 第4巻13号の表紙図案》 1943年
ベルリン国立ベルクグリューン美術館、ベルクグリューン家より寄託
©Private Collection,on loan to Museum Berggruen-　
Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin / bpk / Jens Ziehe

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

▶有効期間：2023年2月4日㊏～5月21日㊐
▶休館日：月曜日（5月1日は開館）
▶開館時間：10：00～17：00
 ※金・土曜日は20:00まで（入場は閉館の30分前まで） 
▶会場：国立国際美術館（大阪・中之島）

　各種アトラクションやイベントのほか、冬はスケートなど、小さなお子さ
まから大人まで一年中楽しめる遊園地です。 
※スケート貸靴のご利用には、貸靴料金（700円）が別途必要です。
※のりもの乗り放題は別途フリーパスが必要です。
※期間中は休園日がございます。休園日および営業時間につきましては、ひらかたパークホーム
ページでご確認ください。http://www.hirakatapark.co.jp/

●ウインターカーニバル入場券付入園券
▶日程 ： 12月17日㊏～2023年2月28日㊋

ひらかたパーク 冬シーズン

2023年2月21日まで

（当日2,200円）1,400円おとな(中学生以上)
（当日1,500円）800円こども(2歳～小学生)

2ピカソとその時代 ベルリン国立ベルクグリューン美術館展 
―ピカソ、クレー、マティス、ジャコメッティ1

まだ見たことのないピカソ、35点が日本初公開。

2023年2月2日まで

（当日2,100円）1,500円一般

（当日900円）500円高校生
（当日1,300円）800円大学生

※中学生以下、心身に障がいのある
方とその付添者1名無料（要証明）

※大学生・高校生の方は証明できる
ものをご提示ください。

※本料金で同時開催のコレクション
展もご覧いただけます。



新規契約：リーガロイヤルホテル京都の各レストラン会員証提示でワンドリンクサービス

T E L

懐石フランス料理
グルマン橘

中国料理
皇家龍鳳

京料理
たん熊北店

075-361-9223 （直通） T E L 075-361-9222 （直通） T E L 075-361-3815 （直通）

　京の老舗「かにの山よし」のかにすきは、「生」のかにの硬い殻を、食べやすいように一本一本そいであります。
味の決め手は、カニ専門店ならではの特製だし。鰹と昆布から引いただしが味の決め手です。濃縮だしではないので
そのままお鍋に入れてお召し上がりください。
さらに、お鍋にぴったりの美味しい白菜、水菜(京菜)、壬生菜などの京野菜、そして、京ゆば、生麩などの京食材を厳選
してお届け。かに身も野菜も包丁済みなので、お忙しい時でもすぐにお召し上がりいただけます。

受付サイト ▷ https://gicz.jp/open/kani2022 …………▶
お申込み内容が、発注先の『山よし』様にも連動しますので、即発注となります。
KPCからの請求書をお待ちいただかなくても、決済が可能です。コンビニ（ファ
ミリーマートに限る）でも手数料がかかりません。また、受付は1期2期に分かれ
ず2023年1月20日まで受付です。ぜひご利用ください。

2023年3月31日まで

●ご注文は専用のお申込み用紙にてKPC事務局までFAXでお申込みください。商品を発注後、
KPCよりご請求書を送ります。
●お支払いは銀行振り込み(京都銀行・京都信用金庫本支店窓口でしたら手数料はかかりません)、
またはコンビニ決済・LINE Pay請求書払いがご利用いただけます（手数料160円必要）

味の宅配便 かにすきセットのあっ旋

「かにの山よし」より直送!
生のかにすきをご自宅でもお楽しみいただけます。

発送日をご指定ください。
送料について  全地域・全日▶4人前まで：1,260円／5人前以上：一律1,620円

●かに身
●京野菜セット（包丁済み）
　京水菜、壬生菜、九条ねぎ、金時人参、丹波しめじ
●その他の食材（生麩、湯葉、餅、葛きり）
●専門店特製だし（ストレート）

セット内容
京野菜と「生」のかにすき／一人前約250g

2人前／ 9,000円 (通常9,960円)
※以降の1人前追加ごとに4,200円を加算
※1人前の設定はございません。
　例）3人前は、2人前+4,200円＝13,200円となります。

商品金額

金額は全て消費税込み

●配達ご希望日は、余裕をもって発注日より６日以降をご指定ください（ご希望に添
えない場合があります）
●年末年始は例年混み合いますのでご利用前日のお届け指定をおすすめいたします
●贈答用には対応いたしません

※画像はすべてイメージです

T E L

フレンチダイニング
トップ オブ キョウト

オールデイダイニング
カザ

鉄板焼
葵

075-361-9221 （直通） T E L 075-361-9226 （直通） T E L 075-361-9225 （直通）

優待内容 ワンドリンクサービス
同行者6名様まで同特典にて適用可。特典利用の旨を予約時にお申しつけください。
KPCチケットを含め他の優待との併用はできません。

優待方法 予約の際にKPCの会員であることを伝え、当日KPC会員証を提示

適用除外日 〈館内6店舗共通〉12/17～12/25、12/31～2023/1/3、2/6
対 象 者 会員と同行者6名まで

リーガロイヤルホテル京都
レストラン予約◉075-361-9219（受付時間 10：00～18：00）直通
〒600-8237 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
URL◉www.rihga.co.jp/kyoto

お問合せ

GICパスポート登録の方は、インターネットでもお申込みできます。 お申込みサイトでは
❶1～10人前までの送料込み料金を選んで「1」を選択しお申込みください。
❷GICパスポートの会員番号を入力してください。
❸お届け先をご記入のうえお申込みを完了してください。
　注 ! 氏名を修正されていない方は必ず修正してください。
❹決済方法を選択してください。選択された方法の案内で決済を完了してください。
❺商品が届きます。

NewNew

第1期受付締切日：12月22日 第2期受付期間：1月4日～1月20日



当日参加された方には
えらべるPay500円分を差し上げます。

オンラインでeSports Cupを行います。
遠い場所からでも一緒に楽しめるところがオンラ
インのいいところ。会員間でのゲーム大会なので、
知らない人とチームを組んだり闘ったりしても大丈
夫です。初心者の方でも安心して交流していただ
けるように進行していきます。マナーを守り相手を
リスペクトする気持ちを忘れずに、楽しみましょう。

● 定数：40名まで （最少催行人数8名、定数を超える際は抽選）
● 参加資格：会員と家族（小学生以上）※会員認証を行います。
● 事前の準備（すでにお持ちの方は不要です）
 ・Nintendo Switch　
 ・ゲームソフト〈ニンジャラ〉
 ・チャットアプリDiscordのインストールとアカウントの取得
● 注意事項
・インターネット環境のない方はご参加いただけません。
・チャットツール「Discord」のアカウントをおひとりにつき1つ登録してご準備ください。
・初心者の方は、事前に操作方法を習得しておいてください。
・ゲーム内容は当日いやしなび kpc YouTubeチャンネルにて配信させていただきます。 
・本大会は、KPCとうぇるびい奈良、FCSの会員プレーヤーを対象とした大会です。会員家
族の方も参加できますが、オンライン大会実施日において小学生以上であることが条件
です（保護者の方の同意を得てご参加ください）。
・プロゲーミングチームに所属するプロ選手の方は参加不可です。万が一、プロ選手級の
方の出場が発覚した場合は、失格とさせていただきます。

● 参加費用：無料
● 開催場所：オンライン（参加者に別途連絡）
● プラットフォーム：Nintendo Switch
 ※オンラインプレイのご利用に「Nintendo Switch Online」への加入は不要です。

■主催：（公財）京都中小企業振興センター
■共催：（一財）奈良市総合財団勤労者福祉サービスセンター
 （公財）船橋市中小企業勤労者福祉サービスセンター
■運営 : 株式会社PACkage

©GungHo Online Entertainment, Inc.

PayPayポイントやFamiPay、Amazonギフト券などと交換できる!
えらべるPayは、ポイントやPay系の商品を自由に選べるギフトです。
ポイント内であれば複数のギフトと自由に交換することができます。
えらべるPayの利用に専用アプリのダウンロードや会員登録は必要ありません。

● 開催日時：2023年 1月22日日 15時スタート終了時間18時頃（予定）
  接続テストを兼ねたリハーサルを当日14時より行います

● エントリー期間：11月6日日12:00～1月9日月㊗23：59まで
 お申し込みはこちらから（オンラインのみ、FAXは不可）

https://gicz.jp/open/eSports6

さらに優勝された方には
えらべるPay1,000円分を差し上げます。

〈参加賞〉

初心者
歓迎福利厚生

3団体
eSports Cup






