
第9回

開催決定!
6月10日～16日
2017年

金土

今度も
1週間!

参加の仕組みニャ。

①まず登録料 1,000 円を頂きます。

②その後、事務局から

　販売用チケットを

　20冊受け取ります。

③そのうち、10冊売れれば

　参加費は

¥1000

0円！!もちろん 10 冊以上

売って頂けたら嬉しいです☆

例 1 7 冊しか売れなかった場合 ...

10 冊ー 7 冊＝3 冊
3 冊×300 円＝900 円

参加費 900 円

例 2 3 冊しか売れなかった場合 ...

10 冊ー 3 冊＝7 冊
7 冊×300 円＝2,100 円

参加費 2,100 円

今回はおのバルを盛り上げるため、土曜日

スタート！みんなのおのバル、盛り上げて

いきましょう！宜しくお願い致しますニャ。

土曜日スタート
の

金曜日終了です
！
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ジ┎バほ開催目的れ参加店┎皆様┘┎ジ願い鰺エ必硅鯲ジ┎バほ開催目的れ参加店┎皆様┘┎ジ願い鰺エ必硅鯲ジ┎バほ開催目的れ参加店┎皆様┘┎ジ願い鰺エ必硅鯲ジ┎バほ開催目的れ参加店┎皆様┘┎ジ願い鰺エ必硅鯲    

●●●●おэバルとюおэバルとюおэバルとюおэバルとю？！？！？！？！    

尾膺┇展開ビ┬┫ﾎﾘ街歩ゾ不食┙歩ゾﾙ┎┻しンぇ┇ベﾏ 

尾膺┏ﾎ観ゲ鶏┋多く来┆い〞─デ┫亳┇┏あ┫ゼﾎ滞在時間ゼ短い事ゼ問軫視ビ┬┆い┞ベﾏジ┎バ

ほ┇┏ﾎ参加者┘ﾎ尾膺┲回膩ベ┫事┋┨┫街歩ゾ┎楽ブ┟┈ﾎ新ブいジ店┎発見┋┨┫食┎楽ブ┟┋

┨┪ﾎ新〞┊尾膺┎魅力┋┨┫滞在時間┎増加┲ﾏ┞〞参加店┏ﾎ新規顧鶏開拓やジ店┎広報芸伝┈ブ

┆ﾎ尾膺┋ﾘ賑わいﾙ┲創出ベ┫事┲目的┈ブ┆ﾎ実施ブ┆ジ┪┞ベﾏ 

●●●●おэバルにおэバルにおэバルにおэバルに参加参加参加参加するするするする時時時時эおэおэおэお願願願願いいいい！！！！    

ジ┎バほ┏ﾎ┻しンぇ当日┋店舗ゼ儲ズ┫鰺儲デ┫鯲┻しンぇ┇┏あ┪┞ボ┳ﾏジ┎バほ┏ﾎ┻しンぇ当日┋店舗ゼ儲ズ┫鰺儲デ┫鯲┻しンぇ┇┏あ┪┞ボ┳ﾏジ┎バほ┏ﾎ┻しンぇ当日┋店舗ゼ儲ズ┫鰺儲デ┫鯲┻しンぇ┇┏あ┪┞ボ┳ﾏジ┎バほ┏ﾎ┻しンぇ当日┋店舗ゼ儲ズ┫鰺儲デ┫鯲┻しンぇ┇┏あ┪┞ボ┳ﾏジ店側┎とへッぇ┏ﾎ

ジ店┎╆╁へぃ┺やたぃン‶ャほ┎高ビ┲┹きろほベ┫バ┈┇ﾎ販路拡大ﾎ新規顧鶏開拓┎】ャン]┲

得┩┬┫バ┈┇ベﾏ｠┎妄┋ﾎ各店ゼ蕚А┎軾┋応プ┆出ボ┫最高┎特πとゅュろ┎設定┲ジ願いブ┆

ジ┪ﾎ物販店ﾎ′ろか]業等とゅュろ提供ゼ出来┊いジ店┇┏特π価格┋┆ﾎジ鶏様┘説ジ┢┆┊ブ読

ベ┫バ┈┲第ñ┋考え┆蹲ゾ〞い┈思い┞ベﾏビ┩┋ﾎﾘジ┎バほﾙ┇来店ビ┬〞ジ鶏様┘┏ﾎñ般┎

ジ鶏様┈液様ﾎ┞〞｠┬以¿┎ﾘジ┢┆┊ブﾙ┇ジ迎えブ┆く─ビいﾏ 

●●●●おэバルプロジェクトチームとюおэバルプロジェクトチームとюおэバルプロジェクトチームとюおэバルプロジェクトチームとю？？？？    

ジ┎バほ┲開催ベ┫┋当〞┪ﾎﾘジ┎バほﾙ┲膰営ベ┫〞┡─デ┋組織ビ┬〞任意団体┇あ┪ﾎ当】ろﾘジ┎バほﾙ┲膰営ベ┫〞┡─デ┋組織ビ┬〞任意団体┇あ┪ﾎ当】ろﾘジ┎バほﾙ┲膰営ベ┫〞┡─デ┋組織ビ┬〞任意団体┇あ┪ﾎ当】ろﾘジ┎バほﾙ┲膰営ベ┫〞┡─デ┋組織ビ┬〞任意団体┇あ┪ﾎ当】ろ

て自体┢営利┲目的┈┏ブ┆ジ┪┞ボ┳ﾏて自体┢営利┲目的┈┏ブ┆ジ┪┞ボ┳ﾏて自体┢営利┲目的┈┏ブ┆ジ┪┞ボ┳ﾏて自体┢営利┲目的┈┏ブ┆ジ┪┞ボ┳ﾏジ┎バほ┎開催┋┨┪ﾎ尾膺┎発展┲願い膰営┲行┃┆ジ┪

┞ベﾏ事務局┏尾膺商工会議所┋あ┪┞ベゼﾎ商工会議所┢プみ[┾╆ぇ】ろて┎ñ員┈ブ┆参加ブ┆

い┫中┇ﾎあく┞┇集約箇所┈ブ┆機能ブ┆ジ┪┞ベﾏ鰺参加店集約れ広報媒体┎作成確認れ配甑れ経

理等鯲 

●●●●おэバルおэバルおэバルおэバル参加店募集参加店募集参加店募集参加店募集    

ジ┎バほ┘┎参加┏ﾎ＜┞┇参加い〞─い〞ジ店┘┏ﾎ郵送┋┨┪公募方法┲嘘┃┆ジ┪┞ベゼﾎ新規

┻しンぇ┇あ┫ゼ故┎嘘┃┄ゾ┋くビ等┢あ┪ﾎ】ろてハ外┇個π┋声掛デ┲行いﾎ皆様┋参加ブ┆い

〞─い┆ジ┪┞ベﾏ┨┃┆ﾎ参加店┎皆様ゼ他┎ジ店┲パ紹＞い〞─い┆┢全く問軫パピい┞ボ┳ﾏ┠

ブ┭大歓迎┇ベ！ 

●●●●おэバルэおэバルэおэバルэおэバルэ運営運営運営運営ээээ現状現状現状現状    

ジ┎バほ┏ﾎ設立当初┋┏膰営補助蕚┲交付い〞─ゾ開始ブ┞ブ〞ゼﾎ鎖成 ピ6 度開催鰺第 5 回鯲ズ┩

┏ﾎ補助蕚等┎交付┲ñε唄デ┆ジ┪┞ボ┳ﾏ自主膰営┇採算しろ]膰営ブ┆いく事バ｠ゼﾎ行政ﾎ団

体ズ┩独立ブ〞独自┎┻しンぇ展開┲可能┋ベ┫┈考え┆ジ┪┞ベﾏ収支決収支決収支決収支決算ハ容鰺第算ハ容鰺第算ハ容鰺第算ハ容鰺第鰥鰥鰥鰥回鯲┏π紙┲回鯲┏π紙┲回鯲┏π紙┲回鯲┏π紙┲

パ覧く─ビいﾏパ覧く─ビいﾏパ覧く─ビいﾏパ覧く─ビいﾏ当┻しンぇ┲維持ベ┫〞┡┋ﾎ】╈ッぇ┎販売┋┨┫┈バ┭ゼ大ゾい┈考え┆ジ┪┞ベﾏ 

●●●●最後最後最後最後にににに    

ジ┎バほ┏ﾎ主旨やハ容┲パ理解い〞─い〞¿┇ﾎñ緒┋尾膺┲盛┪¿ド┆いバう┈いうジ店や人┈共

┋┻しンぇ┲築い┆いゾ〞い┈思┃┆ジ┪┞ベﾏ┨┃┆ﾎ全┆┲╁ろプン┋ベ┫〞┡ﾎ収支決算報告ﾎ

参加者ズ┩い〞─い〞意見等┲皆様┘公開ビボ┆い〞─い┆ジ┪┞ベﾏ前回ジ鶏様ズ┩寄ボ┩┬〞意見前回ジ鶏様ズ┩寄ボ┩┬〞意見前回ジ鶏様ズ┩寄ボ┩┬〞意見前回ジ鶏様ズ┩寄ボ┩┬〞意見

┲パ覧┋┊┪〞い方┏事務局┞┇パñ報い〞─デ┬┐┈祁プ┞ベﾏ┲パ覧┋┊┪〞い方┏事務局┞┇パñ報い〞─デ┬┐┈祁プ┞ベﾏ┲パ覧┋┊┪〞い方┏事務局┞┇パñ報い〞─デ┬┐┈祁プ┞ベﾏ┲パ覧┋┊┪〞い方┏事務局┞┇パñ報い〞─デ┬┐┈祁プ┞ベﾏい〞─い〞意見等┋┨┪ﾎ当┻しン

ぇ┎修正や改案┲行┃┆いくバ┈┇ﾎ┨┪尾膺ゼ盛┪¿ゼ┪ﾎ各店┎ＰＲ┋繋ゼ┬┐┈考え┆ジ┪┞ベﾏ 

┉う〝ﾎパ理解┈パ協力┲┨┭ブくジ願い申ブ¿ド┞ベﾏ 

ジ┎バほプみ[┾╆ぇ】ろてñ液 
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ﾘ┞━歩ゾれ食┙歩ゾﾙ┻しンぇﾘ┞━歩ゾれ食┙歩ゾﾙ┻しンぇﾘ┞━歩ゾれ食┙歩ゾﾙ┻しンぇﾘ┞━歩ゾれ食┙歩ゾﾙ┻しンぇ    

第第第第鰤鰤鰤鰤回回回回ﾜジ┎バほﾝﾜジ┎バほﾝﾜジ┎バほﾝﾜジ┎バほﾝ実施概要れ募集要項実施概要れ募集要項実施概要れ募集要項実施概要れ募集要項    

ピ画ビ判.ピ.ビ 

ﾜ開催開催開催開催目的目的目的目的ﾝ 

ジ┎バほ┈┏ﾎ尾膺┇展開ビ┬┫ﾎﾘ街歩ゾ不食┙歩ゾﾙ┎┻しンぇ┇ベﾏ 

ジ┎バほ┇┏ﾎ参加者┘ﾎ店舗間┲歩く事┋┨┫街歩ゾ┎楽ブ┟┈ﾎ新ブいジ店┎発見┋┨┫食┎楽

ブ┟┋┨┪ﾎ新〞┊尾膺┎魅力┋┨┫滞在時間┎増加┲目的┈ブﾎ参加店┘┏ﾎ新規顧鶏開拓やジ店┎

広報芸伝ﾎ新とゅュろ┎開発やﾘジ┢┆┊ブﾙ┲通ブ┆ジ店自体┎]キほ┹ップ┈ブ┆ﾎ尾膺┋ﾘ尾膺┋ﾘ尾膺┋ﾘ尾膺┋ﾘあ｠あ｠あ｠あ｠

びれびれびれびれ賑わい賑わい賑わい賑わいれ繋ゼ┪れ繋ゼ┪れ繋ゼ┪れ繋ゼ┪ﾙ┲創出ベ┫事┲目的ﾙ┲創出ベ┫事┲目的ﾙ┲創出ベ┫事┲目的ﾙ┲創出ベ┫事┲目的┈ブ┆ﾎ実施ブ┆ジ┪┞ベﾏ  

 

鰆鰉鰆鰉鰆鰉鰆鰉    実実実実施概要施概要施概要施概要        

 ┻しンぇ疫鰡第鰤回 ﾘ海辺┎ ジ┎バほﾙ 

 開 催 日鰡鎖成鎖成鎖成鎖成 ピピピピホホホホ 裟裟裟裟 6666 男男男男鰆鰌鰆鰌鰆鰌鰆鰌日鰺日鰺日鰺日鰺土土土土鯲鯲鯲鯲～～～～ビビビビ鰮鰮鰮鰮日日日日市市市市蕚蕚蕚蕚布エエエエ鰆週間鰆週間鰆週間鰆週間開催┇ベ！開催┇ベ！開催┇ベ！開催┇ベ！市市市市店休日┏店休日┏店休日┏店休日┏任意┋任意┋任意┋任意┋設定設定設定設定可可可可布布布布 

開催時間鰡参加店┋┨┪営業時間れ店休日┏異┊┫鰺任意┋設定可能鯲 

 】╈ッぇ鰡ﾚビ 冊鰒枚綴┪ﾛ 蕚軾鰡前売┪ ピ分ビ画画 バ鰓冊 当日 ピ分ピ5画 バ鰓冊鰺バふ 別画画 バ鰓枚鯲 

前売┪А┏ﾎ参加店れ尾膺観ゲ案ハ所れ尾膺商工会議所他ﾎ協力各所鰺店舗鯲販売ﾏ 

鰺リ客 ┇┎予約可ﾎジ┎バほ本部┋┆当日唄デ渡ブ鯲 

 主  催鰡ジ┎バほプみ[┾╆ぇ】ろて へろ【ろ 大塚信ñ 

共  催鰡第 フ画 回╇ほとれ海┎印象派をジ┎┟━を実行委員会 委員長 鍜治川孝雄 

 

鰈鰉鰈鰉鰈鰉鰈鰉    参加資格参加資格参加資格参加資格        鰺☆開催目的┋賛液い〞─ゾﾎ】╈ッぇ販売┋パ協力い〞─デ┫バ┈ゼ前提┇ベ鯲 

   

れ尾膺旅館せぃほ業組合ﾎ尾膺飲食組合ﾎ広島県中部菓子協液組合ﾎ尾膺観ゲ土産品協液組合ﾎ尾

膺観ゲ協会ﾎ広島県喫茶飲食生活衛生液業組合尾膺支部ﾎ尾膺調理師会ﾎ尾膺ブ┞┊┟商工会ﾎ

尾膺商工会議所┎いペ┬ズ┋加入ブ┆い┫事業者┇あ┫バ┈ﾏエ｠┎他ﾎ当会┎認┡┫┈バ┭ﾏ 

 

れ店舗┎業態┏問い┞ボ┳ﾏ鰺和食ﾎ洋食ﾎ中華ﾎくまン】ﾎ┻』へ┹ンﾎ居酒屋ﾎ喫茶店ﾎ土産

店ﾎ宿泊施設┊┉ﾎ幅広く募集ブ┆い┞ベﾏ鯲 

 

れ暴力団若ブく┏暴力団員┈社会的┋避難ビ┬┫┙ゾ関係┲談ベ┫者ゼ関Üブ┆い┊いバ┈ﾏ 

  れ以降┎ハ容┏ﾎ必ペパ熟硅く─ビい！！                

エ注意エ注意エ注意エ注意    

＜回┏土曜日]』ろぇ┇ベ！！＜回┏土曜日]』ろぇ┇ベ！！＜回┏土曜日]』ろぇ┇ベ！！＜回┏土曜日]』ろぇ┇ベ！！    
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鰒鰉鰒鰉鰒鰉鰒鰉    参加方法ﾎ注意事項参加方法ﾎ注意事項参加方法ﾎ注意事項参加方法ﾎ注意事項        エ必硅！！エ必硅！！エ必硅！！エ必硅！！    

e参加店┏ﾎ】╈ッぇビ枚┋┄ゾﾎ開催日┋ﾜ特π┋設定ﾝﾜ特π┋設定ﾝﾜ特π┋設定ﾝﾜ特π┋設定ﾝブﾜ開催時期┎季節┋ﾜ開催時期┎季節┋ﾜ開催時期┎季節┋ﾜ開催時期┎季節┋合合合合┃〞ﾝ┃〞ﾝ┃〞ﾝ┃〞ﾝﾎ各店

自慢┎ñ品┈ぉへン╆市物産′ろか]┎場合┏〉ッぇ布┲ﾘジ┎バほ〉ッぇﾙ┈ブ┆提供ブ┆く─

ビいﾏ 

 エジ┎バほプみ[┾╆ぇ】ろて鰺客T鯲┋┆参加店とゅュろハ容┎調整ゼ必要┈ο断ブ〞 

場合┋┏ﾎとゅュろ市ハ容布┎変更┲ジ願いベ┫場合ゼパピい┞ベﾏ 

 f〉ッぇとゅュろ┏ﾎ】╈ッぇ単価鰺】╈ッぇ単価鰺】╈ッぇ単価鰺】╈ッぇ単価鰺最大最大最大最大当日А当日А当日А当日А別画画別画画別画画別画画バ鰓バふ売┪鯲┋比ブ┆ﾎ】╈ッぇ購入者バ鰓バふ売┪鯲┋比ブ┆ﾎ】╈ッぇ購入者バ鰓バふ売┪鯲┋比ブ┆ﾎ】╈ッぇ購入者バ鰓バふ売┪鯲┋比ブ┆ﾎ】╈ッぇ購入者

┎満足度ゼ高く┊┫┨う┊┢┎┲考案れ提供ブ┆く─ビい┎満足度ゼ高く┊┫┨う┊┢┎┲考案れ提供ブ┆く─ビい┎満足度ゼ高く┊┫┨う┊┢┎┲考案れ提供ブ┆く─ビい┎満足度ゼ高く┊┫┨う┊┢┎┲考案れ提供ブ┆く─ビいﾏﾏﾏﾏ 

  g参加店┏ﾎﾜあ┈バほﾝﾜあ┈バほﾝﾜあ┈バほﾝﾜあ┈バほﾝ┘参加ベ┫バ┈┈ブ┞ベﾏ エ◆あ┈バほあ┈バほあ┈バほあ┈バほ礪明┏次蹶ﾏ 

  hバ┎┻しンぇ┏ﾎ各参加店┇┎ジ┎バほ】╈ッぇ使用数┲保証ベ┫┢┎┇┏あ┪┞ボ┳ﾏ 

iジ┎バほ┇┏ﾎ準備い〞─い〞ﾘジ┎バほ〉ッぇﾙゼ余┃〞場合┊┉┎補償┏い〞ブズ┍┞ベﾏ 

 j当┻しンぇ┎全体広報ﾎ】╈ッぇ発行れ販売れ精算ﾎ鴪鱠Ｐ┎印ωﾎ鴉Ｐ管理等┏ジ┎バほ客T

┇行い┞ベゼﾎ参加店┇┢積極的┋当┻しンぇ┎周知広報ﾎ】╈ッぇ販売┲行┃┆い〞─ゾ┞ベﾏ

エ当┻しンぇ┏ﾎ参加店┎協力ゼあ┃┆エ当┻しンぇ┏ﾎ参加店┎協力ゼあ┃┆エ当┻しンぇ┏ﾎ参加店┎協力ゼあ┃┆エ当┻しンぇ┏ﾎ参加店┎協力ゼあ┃┆初┡┆初┡┆初┡┆初┡┆臉成出来┫┻しンぇ┇ベﾏ臉成出来┫┻しンぇ┇ベﾏ臉成出来┫┻しンぇ┇ベﾏ臉成出来┫┻しンぇ┇ベﾏ    

        第鰊回┨┪ﾎ第鰊回┨┪ﾎ第鰊回┨┪ﾎ第鰊回┨┪ﾎ参加店┏】╈ッぇ┲参加店┏】╈ッぇ┲参加店┏】╈ッぇ┲参加店┏】╈ッぇ┲ビ画ビ画ビ画ビ画冊冊冊冊市ピビ分画画画市ピビ分画画画市ピビ分画画画市ピビ分画画画ババババ布布布布┎┎┎┎販売販売販売販売協力┲ジ願いブ┆ジ┪┞ベ協力┲ジ願いブ┆ジ┪┞ベ協力┲ジ願いブ┆ジ┪┞ベ協力┲ジ願いブ┆ジ┪┞ベﾏﾏﾏﾏ    

        エエエエ販売販売販売販売協力協力協力協力┈┏ﾎ】╈ッぇ販売報告┈┏ﾎ】╈ッぇ販売報告┈┏ﾎ】╈ッぇ販売報告┈┏ﾎ】╈ッぇ販売報告市市市市エジ┎バほ終了後エジ┎バほ終了後エジ┎バほ終了後エジ┎バほ終了後布布布布時┋ﾎ全┆┎ジ店┇時┋ﾎ全┆┎ジ店┇時┋ﾎ全┆┎ジ店┇時┋ﾎ全┆┎ジ店┇ビ画ビ画ビ画ビ画冊┏販売蹲い〞冊┏販売蹲い〞冊┏販売蹲い〞冊┏販売蹲い〞    

┢┎┈ブ┆┢┎┈ブ┆┢┎┈ブ┆┢┎┈ブ┆計算ベ┫計算ベ┫計算ベ┫計算ベ┫方法┇ベﾏ方法┇ベﾏ方法┇ベﾏ方法┇ベﾏ    

ﾜﾜﾜﾜエエエエ┻とろ[ﾝ┻とろ[ﾝ┻とろ[ﾝ┻とろ[ﾝ    

れ鱠商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱠商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱠商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱠商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲ピ画ピ画ピ画ピ画冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ    →→→→    ジ鶏ビ┳┘鰆鰄冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰆鰄冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰆鰄冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰆鰄冊販売！！    

    ⇒⇒⇒⇒    鰆鰌冊以¿販売┊┎┇ﾎ追加費用┏┊ブﾏ鰆鰌冊以¿販売┊┎┇ﾎ追加費用┏┊ブﾏ鰆鰌冊以¿販売┊┎┇ﾎ追加費用┏┊ブﾏ鰆鰌冊以¿販売┊┎┇ﾎ追加費用┏┊ブﾏ    

れ鱧商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱧商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱧商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲れ鱧商店ゼ参加ブﾎ】╈ッぇ┲ピ画ピ画ピ画ピ画冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ冊販売用┈ブ┆唄デ嘘┫ﾏ    →→→→    ジ鶏ビ┳┘鰛冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰛冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰛冊販売！！ジ鶏ビ┳┘鰛冊販売！！    

    ⇒⇒⇒⇒    鰆鰌冊未満販売┊┎┇ﾎ鰆鰌冊鰔鰛冊＝鰆鰌冊未満販売┊┎┇ﾎ鰆鰌冊鰔鰛冊＝鰆鰌冊未満販売┊┎┇ﾎ鰆鰌冊鰔鰛冊＝鰆鰌冊未満販売┊┎┇ﾎ鰆鰌冊鰔鰛冊＝鰒冊δ鰒冊δ鰒冊δ鰒冊δゼ自店負担┈┊┫ﾏゼ自店負担┈┊┫ﾏゼ自店負担┈┊┫ﾏゼ自店負担┈┊┫ﾏ    

            販売協力┏ﾎ鰆冊┋┄ゾ鰒鰌鰌バ┊┎┇ﾎ鰒冊不販売協力┏ﾎ鰆冊┋┄ゾ鰒鰌鰌バ┊┎┇ﾎ鰒冊不販売協力┏ﾎ鰆冊┋┄ゾ鰒鰌鰌バ┊┎┇ﾎ鰒冊不販売協力┏ﾎ鰆冊┋┄ゾ鰒鰌鰌バ┊┎┇ﾎ鰒冊不フ画画フ画画フ画画フ画画バ＝バ＝バ＝バ＝ホ画画ホ画画ホ画画ホ画画ババババ┲┲┲┲ﾘジ┎バほﾙﾘジ┎バほﾙﾘジ┎バほﾙﾘジ┎バほﾙ┘支払ﾏ┘支払ﾏ┘支払ﾏ┘支払ﾏ    

    エ尚ﾎ】╈ッぇ販売蕚れエ尚ﾎ】╈ッぇ販売蕚れエ尚ﾎ】╈ッぇ販売蕚れエ尚ﾎ】╈ッぇ販売蕚れジ鶏様使用】╈ッぇれ販売協力蕚等┎清算┋┄ゾ┞ブ┆┏ﾎジ鶏様使用】╈ッぇれ販売協力蕚等┎清算┋┄ゾ┞ブ┆┏ﾎジ鶏様使用】╈ッぇれ販売協力蕚等┎清算┋┄ゾ┞ブ┆┏ﾎジ鶏様使用】╈ッぇれ販売協力蕚等┎清算┋┄ゾ┞ブ┆┏ﾎ鰄精算鰄精算鰄精算鰄精算    

        ┲パ覧く─ビいﾏ┲パ覧く─ビいﾏ┲パ覧く─ビいﾏ┲パ覧く─ビいﾏ    

    

k尾膺腰暴力団排除条例┋基┅ゾﾎπ紙誓約書┲提出義務┈ブ┞ベﾏ鰺新規参加店┎┟必要鯲 

lバほ鴪鱠Ｐﾎ鴉Ｐﾎジ┎バほ本部┋掲載ブ┞ベ┎┇ﾎ次┎バ┈┲パ協力く─ビいﾏ 

 れﾘπ紙れﾘπ紙れﾘπ紙れﾘπ紙    参加申込書ﾙ┎用紙┋記入れ押印┎¿ﾎ参加申込書ﾙ┎用紙┋記入れ押印┎¿ﾎ参加申込書ﾙ┎用紙┋記入れ押印┎¿ﾎ参加申込書ﾙ┎用紙┋記入れ押印┎¿ﾎフフフフ男男男男ビビビビ判判判判日鰺蕚鯲日鰺蕚鯲日鰺蕚鯲日鰺蕚鯲┞┇┋申込┲ブ┆く─ビい┞┇┋申込┲ブ┆く─ビい┞┇┋申込┲ブ┆く─ビい┞┇┋申込┲ブ┆く─ビい    

 れﾘジ┎バほ〉ッぇﾙれﾘジ┎バほ〉ッぇﾙれﾘジ┎バほ〉ッぇﾙれﾘジ┎バほ〉ッぇﾙﾘ店舗外観ﾙﾘ店舗外観ﾙﾘ店舗外観ﾙﾘ店舗外観ﾙ┎亶像┲┎亶像┲┎亶像┲┎亶像┲    フフフフ男男男男ピ別ピ別ピ別ピ別日鰺日鰺日鰺日鰺火火火火鯲鯲鯲鯲┞┇┋必ペ┞┇┋必ペ┞┇┋必ペ┞┇┋必ペ送信送信送信送信ブ┆く─ビいブ┆く─ビいブ┆く─ビいブ┆く─ビい    

鰺]す‶ャほ〉ッぇ┲設定┎場合┏ﾎ鰺]す‶ャほ〉ッぇ┲設定┎場合┏ﾎ鰺]す‶ャほ〉ッぇ┲設定┎場合┏ﾎ鰺]す‶ャほ〉ッぇ┲設定┎場合┏ﾎジ┎バほ〉ッぇれ]す‶ャほ〉ッぇジ┎バほ〉ッぇれ]す‶ャほ〉ッぇジ┎バほ〉ッぇれ]す‶ャほ〉ッぇジ┎バほ〉ッぇれ]す‶ャほ〉ッぇ両方┎両方┎両方┎両方┎亶像亶像亶像亶像┲┲┲┲送送送送付鯲付鯲付鯲付鯲    

ﾜ亶像送付ケﾝﾜ亶像送付ケﾝﾜ亶像送付ケﾝﾜ亶像送付ケﾝonobalinfo刷chameleononobalinfo刷chameleononobalinfo刷chameleononobalinfo刷chameleon切切切切works.jpworks.jpworks.jpworks.jp    

☆☆☆☆各種広報物等各種広報物等各種広報物等各種広報物等┲】╈ッぇ発売前┞┇┋┲】╈ッぇ発売前┞┇┋┲】╈ッぇ発売前┞┇┋┲】╈ッぇ発売前┞┇┋作成い〞ブ┞ベ┎┇ﾎ必ペ期日┲厳守願い┞ベﾏ作成い〞ブ┞ベ┎┇ﾎ必ペ期日┲厳守願い┞ベﾏ作成い〞ブ┞ベ┎┇ﾎ必ペ期日┲厳守願い┞ベﾏ作成い〞ブ┞ベ┎┇ﾎ必ペ期日┲厳守願い┞ベﾏ    
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 ◆ﾜﾜﾜﾜあ┈バほあ┈バほあ┈バほあ┈バほﾝﾝﾝﾝ 

れﾜあ┈バほﾝ┈┏ﾎ鰆週間┇】╈ッぇ┲使いゾ┬┊ズ┃〞方┘┎救済措置┈ブ┆ﾎ 

参加店┇判画画バδ┎蕚А┈ブ┆使用ゼ┇ゾ┫‶]ぃて┇ベﾏ 

れﾜあ┈バほﾝ期間┏ﾎ6666 男男男男 ビビビビ鰛鰛鰛鰛日日日日鰺鰺鰺鰺土土土土鯲ズ┩鯲ズ┩鯲ズ┩鯲ズ┩ 6666 男男男男鰈鰒鰈鰒鰈鰒鰈鰒日鰺日鰺日鰺日鰺蕚蕚蕚蕚鯲鯲鯲鯲┞┇┎間ﾏ鰺ビ 人 ビ 店┋┆ ピ 枚 

┞┇┲¿限┈ベ┫ﾏ鯲又ﾎ各店┋┆〉ッぇ割引ゾ┈┎併用Ö可等┎記載┏任意┋可能┈ベ┫ﾏ 

鰊鰉鰊鰉鰊鰉鰊鰉    参加料参加料参加料参加料┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆        

鰆店舗┋┄ゾ鰺広報費用等┈ブ┆鯲鰆鰆鰆鰆分画画画分画画画分画画画分画画画ババババ┈ブ┞ベﾏ 

ﾜﾜﾜﾜエエエエ各店┘┎各店┘┎各店┘┎各店┘┎平券客平券客平券客平券客れ】╈ッぇ等納品時┋現蕚┇集蕚┲ビボ┆い〞─ゾ┞ベ！れ】╈ッぇ等納品時┋現蕚┇集蕚┲ビボ┆い〞─ゾ┞ベ！れ】╈ッぇ等納品時┋現蕚┇集蕚┲ビボ┆い〞─ゾ┞ベ！れ】╈ッぇ等納品時┋現蕚┇集蕚┲ビボ┆い〞─ゾ┞ベ！ﾝﾝﾝﾝ 

鰄鰉鰄鰉鰄鰉鰄鰉    精算精算精算精算        

れジ┎バほプみ[┾╆ぇ】ろて鰺ジ┎バほ 客T鯲┏ﾎ】╈ッぇ ビ 枚┋┄ゾﾎ前売┪当日┎区π┊前売┪当日┎区π┊前売┪当日┎区π┊前売┪当日┎区π┊

くくくく 6画画6画画6画画6画画 ババババ┲参加店舗┘実施費用┈ブ┆支払い┞ベﾏ 

ﾜﾜﾜﾜ】╈ッぇ清算方法】╈ッぇ清算方法】╈ッぇ清算方法】╈ッぇ清算方法┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆┋┄い┆ﾝﾝﾝﾝ    

 ﾘジ┎バほ】╈ッぇﾙ┏ﾎ前売┪】╈ッぇ┎回収┈ジ鶏様┎使用】╈ッぇ┎清算┲π々┋ 

 行┃┆┞い┪┞ブ〞ゼﾎ前々回鰺第鰮回鯲┨┪作業┲ñ元化ブ┆ジ┪┞ベﾏエ½記参考ﾏ 

例鰆鯲ジ渡ブブ〞】╈ッぇ┲ ビ画 冊販売ブ┆蹲ゾﾎジ鶏様┎パ利用】╈ッぇゼ 5画 枚あ┃〞場合ﾏ 

    ジ鶏様使用】╈ッぇ 5画 枚不6画画 バ＝フ画分画画画 バ┲精算鰺ジ支払い鯲ブﾎ 

    】╈ッぇ販売売¿ ビ画 冊不ピ分ビ画画 バ＝ピビ分画画画 バ┲徴収鰺回収鯲ブ┞ベ┎┇ﾎ 

    差軾┎ フ画分画画画切ピビ分画画画＝ホ分画画画 バ┲ジ支払い致ブ┞ベﾏ 

例鰈鯲ジ渡ブブ〞】╈ッぇ┲ ピ画 枚販売ブ┆蹲ゾﾎジ鶏様┎パ利用】╈ッぇゼ 5画 枚あ┃〞場合ﾏ 

    ジ鶏様使用】╈ッぇ 5画 枚不6画画 バ＝フ画分画画画 バ┲精算鰺ジ支払い鯲ブﾎ 

    】╈ッぇ販売売¿ ピ画 冊不ピ分ビ画画 バ＝4ピ分画画画 バ┲徴収鰺回収鯲ブ┞ベ┎┇ﾎ 

    差軾┎ 4ピ分画画画切フ画分画画画＝ビピ分画画画 バ┲徴収ビボ┆蹲ゾ┞ベﾏ¿記例鰆れ例鰈共┋ 

前回┎換蕚┈液様┋唄領書┏販売δ┈使用δ┈┲作成ブ┞ベﾏ 
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れ参加各店┋┆販売】╈ッぇ┈使用済┟】╈ッぇ┲集約ブﾎジ┎バほ 客T 事務局┘申告鰺エπ途

案ハい〞ブ┞ベ鯲┎¿ﾎ6666 男男男男 ピ6ピ6ピ6ピ6 日鰺日鰺日鰺日鰺男男男男鯲～鯲～鯲～鯲～鰛鰛鰛鰛男男男男鰆鰆鰆鰆日鰺蕚日鰺蕚日鰺蕚日鰺蕚鯲┎鯲┎鯲┎鯲┎鎖日鎖日鎖日鎖日 ホ:画画ホ:画画ホ:画画ホ:画画～～～～ビ判:画画ビ判:画画ビ判:画画ビ判:画画 ┎┎┎┎間間間間┇精算

鰺換蕚鯲ブ┞ベﾏ 

鰮鰉鰮鰉鰮鰉鰮鰉    広報広報広報広報れ配甑物れ配甑物れ配甑物れ配甑物      エ参加店┋┏ﾎ以½┎基本広告物┲配甑ブ┞ベﾏ 

れ】╈ッぇ ピ画 冊及び鴪鱠Ｐ5画 冊鰺販売用鰈鰌部れ広報用 フ鰌部鯲Ö足ブ〞場合┋┏事務局 

ゼ持参ブ┞ベﾏﾏﾏﾏエエエエ平券客平券客平券客平券客 ┏ジ鶏ビ┳┘配甑ブ┆い〞─い┆結構┇ベﾏ┏ジ鶏ビ┳┘配甑ブ┆い〞─い┆結構┇ベﾏ┏ジ鶏ビ┳┘配甑ブ┆い〞─い┆結構┇ベﾏ┏ジ鶏ビ┳┘配甑ブ┆い〞─い┆結構┇ベﾏ  

れ参加店とゅュろ表示 れ】╈ッぇ販売たップ  れた]』ろ  れ┎ぼ┪ 

鰛鰉鰛鰉鰛鰉鰛鰉    募集募集募集募集期間期間期間期間         当案ハ到着後 ～ 鎖成鰈鰤裟鰒男鰆判日鰺蕚鯲 

鰥鰥鰥鰥鰉鰉鰉鰉    ┻しンぇ実施┻しンぇ実施┻しンぇ実施┻しンぇ実施]╈[ュろほ]╈[ュろほ]╈[ュろほ]╈[ュろほ        

  エπ紙]╈[ュろほ表┲パ覧く─ビい！エπ紙]╈[ュろほ表┲パ覧く─ビい！エπ紙]╈[ュろほ表┲パ覧く─ビい！エπ紙]╈[ュろほ表┲パ覧く─ビい！    エ期日┲必ペジ守┪く─ビいﾏエ期日┲必ペジ守┪く─ビいﾏエ期日┲必ペジ守┪く─ビいﾏエ期日┲必ペジ守┪く─ビいﾏ    

鰤鰉鰤鰉鰤鰉鰤鰉    参加者参加者参加者参加者鰺ジ鶏様鯲鰺ジ鶏様鯲鰺ジ鶏様鯲鰺ジ鶏様鯲ズ┩見〞┻しンぇほろほズ┩見〞┻しンぇほろほズ┩見〞┻しンぇほろほズ┩見〞┻しンぇほろほ        

e前売┪А ピ分ビ画画 バ町鰒枚┄┅┪鰺当日当日当日当日 ピ分ピピ分ピピ分ピピ分ピ5画5画5画5画 ババババ町町町町冊冊冊冊れ別画画 バ町ビ 枚バふ鯲┎】╈ッぇ┲購入ﾏ 

fジ┎バほ鴪鱠Ｐﾎ本部設置┎ジ┎バほとゅュろﾎ鴉Ｐ等┲見┆店ﾎほろぇ┲検討ﾏ 

gジ店┋行┃┆】╈ッぇ ビ 枚┋┄ゾﾎ用意ビ┬〞ﾘジ┎バほ〉ッぇﾙ┲堪能ブ┞ベﾏ 

h】╈ッぇ┏鰆人鰆枚使用鰺]す‶ャほ┏除く鯲ゼほろほﾏビ 冊┎】╈ッぇ┇ ビ 人ゼ最大 

フ 軒┎店┋立━寄┬┫ﾏビ 冊┎】╈ッぇ┲複数┇使用┢可ﾏエ但ブ以½┎注意事項ゼパピい┞ベﾏ 

エジ店┇┏必ペ鰆人鰆枚┎】╈ッぇ┲使用く─ビいﾏ‶┾┹や入店┎┟┏固くジ断┪ブ┞ベﾏエジ店┇┏必ペ鰆人鰆枚┎】╈ッぇ┲使用く─ビいﾏ‶┾┹や入店┎┟┏固くジ断┪ブ┞ベﾏエジ店┇┏必ペ鰆人鰆枚┎】╈ッぇ┲使用く─ビいﾏ‶┾┹や入店┎┟┏固くジ断┪ブ┞ベﾏエジ店┇┏必ペ鰆人鰆枚┎】╈ッぇ┲使用く─ビいﾏ‶┾┹や入店┎┟┏固くジ断┪ブ┞ベﾏ    

エジ┎バほ┏ﾘジ店┲飲┟歩くれ食┙歩くﾙ┻しンぇ┇ベﾏ鰆店┇┎長期滞在┏エジ┎バほ┏ﾘジ店┲飲┟歩くれ食┙歩くﾙ┻しンぇ┇ベﾏ鰆店┇┎長期滞在┏エジ┎バほ┏ﾘジ店┲飲┟歩くれ食┙歩くﾙ┻しンぇ┇ベﾏ鰆店┇┎長期滞在┏エジ┎バほ┏ﾘジ店┲飲┟歩くれ食┙歩くﾙ┻しンぇ┇ベﾏ鰆店┇┎長期滞在┏パ遠慮く─ビいﾏパ遠慮く─ビいﾏパ遠慮く─ビいﾏパ遠慮く─ビいﾏ    

i未使用┎】╈ッぇ┏ 6町ビ判鰺土鯲～ 6町ピフ鰺蕚鯲┞┇┎鰆週間 

説あ┈バほ読鰺ジ┎バほ参加店┋┆鯲┈ブ┆ 判画画 バδ┎蕚А┈ブ┆利用可ﾏ 

ジ┄┪┏出┞ボ┳ﾏ鰆店┇┎支払い┋利用┇ゾ┫┎┏ ビ 人 ビ 店┋┆ ピ 枚┞┇ﾏ 

尚ﾎ各店┋┨┪〉ッぇ割引ゾ┈┎併用Ö可等┎ñ定┎ψ限┏あ┪┞ベﾏ 
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鰆鰌鰆鰌鰆鰌鰆鰌鰉鰉鰉鰉    ﾜ事務局ﾝﾜ事務局ﾝﾜ事務局ﾝﾜ事務局ﾝ        エÖ明┊茂等┏パ確認く─ビいﾏ 

 疫 称鰡ジ┎バほプみ[┾╆ぇ】ろて鰺ジ┎バほＰＴ鯲事務局 

 場 所鰡尾膺腰土堂 ピ ¢目 ビ画切フ 尾膺商工会議所ハ ╇ほと実行委員会  

 連絡ケ鰡TE③鰺画別4別鯲ピ5切フ別6フ Fax鰺画別4別鯲ピ5切ピ45画 

     E切mail  onobalinfo刷chameleon切works.jp 

亶像送付ケ鰡onobalinfo刷chameleon切works.jp 

 

鰆鰆鰉ﾜ注意事項ﾝﾜ注意事項ﾝﾜ注意事項ﾝﾜ注意事項ﾝ 

鰆鰉 ちップれバゃろ｠┎他ψ作物等ñε┎ぅ¨┻ン┏ﾎジ┎バほ客T┋ñ任ブ┆い〞

─ゾ┞ベﾏ┞〞ﾎ鴪鱠Ｐ原稿┎校正┏郵送れとろほれ鳬鱠Ｘ┎いペ┬ズ┋┆各店

┘発送ベ┫┢┎┈ブﾎ参加店┎確認漏┬等┋┨┫完成後┎訂正れ｠┎他ñε┋ 

┄い┆当】ろて┏責任┲持━┞ボ┳ﾏ 

 鰈鰉第鰥回┨┪原稿確認┎〞┡┎会議┲設デ┆い┞ベﾏ参加ゼÖ可能┊場合┋┏ﾎ 

   送付ﾎ┢ブく┏持参ブ〞原稿┋必ペ目┲通ブ┆い〞─ゾ┞ベ┨うジ願い 

申ブ¿ド┞ベﾏ 

鰒鰉＜回蹲い〞ぅろ』┏ﾘジ┎バほﾙ┻しンぇ┎目的以外┋┏使用ブ┞ボ┳ﾏ 

鰊鰉本申込┲持┃┆ﾘジ┎バほﾙ参加要綱┋全┆パ液意い〞─い〞┈見┊ブ┞ベﾏ 

事務局や┿へ┹へろ【ろ┈著ブく連絡ゼ嘘┬┊いバ┈やﾎ当客T┎指示ﾎ依頼 

事項┋準プ┆い〞─デ┊い場合┋┏参加┲ジ断┪ベ┫バ┈ゼパピい┞ベﾏ 

 

 

 

 



7 

 

ジ┎バほＰＴ事務局 行 鰺鳬鱠Ｘ鰡鰈鰄鰔鰈鰊鰄鰌鯲 

第鰤回ﾚジ┎バほﾛ参加申込書鰺参加店用鯲 

店 疫  担 当 者 疫  

連絡ケ 所 在 地 エ╋て印可 

電話番号 

代表者疫 

 

鳧鰔鴪鱠鴈鴆 エ必須           鱚              

エ】╈ッぇ販売状況等┋┄い┆確認ﾎ全体┎販売状況┎周知┎〞┡┋使用ブ┞ベﾏ 

 携帯┹ぉま]┎場合ﾎonomichi切cci.or.jp ぉと┻ン┲唄デ嘘┪可能┋ブ┆く─ビいﾏ 

ジ┎バほ営業時間  通常定休日       曜日 

ジ┎バほ期間中┎ 

店休日れ未実施日 

＜回┢ビ週間開催┎妄ﾎジ┎バほ未実施日れ店休日┲鴪鱠Ｐハ┘記載ブ┞ベﾏ 

                   曜日          曜日 

  エ平券客ハ┘┏店休日┇┏┊くﾎジ┎バほ嘘扱い日┲記載ブ┞ベﾏ 

ジ┎バほ 

〉ッぇハ容 

エ】╈ッぇ当日価格市別画画バ布┨┪価値┲感プ┩┫ﾎ特πとゅュろ┎提供┲ジ願いブ┞ベﾏ 

 

ジ店┎ 

キャッ】くまろ〈 

鰺鰊鰌文袈以ハ鯲 

前回液様  れ  変更談┪ れ 新規 

エ変更れ新規┎場合記入ブ┆く─ビいﾏ 

 

 

 

参加店明示用┎ぼ┪

┎たろほ 

必要 れ Ö要 

とゅュろぅろ』 

鰺〉ッぇハ容入稿鯲 

エパ注意鰡写真┏縦┇使用ブ┞ベﾏ撮影ﾎエパ注意鰡写真┏縦┇使用ブ┞ベﾏ撮影ﾎエパ注意鰡写真┏縦┇使用ブ┞ベﾏ撮影ﾎエパ注意鰡写真┏縦┇使用ブ┞ベﾏ撮影ﾎ加工┎際┏パ注意く─ビいﾏ加工┎際┏パ注意く─ビいﾏ加工┎際┏パ注意く─ビいﾏ加工┎際┏パ注意く─ビいﾏ    

                    ┞〞ﾎかろほ等┲撮影ビ┬┫場合┋┏とろ╂ろ疫┏映┩┊い┨う┋┞〞ﾎかろほ等┲撮影ビ┬┫場合┋┏とろ╂ろ疫┏映┩┊い┨う┋┞〞ﾎかろほ等┲撮影ビ┬┫場合┋┏とろ╂ろ疫┏映┩┊い┨う┋┞〞ﾎかろほ等┲撮影ビ┬┫場合┋┏とろ╂ろ疫┏映┩┊い┨う┋

                    パ配慮┲ジ願い申ブ¿ド┞ベﾏパ配慮┲ジ願い申ブ¿ド┞ベﾏパ配慮┲ジ願い申ブ¿ド┞ベﾏパ配慮┲ジ願い申ブ¿ド┞ベﾏ    

    

ぅろ』┲ 持参鰺  鯲 れ とろほ┋┆添付鰺  鯲 ベ┫ﾏ 

エ┉━┩ズ┋○┲ブ┆½ビいﾏ 

ﾜ亶像送付ケﾝonobalinfo刷chameleon切works.jp 

 

エ亶像提出期限鰡鎖成ピホ裟フ男ピ別日鰺火鯲 

○バ┎用紙┏ﾎフ男ビ判日鰺蕚鯲┞┇┋ﾎ申込用紙┲パ返送く─ビいﾏ 

○申込ケ ジ┎バほ客T事務局 ﾞ判ピピ切画画フ5 尾膺腰土堂ピ¢目ビ画切フ鰺尾膺商工会議所ハ鯲 

カ鰺画別4別鯲ピ5切フ別6フれFax鰺画別4別鯲ピ5切ピ45画 鳧とろほ鰡onobalinfo刷chameleon切works.jp 

※※※※申込書鬮参加店確定頤為、申込書鬮参加店確定頤為、申込書鬮参加店確定頤為、申込書鬮参加店確定頤為、3333 月月月月 11117777 日ま扈に日ま扈に日ま扈に日ま扈に FAXFAXFAXFAX 又鬮メールし遘ください又鬮メールし遘ください又鬮メールし遘ください又鬮メールし遘ください    
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誓   約   書 

 

 当社θ個人事業主燦含むχ又朔当団体朔，次昨祭と燦誓約いた裁ま際甑 

 また，必要作場合削朔，祭昨祭と削ついて広島県警察本部削照会際傘祭と燦承諾裁，当

該照会削係傘必要書類昨請求燦裁たと済朔当該請求削従う祭と燦約束裁ま際甑 

 

記 

 

ǖ 当社θ個人事業主燦含むχ又朔当団体昨役員腰代表者又朔営業所昨代表者朔，次削掲

砦傘者昨い剤参削も該当裁ま在珊甑 

 。ǖ) 暴力団員θ尾道市暴力団排除条例第ǘ条削規定際傘暴力団員燦いう甑以下輪載甑χ

削該当際傘者 

。ǘ) 暴力団θ尾道市暴力団排除条例第ǘ条第ǖ号削規定際傘暴力団燦いう甑以下輪載甑χ

又朔暴力団員歳，出資，融資，取引そ昨他昨関係燦通載た権利燦行使際傘祭と削よ三，

又朔暴力団員歳そ昨親族関係若裁く朔交際関係燦通載，そ昨事業活動昨6162削重大作

影響燦及ぼ際者 

。ǚ) 暴力団若裁く朔暴力団員と社会的削非難さ参傘べ済関係燦鐚際傘者 

ǘ ǖ昨各号削掲砦傘者歳，当社又朔当団体昨経営削実質的削関与裁ていま在珊甑 

 

   烋成  烝  鏤  日 

 

             様 

 

            事業所所在地                  

            隣    称                                  

            役  職  隣                                  

氏    隣

フ リ ガ ナ

                              ○印  

代 表 者 住 所                                

生 烝 鏤 日     烝    鏤   日θ男・女χ  

 

 

初参加店のみ原本提出！！初参加店のみ原本提出！！初参加店のみ原本提出！！初参加店のみ原本提出！！    


