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|取扱事業所 《裏面をご貰下さいI

-購入限度額は LI(ft-~様10台，. .piドか100~000円押 まてとさせていただきます。
(注意〉下記の購入対象をこ確認下さい。

-・曹裏面周囲・・・・・・・・・.
・*平成27年9月13日⑪から平成27年12月31日(恥まで :

。舎金田商工会会員事業所 ・ I !必ず期間内巴ご使用下さい。¥
¥ 期間を過ぎだものは無効と左よります。 j ・

(注意)一部取汲いてき芯L'事業所があります。
1 1をこの券を使用してのあ買い物!こはおつりは ・

芯お， l!il級事業所にはポスターが掲示

されています。 平鹿27写9月13日程砂、4?期間刊27加 唱固嗣

ー今金町商工ぜ島 t品五駄
目 JA今金町 TElOl37回目刊

お支払いできまぜん。 1

1*この券は現金との交換は致しません。 1

.食この券の盗難、紛失ま;z1o:滅失!こ対して責 ・
。舎金田農業協同組合(事業所) ・ 任を負いまぜん。 • -

E3刷=回 9月13E3(1日)午前9: OO~午後7: 00まで

E;席最昂~Jl

駐車~I{ヨ

(売切れ次第販売終了となります。)

販売日で販売数量!こ達しなかっ定場合は、9月28'8ijj)j
ン風車2階(舎金町間工会)で再販売いだします。

γ ¥〉ム ・口・祝日を除く O午前9:00~午後5:00まで) 占、

J販売状況|革、デ・モ レン、町民センタ 等lこ掲示しますのでご確認 4
bい 制 。(電話でもご確認できます。錯凹商工会 TEL82 ~Q砕け 4

参盆聞民芭ンヲ-1階大ホール

'1町民の方て.前回(第1弾)購入てき芯かった方限定とじます!
※前回の購入者名簿でチ工 ツクさせてい芝たさきます。
運転免許証・健康保険証等、住所・氏名・生年月日等ガ分かるものを必ずご持参下さい。(証明ができおい場合Ict購入できまぜん)
購入|耳、 「購入対象者」本人と致します。代理人での購入はできません。
高校生以下の方は、保護者同伴で販売場所等へ来られ左場合購入することができます。

一一一一一
-にぎわい今金プレミアム商品券l乱 4.000セットの限定となっております。売切れと怠った場合はご了承下さい0

・発売日は大蛮混雑が予想されます。購入まで時聞がかかる場合もあります事をご了承下さい。

・購入の際「商品券購入申込書」に，住所 ・氏名・生年月日等を記入じていただきます。 身分の確認と前回購入じていt6いか.チェック致じます0

・個人情報保護法により.今回申込書に記入レtc.'情報につきまレては「プレミアム商品券」購入に関す否事項の範囲
内て利用いたじます。

・にぎわい今金プレミアム商品券は，各商品券・図書券・ビーjレ券・お米券等には受換てさまぜん。

〈診舎金町間工会 TEL82-0724 

./A J A舎金問 TEL82・0211



~地方創生関連爽付金ぬ活問に志る~

** ご利用お待ちしております** -_1:童l:a~主7・・・・
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商品券の取扱事業所は変更におる場合がございます。予めご了承下さい。
料燃


