
〇購入者名

〇住　　所
〒 　　　－

新得町

〇電話番号

〇引換場所 新得町商工会・沢井商店
ご希望の場所に〇印を記入ください。

〇購入セット数

申込期限：令和２年１０月２７日（火）必着

氏　　名 セット 数

本　人

代理③

代理①

代理②

【 問い合わせ先　新得町商工会　電話：６４－５３２４ 】

緊急経済振興プレミアム付特別商品券

（追加販売）購入申込書

・持参場所：新得町商工会又は沢井商店

・申込期限：令和2年10月2７日（火）必着

■購入は「事前申込のみ」となります。

左記専用ハガキ（切手必要）で郵送、

もしくは持参ください。

・ハガキにより「引換券」を送付いたします。「引換券」

に記載している引換開始日以降に、左記引換場所

にて ① 送付されたハガキ に ② 現金 を添えて、

引換願います。

■引換方法

切り取り線

切
り
取
り
線

令和２年１１月 ５日（木）から

令和２年１１月３０日（月）まで

■購入引換期間

購入

対象者は

新得町民限定 前回（9月29日）の販売

で購入していない方で

〇１セットの内容：1,000円券×13枚入 ☆13,000円分を10,000円で販売
（うち、1枚（1,000円）は、飲食店限定利用券）

〇購 入 限 度 額：1セット（1万円）の7セットまで
※代理購入は３人分まで（本人含め4人分）

〇使 用 期 限：令和3年1月31日（日）まで

〇取 扱 店：引換時に利用できる店舗一覧をお渡しいたします。
〇そ の 他：・申込みで１億円に達しなくても、申込期限までで終了となります。

〇そ の 他：・申込みで１億円に達した場合は、購入限度額を引き下げます。

※前回、限度額まで購入された方は今回購入できません。

※前回購入した方でも限度額まで達していない方は、限度額まで

購入できます。

追加販売いたします！

３０％もお得！

ココ【重要】です！

令和２年度 第２弾 緊急経済振興プレミアム付特別商品券
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(株)新得町畜産振興公社 (株)湯浅（ 大 ゆあさ） 十勝北乃夢牧場(株) 新得電気工事所 (有)北広牧場

(株)フクハラ新得店 (有)上田畜産 (有)宮脇商会（ﾎﾝﾀﾞﾜｰﾙﾄﾞ） 新得旅館 (株)フクハラ屈足店

新得電装商会 印刷の文遊館 植村土建(株) お宿　たけ マキ鉄工製作所

(有)フォトジョイ (有)狩勝自動車工業 新得建具工場 (株)岩野建設 (有)みうら（ﾊﾟﾊﾟﾏﾏｼｮｯﾌﾟみうら）

(株)田村工業 (株)ﾎｸﾚﾝ商事ｴｰｺｰﾌﾟしんとく店 (株)十勝漬本舗 けいや時計店 古川建設(株)

瀬戸内商事 佐藤塗装工業(有) 宮城屋 (株)ホーマックニコット新得店 丸井岡田商店

(有)ばば天光堂薬局 吉川金物店 (株)かちまいｻｰﾋﾞｽ(かちまい新得) (有)北海営林 (株)ひらかわ(ENEOS)

日晃産業(株)(COSMO) ※「10月24日まで使えます」 松田商店 インテリア鈴木 北栄道路(株)

さほろ酒造(株) 丸八伊藤産業(株) 太田新聞販売店 広瀬洋品店 狩勝産業(株)

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ新得町南店 (有)マキ電気 (有)石丸測量社 マウンテック大橋 ライフ電器(ﾎｯﾄｼｮｯﾌﾟ新得店)

(株)緑成 藤田写真 (有)新得物産ｻﾎﾛ農場 (株)カンキョウ (株)ムラカミ緑化

狩勝寿事業団 農事組合法人萌和農場 小柳食品 新得物産(株) (有)狩勝振興

新得協同運輸(有) (株)新得モータースクール (株)竹中 民宿　サホロハウス 新得ハイヤー(有)

テイクアウトの店 non＊no++ (株)関木材工業 (有)佐藤商会 (株)モリ 美容室チェリー

田村コンクリート(株) 理容のサン (株)上田精肉店 (株)ﾀｼﾞﾏﾓｰﾀｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ (有)新得運輸

高橋興業(有) (有)アトム建設 滝口ボデー興業 大雪運輸(株) ﾋﾞｭｰﾃｨｰｻﾛﾝタカハシ

(有)石川家具店 (株)広内エゾリスの谷チーズ社 (有)小笹商会 学習ラウンジ　博遊堂 (有)新得はなや

髪工房オアシス (株)マルサ齊藤商店 （福）厚生協会わかふじ寮 (有)小田天光堂 ｻﾎﾛﾍﾞﾝｽﾞﾝﾌﾟﾛｾｽ

(有)沢井商店 セイコーマート新得店 (有)清野鉄工所 (株)ムラカミ石油 (有)屈足自動車整備工場

シーク美容室 新得木材工業(有) (有)庄印菊地商店 セイコーマート新得西３条店 竹原美容院

(有)友夢牧場 ちょきちょき (有)馬場クリーニング (有)ドゥ・サホロ(林新聞販売所) (有)飛内運輸

櫻井デンキサービス 十勝・新得ﾌﾚｯｼｭ地鶏事業(協) セイコーマート屈足店 さんたり Guesthouse Santari (株)相馬商店

司法書士　安田事務所 (有)ナガオグリーン 新得ﾀｳﾝﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ(株)(新得ｽﾃﾗｽﾃｰｼｮﾝ) 須甲ボデー (株)新得ファーム

屈足急便運送 (有)金田電業社 とびなが調剤薬局新得調剤ｾﾝﾀｰ (有)高砂屋 佐藤鉄工場

理容ナガヤ 高橋砂利興業(有)

nikoro trek ベーカリーキジマ

JA新得町 各事業所・店舗

(株)ネオ 道東ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ(株)新得ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

 京　あくつ 陽気堂薬房

十勝アウトドアメイツ(TOM) アート理容室

商品券取扱店（順不同）

※お手数です

が、63円切手

を貼って投函

してください。

0 8 1 0 0 0 8

■【飲食店限定利用券もご利用いただけます】

■【取扱店 ※下記のお店でご利用できます】

山の交流館　とむら

蕎麦　十箱 農事組合法人共働学舎新得農場　ミンタル ぐるぱん

ヴィレッジ４３２ 雅 鳥や

居酒屋　もり ナイト･イン　ニュー銀河 Snack　ｆ

小さな森のレストラン　ポパイ ラ・モトリス BE WILD

ラーメンの寶龍新得店 (有)関口地下食堂(せきぐち) パブスナック　愛里巣

(有)ホテル十勝屋(くったり温泉ﾚｲｸ･ｲﾝ) スナック　ふうせん 焼肉　平成園

(有)ヨークシャーファーム ドライブイン　松の味 げんや

ハーバーライト 珈琲プラザ　茶憩夢 屈足平和園

暖笑 新得そばの館(株)　玄穣 (株)鳥せい新得店

スナック ワールド・金酔 ラーメンロッキー新得狩勝店 そば処　みなとや

(株)新得観光振興公社(東大雪荘) 居酒屋　くったり 新得地鶏本家　壱杯家

ノーザンコケッコウ 街中サロン　ふらっと 屈足たこや

石松寿し 岡本ｽﾎﾟｰﾂ・おさんぽｶﾌｪ 加森観光(株)ｻﾎﾛ事業部(ｻﾎﾛﾘｿﾞｰﾄ)

スナック　綾 ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟﾌﾞ チャックワゴン On Your Side(ｵﾝﾕｱｻｲﾄﾞ)


