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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

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

ＫＰＣ有効活用のためのルーティン

答えて当てよういいとこクイズ

スキー場リフト券のあっ旋

ココロもカラダも元気になろう！

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

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.166
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KPC 有効活用のためのルーティン

それぞれに登録作業が必要です。❶～❸については
KPC事務局に登録を依頼していただければ代行し
ます。こちらから登録代行に進んでください。

kpc@posh.jp

対 象

うぇぶ

チケットやイベントの発注がKPCホームページ
からできます。FAXでの申込より便利です。

❶
リゾート関係の各種割引が受けられる福利厚生
メニューを約20,000点ご用意しています。

❷
スマートフォンを使用したイベントへの
参加やクーポンコードの取得ができます。

❸

準　備

答えて当てよういいとこクイズに
応募しましょう！

登録の方法（すでにご登録済の方は不要です）

（空メールを送る➡メールが返信される➡リンクから必要
事項を登録する➡KPC事務局で登録し作業完了次第、
それぞれのIDとPWを掲載したメールをお送りします）

4,212名様ご利用中! 2,941名様ご利用中! 2,166名様ご利用中!

毎月、こんなふうに利用してみてください!
KPC会員ご本人で、スマートフォンをご利用の方

LINEが届いたら

❶いやしうぇぶショップ❷ライフサポート倶楽部
❸GICパスポートに登録しましょう。（登録は最初だけです）
また❹KPCLINE公式アカウント
を友だち追加しましょう。

※LINEは表紙のQRコードで追加できます。

❶❶

LINEトークの「答えて当てよういいとこ
クイズ」のページから賞品を選んで回答し
てください。KPCへのコメントもよろしく
お願いします！
当選された方には賞品をお送りします。

LINE公式アカウントのトークにて、同時に配信した他の
カードで魅力的なイベントやお得な商品の案内等があり
ましたら、タップしてご応募してください

❷❷

◉「いやしうぇぶショップ」で映画のチケットをお得に購入！
ログインして注文してください。KPC事務局より事業所に
お送りします（料金後払いです）。
◉GICパスポートで
「クイズ探検」に参加したり「クーポンコード」を
ゲットしてください。

会報誌「いやしなびkpc」が、毎月20日ごろ
事業所に届くので、少し前に「KPC LINE
公式アカウント」に会報誌掲載内容を抜粋
してお知らせします。応募用のリンクから
KPC事務局に直接お申込みいただけます。

2023年で
20周年！
2023年で
20周年！

なび



「カルピス」由来の乳酸菌研究により選び抜かれた「Ｌ－９２乳酸菌」
を含む乳性飲料です。カラダの中から強くなりたいあなたの体調管
理に役立ちます。　100mlPET30本セット
賞味期限：2023年5月

5名様

3名様

25名様

受付締切
1月5日㊍

Q 宇治橋のそばにあり、
源氏物語の作者・紫式

部の像を置く広場の名前は
なんでしょう。

No.1

No.2

No.3

No.5

至高のひとり焼肉 
俺の石焼きプレート

No.4 eKairoCarre USB充電式カイロ

カルピス由来の乳酸菌科学
アサヒ 守る働く乳酸菌

20名様

［電動ミシン] JN508DX

Charge5

天然石焼きプレートで至高のひとり焼肉を味わえる。
花崗岩プレートによる遠赤外線が、お肉を極限まで
おいしく焼き上げます。■天然石プレート、鉄板、ラク
レットパン（4本）、日本語取扱説明書付　
■本体/幅300×奥行215×高さ120（mm）

ランニングやサイクリ
ング、ハイキングなど
の際にGPSを利用。
Charge 5 でペースと
距離を表示した後は、
Fitbitアプリでワーク
アウトのマップを確認
することもできます。
FB421BKBK-FRCJK 
L/Sサイズ

ニット/ウォーターカラー/ポリゴ
ン/マルチストライブ/フラワー
USB充電式。1回の充電で約
40度を3時間以上維持。電源を
入れるとすぐに暖まる
■LEDライト付き
※タイプはお任せください。カンタンだけどしっかり機能。足元の操作でス

タートストップ、スピードコントロールもカンタ
ン。大きな作品を縫うときも両手を素材に添え
ることができて使いやすい。
■サイズ：
幅38.5×奥15.0×
高さ28.2cm
■重量： 約5.0kg

答えて当てよう いいとこクイズ！
Fitbit　

ジャノメ

サンコー

アサヒ

応
募
資
格

応
募
方
法

KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

●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

@tfq2665h

10名様

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

No.7

No.6

200名様

200名様

みんなで分けてね

みんなで分けてね

アサヒ
カルピス由来の乳酸菌科学
アサヒ アミールW（ダブル）
高めの血圧を低下させ、年齢と共
に低下する血管のしなやかさの維
持を助ける乳性飲料です。「カルピ
ス」に由来する長年の乳酸菌研究
から生まれた乳由来の成分ラクト
トリペプチド配合。
100mlPET 合計30本セット　
■賞味期限：2023年6月 10名様

▶日程 ： 3月4日㊏ 16:30
 3月5日㊐ 16:30
▶会場 ： 東和薬品RACTABドーム
 (なみはやドーム)
▶定数 ： 各30枚

▶日程 ： 4月1日㊏ 17:00
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 20枚

▶日程 ： 3月3日㊎ 18:30
▶会場 ： NHK大阪ホール
▶定数 ： 20枚

　アクション・ロマネスク
『カジノ・ロワイヤル ～我が名はボンド～』
▶日時 ： 3月21日㊋ 15：30
 3月27日㊊ 13：00
 4月 2日㊐ 11：00
 4月 6日㊍ 11：00
▶会場 ： 宝塚大劇場
▶定数 ： 各20枚

　浅田真央が全国にお届けする新たなアイスショー、開幕!
［出演］浅田真央、柴田 嶺、田村 岳斗 今井 遥、小山 渚紗、中村 優、山本 恭廉、
松田 悠良、マルティネス エルネスト、今原 実丘 、小林 レオニー 百音

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：1月10日締切：1月10日

5 宝塚歌劇 宙組公演

浅田真央アイスショー「ＢＥＹＯＮＤ」

©宝塚歌劇団（イメージ）

スタンド席 6,000円（通常 7,000円）

　市村正親、役者生活50年の集大成!

2

S席 8,500円（通常10,000円）

市村正親ひとり芝居「市村座」

※4歳以上はチケットが必要。3歳以下は1席につき
お一人まで膝上鑑賞可。3歳以下のお子様でも
お座席が必要な場合はチケットが必要。

※抽選が予想されます。
※お申込みは1公演2枚まで

※お申込みは1公演2枚まで

※未就学児入場不可

締切：1月5日
締切：1月10日

　結成15周年を迎えるLE VELVETS。
珠玉のオペラアリアからミュージカル
ナンバーまで４人の重厚なハーモニー
をフルオーケストラとともに。

4

S席 12,000円（通常12,800円）

LE VELVETS 15th ANNIVERSARY
Premium Symphonic Concert 2023

※特製プログラム付き　　
※未就学児入場不可　　

▶日程 ： 2月１７日㊎ 19:00
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 20枚

［出演者］ニコラ・アルトシュテット（指揮＆チェロ）
［曲目等］シューマン：チェロ協奏曲 イ短調 作品129
キルマイヤー:ユーゲントツァイト
シューマン:交響曲 第3番 変ホ長調 作品97「ライン」
♪プレトークあり

3

S席 4,500円（通常5,500円）

京都市交響楽団 第６７5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：1月11日
©Marco Borggreve

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

2

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 中国料理 桃李
　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。必ずご予約の上ご利用ください。
▶有効期間：1月5日㊍～2月28日㊋
▶会場：からすま京都ホテル 2階
▶営業時間：平日11:30～15:00（L.O.14:30）
 土・日・祝日 2部制11:00～12:30（L.O.）
  13:30～15:00（L.O.）

■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

※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。 
※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。

2月20日まで

おひとりメニューなど詳しくは公式
サイトをご覧ください。

　ホテル最上階からの絶景と約60種類の洋食メニューが並ぶブッフェレ
ストラン「オリゾンテ」。平日のランチブッフェを特別料金でご用意いたし
ました。前菜からデザートまでお好きなものをお好きなだけ“お得”にお楽
しみいただけます。個室もございます。メニュー内容など詳しくはホテル
公式サイトをご確認ください。
▶有効期限：1月4日㊌～2月28日㊋の平日 ※2/6～2/10は休業
▶場所：ホテルオークラ京都17階 
 トップラウンジ「オリゾンテ」（ブッフェ）
 営業時間 【ランチ】11:30～13:00

■ご予約・お問い合わせ
 TEL.075-254-2534（直通）

ホテルオークラ京都 オリゾンテ〈平日限定ランチ券〉1

（通常5,000円）3,500円 （通常5,868円）4,000円ランチ大人
ソフトドリンクフリードリンク付き

2月20日まで



最長滑走距離5,800m！3つのマウンテンパークに多彩な14コース。
整備の行き届いたグルーミングバーンも魅力です。

※直接リフトに乗れるICリフト券です。
※お帰り前に、預り金500円が戻ります。現地でお手続きください。 ※2歳以下無料。

※引換券です。
※ダイナランドと高鷲スノーパークの1日券は、両エリア滑走可能の共通1日券となっております。 
※天候・積雪状況により、ダイナランドと高鷲スノーパークの往来ができなくなる場合もございます。 
※ダイナランド、高鷲スノーパークは自動改札システムのため、チケットカウンターにてICカードの補償金
　500円を別途お預かりいたします。お預かりした補償金は、ICカード返却時にご返金いたします。 
※お食事券は、3スキー場（高鷲・ダイナ・ひるがの）でご利用いただけます（当日限り）。 
※年末年始（12/29～1/3）は、土休日料金となります。
※子供料金は小学生以下です。現地にてお買い求めください。 
※ダイナランド毎週水曜日「ダイナランド50thデー」ダイナランド単独リフト大人券が半額。

大人（中学生以上）  4,200円（通常5,800円）
子供（小学生） 2,800円（通常3,900円）

利用料金

福井県勝山市170-70　TEL：0779-87-6109所 在 地

22 ダイナランド＆高鷲スノーパーク 
リフト共通1日券

平日（リフト1日券のみ）  3,300円（通常5,400円）
土休日（リフト1日券+食事券1,000円分付） 4,800円（通常6,400円）

利用料金

大人 3,500円（通常4,400円）
シニア60才以上 2,500円（通常3,500円）
18歳以下 2,400円（通常3,300円）
幼児（3歳以上の未就学児） 900円（通常2,000円）

平日

大人 4,000円（通常5,300円）
シニア60才以上 3,000円（通常4,300円）
18歳以下 2,700円（通常4,000円）
幼児（3歳以上の未就学児） 1,300円（通常2,700円）

土休日・
年末年始
(12/29～
1/3)

利用料金

※引換券ではありません。※直接リフトに乗れるICリフト券になりました。上記料金にICリ
フト券保証金500円を含みます。※お帰り前に、預り金500円が戻ります。現地でお手続き
ください。※宿泊補助券なくなりました

※引換券です※クーポン券引換場所：山麓ゴンドラ・リフト券売場（駐車場内）※幼児は３
歳以上の未就学児、1８歳以下、シニアは60歳以上となります。年齢を証明できるものをご
持参ください。※ゴンドラは1往復のみのご利用となります。（駐車場からゲレンデまでの
連絡用）※２歳以下のゴンドラ料金は無料となります。

滋賀県高島市今津町日置前4201-4　TEL：0740-22-2486所 在 地

ハチ高原スキー場 兵庫県養父市丹戸字西横角909-１ TEL：079-667-8036
ハチ北高原スキー場 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹580-1 TEL：0796-96-0201

所 在 地

利用料金 全日／大人 4,400円（通常5,500円）
全日／シニア60歳以上 3,600円（通常4,700円） 
 2,400円（通常3,500円）全日／子供
（4歳～小学6年生）

【取扱いのご注意】 ●引換券は所定の場所でリフト券に引き換えてからご利用ください ●ICリフト券の保証金は必ず現地で払い戻しを受けてください。KPC事務局で払い戻しはできません。 ●ご利用の対象は、会員ご
本人とご家族様です ●ご利用枚数制限：会員お一人につき5枚まで ●PTAや子供会など親睦団体、またお友達同士でのご利用はお断りいたします ●降雪状況により予告なくシーズン終了する場合があります。その場合同
時にKPCもあっ旋終了となりますので、降雪状況をご確認の上お申込みください。

11 スキージャム勝山 リフト1日券

全長4kmのロングコースのスノーパーク、子供も楽しいキッズ
パーク。リフトチケットに最新のICリフト券（キーカード）を導入！
ポケットにカードを入れたままスマートにリフトが利用いただけます！

滋賀県の琵琶湖が一望できるスキー場。澄み渡るびわ湖と
空、吹き抜ける風、凛とした空気。ゴンドラで630mの山頂へ
登ると、そこには開放感溢れる白銀のゲレンデが広がります。

333333 ハチ・ハチ北スキー場 リフト1日券

44 箱館山スキー場 ゴンドラ・リフトセット1日券

販売期間：2023年3月16日木まで
天候状況により変更する場合があります

スキー場リフト スキー場リフト 
1日券のあっ旋1日券のあっ旋

2022
～2023
2022
～2023

ダイナランド 岐阜県郡上市高鷲町西洞3035-2 TEL：0575-72-6636
高鷲スノーパーク 岐阜県郡上市高鷲町西洞3086-1 TEL：0575-72-7000

所 在 地

▶有効期限：2022年12月23日金～2023年3月21日火㊗（スキー営業終了まで）
▶営業時間：8時30分～17時、ただし週末及び12月は変動あり。
 詳しくはホームページをご確認ください。

▶有効期限：～2023年3月31日金 【全日】

▶有効期限：～2023年3月31日金 【全日】

▶有効期限：～2023年3月31日金 【全日】

土休日は1,000円分のお食事券付！とにかくスケールのデカさが魅力の高鷲スノー
パークと、西日本最大級の変化に富んだ20コースのダイナランドの共通リフト券。

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

スキー場のリフト券をあっ旋します。いやしうぇぶショップまたは下記の
お申込書をFAXにてお申込みください。KPC事務局から事業所様宛へ
発送いたしますので、ご予定の前にできるだけお早めにご用意ください。

FAXでのお申込みを希望される方は、こちらのお申込書に必要事項をご記入のうえ KPC事務局まで送信してください。

[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



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）
 ・ゲームアプリ
 ・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：スマートフォン・タブレット（iOS/android）・Nintendo Switch

■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

©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ©2021 Tencent.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

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15日日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/eSport6b

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

※都合により内容を変更して再度募集いたします。



KPCからのお知らせ

　第147回は、アートのサブスクを手
掛けられている「株式会社Casie」
さんです。
　現在日本国内においてアーティス
トの評価は低く、99％の作品は流通
することはなく、芸術活動で生計を
立てられているアーティストはほん
の一握りという非常に厳しい業界で
す。「株式会社Casie」さんではアー
トが好きで、才能がある、若きアー
ティストに創作活動を断念してほし
くないという想いから“定額制絵画
レンタルサービス”の仕組みを考案されました。こちらはユー
ザーが月に一定の料金を払えばCasieさんに登録されてい
る絵画の中から毎月お好みの絵画を選び自宅まで配送して
もらえるというサービスです。また、その作品を手がけたアー

ティストに売上の一部を還元する
運用になっています。アーティストは
少額でも毎月安定した収入源を得
ることができれば、創作活動を続け
ることが出来ます。実際にCasieさ
んに商品を預けられているアーティ

ストの中には初めて自分の作品が売れた
方や、月に20万円の稼ぎをだしている方も
いらっしゃるようです。現在、利用されてい
るユーザーは約6,000人。一般の方から企
業まで幅広く貸し出しを行っており継続率
は98％と好調。ユーザーの年代や性別の
傾向を把握し絵画収集に役立てられるな
ど、顧客に対してのリサーチも綿密に行われています。
　今回、代表取締役CEO藤本翔さんにお会いすることが
できました。藤本社長のお父様は生涯画家として作品作りを
されていましたが発表の機会を満足に得られることができ
ず大変苦労されたそうです。そういった経験から藤本社長
は“自分がアート業界で何かする！”という強い信念をもって
「株式会社Casie」を創業された背景があります。アーティス
トに対して「アートは任せた。流通は任せろ」という心意気で、
今後は「更にユーザーを5万、10万と広げていきたい」とお
話下さいました。又海外向けのアート作品にも力を入れ、日
本の伝統的なものを世界に広げられるよう流通の仕組みを

整えられています。
　社内を拝見すると、沢山の絵画が飾られ
ており楽しく拝見することができました。初心
者でも絵の飾り方やアドバイスもしてもらえる
ようで誰でも気軽に楽しむことができます。皆
さんもご自宅にいかがでしょうか。

ＫＰＣ会社見学会社見学会社見学
地域でがんばる企業紹介

近畿を拠点として活躍するKPC会員企業様情報！

スタッフおすすめ！

アイテム

公益財団法人 京都中小企業振興センター ご加入のおすすめ

ライフサポート倶楽部会報誌「いやしなび」会員証提示で
割引利用

各種保険の
団体割引加入

特撰商品のあっ旋各種チケットあっ旋サークル

イベント
レクリエーション

有名テーマパーク
施設優待割引

健康診断費用補助スポーツセンター慶弔給付助成金入会金及び会費
（1名につき）
入会金 400円
会費/月 800円

　KPCは京都の中小企業を福利厚生面から応援するため、京都市・京都銀行・京都信用金庫がバックアップする公益法人です。
本紙掲載の他にも映画館やアミューズメント施設などの格安チケットや割引優待券もございます。

毎月800円の会
費で

総合的な

福利厚生をご提
供

　

社内　倉庫

社内3F　ギャラリースペース

代表取締役CEO 
藤本 翔さん 

株式会社 Casie第147回

Casieのユーザー様限定で、お届けして
いる「アートマガジン」FUMUFUMU。
アートを楽しく学べる特集やインタ
ビュー、おすすめ作品など、届くたび
“アートをもっと好きになる”企画が満載
の16P冊子です。

～ FUMUFUMU ～

有馬温泉日帰りバスツアー　実施報告
日程：11月27日（日）60名/ 30日(水)55名（応募者多数のため抽選となりました）

有馬温泉の中心にほど近い有馬御苑では柔らかくておいしい黒毛和牛の

しゃぶしゃぶ会席をいただいた後、温泉街の散策と温泉入浴へ。晩秋の紅葉

を見ながら散策することができ、充実した一日を過ごせました。

株式会社 Casie

京都市下京区俵屋町218
ＵＲＬ https://casie.jp/company

075-352-5522

社内２F　ワーキングスペース

KPC 年末年始の業務について
休業日：2022年12月29日(木)～2023年1月4日(水)
＊チケット等の発送は12月26日(月)午前中までとし、以降のお申込みは1月5日(木)からとなります。
＊スポーツセンターのご利用は、上記センターの休業日と一緒です。
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堺
町
通 他にも新プランとして「アートの定期便」のサービス

も開始！詳しくはHP[https://casie.jp/]から
ご確認ください。

アートマガジン

（読み：ふむふむ）

絵画を保管する倉庫で
働く様子

料金プラン
作品のサイズに合わせて３つのプランから

お選びいただけます。[月額制]
コンパクトサイズ！ライトプラン ￥2,200(税込) 
リビングサイズ！レギュラープラン ￥3,300(税込) 
大迫力！プレミアムプラン ￥5,830(税込) 

北条義時を追討しようと後鳥羽上皇が挙兵
した「承久の乱」は京都が舞台となりました。
朝廷方の三浦胤義（たねよし）は東寺で鎌倉
勢と応戦。承久記という軍記物語には東寺で起
きた兄・三浦義村とのエピソードも記されています。

応募総数
1,256
名様

今月号も「いいとこクイズ」にご応募よろしくお願いいたします。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

≪KPCホームページにも解答と解説を載せています。リアル答え合わせも実施中！≫

今年もお疲れさまでした。思えばクイ
ズばかりになってしまってますが、ネタ
に困らないのでしばらくはクイズが続
きます。お付き合いよろしくお願いい
たします。

今年も一年お疲れ様でした。いいとこ
クイズやクイズ探検！など、京都を満喫
出来て詳しくなれてとても楽しかった
です。

正解箇所の確認ですね。GPSマップで
地点にいくと屋根は見えにくい・・・とい
う、リアル答え合わせ泣かせでした。

お疲れ様です。この前のクイズの瓦を
見に行きました。河川敷からみました。
意識しないと気付かないですね。

うれしいコメントをいた
だき恐縮です。福利厚生
がいやしになれば・・・の
「いやしなび」ももうすぐ
14年。今後ともよろしく
お願いいたします。

秋以降は当社繁忙期のため応募数が落ちていた
かと思いますが、福利厚生(慶弔見舞金や勤続祝
金など)に助けられ、日頃のふとした折にKPC様の
存在が小さな癒しや楽しみになり、慌ただしくシビ
アな日常にも潤いをもたらしてくださっています。

「京のまち企業訪問」とは　京都の企業約4000社を掲載し、大学生等の就職活動や企業研究等
を支援するため、京都の企業の強みや働き方改革の取組状況等を発信するサイトです。また、登録
企業には学生との交流イベントやセミナー等、採用・定着に役立つ情報を案内しています。登録利
用料は無料。京都市わかもの就職支援センターが運営。

京都市等が開設するWebサイト「京のまち企業訪問」では、令和5年3月
のサイトリニューアルにあわせ、就活生に向けた「京都企業の福利厚生
特集」を企画されています。ただいま福利厚生について
のユニークな取り組みや先進的な制度等を募集されて
いますので、ぜひご応募ください！（掲載無料）

就活生に向けて自社の福利厚生を
発信しませんか？
（京都市わかもの就職支援センターよりご案内）

詳細・申込はQRコードよりご確認ください。➡

2024年新卒採用実施の企業様へ！


