
 　  自治会員用 　  自治会員用 　  自治会員用 　  自治会員用

アンケート賞は、アンケートに記入し、氏名、住所をご記入いただいた方が抽選対象となります。アンケート賞は、アンケートに記入し、氏名、住所をご記入いただいた方が抽選対象となります。アンケート賞は、アンケートに記入し、氏名、住所をご記入いただいた方が抽選対象となります。アンケート賞は、アンケートに記入し、氏名、住所をご記入いただいた方が抽選対象となります。

協賛企業各賞およびアンケート賞の当選者は、会場におられなくても当選といたします。後ほど、お届けします。協賛企業各賞およびアンケート賞の当選者は、会場におられなくても当選といたします。後ほど、お届けします。協賛企業各賞およびアンケート賞の当選者は、会場におられなくても当選といたします。後ほど、お届けします。協賛企業各賞およびアンケート賞の当選者は、会場におられなくても当選といたします。後ほど、お届けします。

『お楽しみ抽選会　控え券』は当選されたときに『お楽しみ抽選会　提出券』と照合させていただきますので『お楽しみ抽選会　控え券』は当選されたときに『お楽しみ抽選会　提出券』と照合させていただきますので『お楽しみ抽選会　控え券』は当選されたときに『お楽しみ抽選会　提出券』と照合させていただきますので『お楽しみ抽選会　控え券』は当選されたときに『お楽しみ抽選会　提出券』と照合させていただきますので

　「お　楽　し　み　抽　選　会」　賞　品　「お　楽　し　み　抽　選　会」　賞　品　「お　楽　し　み　抽　選　会」　賞　品　「お　楽　し　み　抽　選　会」　賞　品 本数本数本数本数 裏面に賞品の

1111 等等等等 iPad mini 16GB Wi-Fiモデル MD531J/AiPad mini 16GB Wi-Fiモデル MD531J/AiPad mini 16GB Wi-Fiモデル MD531J/AiPad mini 16GB Wi-Fiモデル MD531J/A（ホワイト/シルバー）（ホワイト/シルバー）（ホワイト/シルバー）（ホワイト/シルバー） 1111 画像があります。

2222 等等等等 ケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント 10mホース付きケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント 10mホース付きケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント 10mホース付きケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント 10mホース付き 1111

3333 等等等等 New ニンテンドー3DS ホワイトNew ニンテンドー3DS ホワイトNew ニンテンドー3DS ホワイトNew ニンテンドー3DS ホワイト 1111

4444 等等等等 1111

5555 等等等等 3WAY UV振動式 ダニ取りクリーナー付 掃除機3WAY UV振動式 ダニ取りクリーナー付 掃除機3WAY UV振動式 ダニ取りクリーナー付 掃除機3WAY UV振動式 ダニ取りクリーナー付 掃除機 1111

6666 等等等等 1111

7777 等等等等 電子辞書CASIO Ex-word エクスワード 電子辞書CASIO Ex-word エクスワード 電子辞書CASIO Ex-word エクスワード 電子辞書CASIO Ex-word エクスワード 広辞苑他 50コンテンツ 50音キー配列広辞苑他 50コンテンツ 50音キー配列広辞苑他 50コンテンツ 50音キー配列広辞苑他 50コンテンツ 50音キー配列 1111

8888 等等等等 TIGER コンベクションオーブン&トースター  やきたて 熱風コンベクションTIGER コンベクションオーブン&トースター  やきたて 熱風コンベクションTIGER コンベクションオーブン&トースター  やきたて 熱風コンベクションTIGER コンベクションオーブン&トースター  やきたて 熱風コンベクション 1111

9999 等等等等 CCP自動ロボット掃除機 LAQULITO ホワイト CZ-860-WH CCP自動ロボット掃除機 LAQULITO ホワイト CZ-860-WH CCP自動ロボット掃除機 LAQULITO ホワイト CZ-860-WH CCP自動ロボット掃除機 LAQULITO ホワイト CZ-860-WH 1111

10101010 等等等等 ジェイボード　JD RAZOR Piaoo RT-169Cジェイボード　JD RAZOR Piaoo RT-169Cジェイボード　JD RAZOR Piaoo RT-169Cジェイボード　JD RAZOR Piaoo RT-169C 2222

11111111 等等等等 妖怪ウォッチ2 元祖 特典同梱妖怪ウォッチ2 元祖 特典同梱妖怪ウォッチ2 元祖 特典同梱妖怪ウォッチ2 元祖 特典同梱 3333

12121212 等等等等 3333

「お　楽　し　み　抽　選　会」　協　賛　企　業　賞「お　楽　し　み　抽　選　会」　協　賛　企　業　賞「お　楽　し　み　抽　選　会」　協　賛　企　業　賞「お　楽　し　み　抽　選　会」　協　賛　企　業　賞 本数本数本数本数

ヘアーサロングレース賞　  　   シャンプー・トリートメントセット　5,000円相当 ヘアーサロングレース賞　  　   シャンプー・トリートメントセット　5,000円相当 ヘアーサロングレース賞　  　   シャンプー・トリートメントセット　5,000円相当 ヘアーサロングレース賞　  　   シャンプー・トリートメントセット　5,000円相当 1111

大阪いずみ市民生協賞    　  　商品券（3,000円）大阪いずみ市民生協賞    　  　商品券（3,000円）大阪いずみ市民生協賞    　  　商品券（3,000円）大阪いずみ市民生協賞    　  　商品券（3,000円） 20202020

しんむら（洋食屋）賞　   　   　　食事券（1,000円）しんむら（洋食屋）賞　   　   　　食事券（1,000円）しんむら（洋食屋）賞　   　   　　食事券（1,000円）しんむら（洋食屋）賞　   　   　　食事券（1,000円） 5555

はつが野整骨院賞               マッサージ利用券　6,000円分はつが野整骨院賞               マッサージ利用券　6,000円分はつが野整骨院賞               マッサージ利用券　6,000円分はつが野整骨院賞               マッサージ利用券　6,000円分 5555

セブンイレブン賞           　    クオカード　500円セブンイレブン賞           　    クオカード　500円セブンイレブン賞           　    クオカード　500円セブンイレブン賞           　    クオカード　500円 10101010

ファイテン賞                  　   ファイテン5,000円分利用券ファイテン賞                  　   ファイテン5,000円分利用券ファイテン賞                  　   ファイテン5,000円分利用券ファイテン賞                  　   ファイテン5,000円分利用券 5555

イタリアンレストラン イタリアンレストラン イタリアンレストラン イタリアンレストラン Igusa賞Igusa賞Igusa賞Igusa賞　デザート400円サービス券　デザート400円サービス券　デザート400円サービス券　デザート400円サービス券 25252525

Dz ディーズ（ベーカリー）賞　   クーポン券　500円Dz ディーズ（ベーカリー）賞　   クーポン券　500円Dz ディーズ（ベーカリー）賞　   クーポン券　500円Dz ディーズ（ベーカリー）賞　   クーポン券　500円 10101010

お好み焼き『偶』賞         　　  お好み焼き『偶』500円割引券お好み焼き『偶』賞         　　  お好み焼き『偶』500円割引券お好み焼き『偶』賞         　　  お好み焼き『偶』500円割引券お好み焼き『偶』賞         　　  お好み焼き『偶』500円割引券 50505050

合　　　　　　　　　　　　　　計合　　　　　　　　　　　　　　計合　　　　　　　　　　　　　　計合　　　　　　　　　　　　　　計 148148148148

ア　ン　ケ　ー　ト　賞ア　ン　ケ　ー　ト　賞ア　ン　ケ　ー　ト　賞ア　ン　ケ　ー　ト　賞 本数本数本数本数

　　図書カード  　500円　　図書カード  　500円　　図書カード  　500円　　図書カード  　500円 20202020

住所：　はつが野　　丁目　　　番　　　号

氏名： 電

話

ここ↑を切り取って、この抽選券を抽選ボックスに入れてください。ここ↑を切り取って、この抽選券を抽選ボックスに入れてください。ここ↑を切り取って、この抽選券を抽選ボックスに入れてください。ここ↑を切り取って、この抽選券を抽選ボックスに入れてください。

住所：　はつが野　　丁目　　　番　　　号

氏名：フリカナ 電

話

SHARP プラズマクラスター搭載 加湿機ハイブリッド式  HV-C50-WSHARP プラズマクラスター搭載 加湿機ハイブリッド式  HV-C50-WSHARP プラズマクラスター搭載 加湿機ハイブリッド式  HV-C50-WSHARP プラズマクラスター搭載 加湿機ハイブリッド式  HV-C50-W

ふとん乾燥機 三菱 AD-S 50-P (衣類&靴乾燥機能付き) コーラルピンクふとん乾燥機 三菱 AD-S 50-P (衣類&靴乾燥機能付き) コーラルピンクふとん乾燥機 三菱 AD-S 50-P (衣類&靴乾燥機能付き) コーラルピンクふとん乾燥機 三菱 AD-S 50-P (衣類&靴乾燥機能付き) コーラルピンク

4輪 キックボード キックスクーター　ハンドル高さ 3段階調整可能4輪 キックボード キックスクーター　ハンドル高さ 3段階調整可能4輪 キックボード キックスクーター　ハンドル高さ 3段階調整可能4輪 キックボード キックスクーター　ハンドル高さ 3段階調整可能

1世帯に1枚の申し込みとなります。お楽しみ抽選会は午後2時10分から始まります。1世帯に1枚の申し込みとなります。お楽しみ抽選会は午後2時10分から始まります。1世帯に1枚の申し込みとなります。お楽しみ抽選会は午後2時10分から始まります。1世帯に1枚の申し込みとなります。お楽しみ抽選会は午後2時10分から始まります。

201４年はつが野祭り　お楽しみ抽選会　提出券

--------------------------------キリトリ-------------------------------キリトリ------------------------------------

抽選券の受付は抽選券の受付は抽選券の受付は抽選券の受付は、、、、下記の3自治会の下記の3自治会の下記の3自治会の下記の3自治会の【自治会員様のみ】【自治会員様のみ】【自治会員様のみ】【自治会員様のみ】とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。

『はつが野自治会』『はつが野三丁目自治会』『はつが野松風台自治会』『はつが野自治会』『はつが野三丁目自治会』『はつが野松風台自治会』『はつが野自治会』『はつが野三丁目自治会』『はつが野松風台自治会』『はつが野自治会』『はつが野三丁目自治会』『はつが野松風台自治会』

201４年　はつが野祭り　お楽しみ抽選会について

「お楽しみ抽選会提出券」を「お楽しみ抽選会提出券」を「お楽しみ抽選会提出券」を「お楽しみ抽選会提出券」を【午後1時30分】【午後1時30分】【午後1時30分】【午後1時30分】までに受付のまでに受付のまでに受付のまでに受付の【抽選ボックス】【抽選ボックス】【抽選ボックス】【抽選ボックス】へ入れてください。へ入れてください。へ入れてください。へ入れてください。

１位から12位については、当選発表のときに、会場に家族のどなたかがいらっしゃらない場合は、失格となります。１位から12位については、当選発表のときに、会場に家族のどなたかがいらっしゃらない場合は、失格となります。１位から12位については、当選発表のときに、会場に家族のどなたかがいらっしゃらない場合は、失格となります。１位から12位については、当選発表のときに、会場に家族のどなたかがいらっしゃらない場合は、失格となります。

ご記入の上抽選会まで大切にお持ちください。控え券をお持ちでない場合は当選失格となる場合があります。ご記入の上抽選会まで大切にお持ちください。控え券をお持ちでない場合は当選失格となる場合があります。ご記入の上抽選会まで大切にお持ちください。控え券をお持ちでない場合は当選失格となる場合があります。ご記入の上抽選会まで大切にお持ちください。控え券をお持ちでない場合は当選失格となる場合があります。

　抽選会が終わるまでお持ちください。当選の場合【当り券】と照合させていただきます。抽選会が終わるまでお持ちください。当選の場合【当り券】と照合させていただきます。抽選会が終わるまでお持ちください。当選の場合【当り券】と照合させていただきます。抽選会が終わるまでお持ちください。当選の場合【当り券】と照合させていただきます。

201４年はつが野祭り　お楽しみ抽選会　控え券



  アイパッド　ミニ　iPad Mini                         ケルヒャー 高圧洗浄機 サイレント                           New ニンテンドー3DS ホワイト 

  16GB Wi-Fiモデル MD531J/A                   10mホース付き

（ホワイト/シルバー）

SHARP プラズマクラスター搭載               3WAY UV振動式 ダニ取り                            ふとん乾燥機 三菱 AD-S 50-P                   

加湿機ハイブリッド式  HV-C50-W           クリーナー付 掃除機                                   (衣類&靴乾燥機能付き)                           

                                                                                                                           コーラルピンク                                      

  電子辞書CASIO Ex-word                   TIGER コンベクション                                                CCP自動ロボット掃除機

  エクスワード 広辞苑他 50コンテンツ     オーブン&トースター                                                  LAQULITO ホワイト 

  50音キー配列                                   やきたて 熱風コンベクション                                        CZ-860-WH 

ジェイボード　JD RAZOR Piaoo                  妖怪ウォッチ2 元祖 特典同梱                         4輪 キックボード キックスクーター　

                                                            ・ジバニャンメダル ニャイーン                           ハンドル高さ 3段階調整可能

                                                            ・限定カードダス「オロチ」

                                                            ・限定トレーディングカード「コマさん」


