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北海道から沖縄まで全国の取扱花店・園芸店で購入・引換えできます
生花・鉢物、その他関連商品と引換えることができます
※取扱店の取扱商品の内、一部商品を除く場合があります。あらかじめご了承ください

「どんなお花を選んでいいかわからない」
「お花屋さんに行くのはちょっと恥ずかしい」
という方は「花とみどりのギフト券」を贈られ
てみてはいかがですか？

お供えやお盆・
お彼岸のお墓参りに

ご家族にお悔やみや励ましの手紙や、お線香と
一緒に贈るなど贈り方もさまざまです。故人を
偲ぶ贈り物として、親戚や友人に「花とみどりの
ギフト券」を贈られてみてはいかがですか？

お祝いや励ましに

画像はイメージです

５００枚
（１会員①・②の計５枚まで）

6月13日月 １７：００
７月上旬引渡し予定です

枚 数

締切日

その他

２０２4年１２月３１日　使用期限

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
６月１０日金 １７：００
インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット 「花とみどりのギフト券」とは…

【予定出演者】
アンサンブル・ウィーン＝ベルリン（木管五重奏）
■カール＝ハインツ・シュッツ
　（ウィーン国立歌劇場管／ウィーン・フィル ソロ・フルート奏者）
■ジョナサン・ケリー（ベルリン・フィル首席オーボエ奏者）
■アンドレアス・オッテンザマー
　（ベルリン・フィル首席クラリネット奏者）
■リヒャルト・ガラー（ウィーン響首席ファゴット奏者）
■シュテファン・ドール（ベルリン・フィル首席ホルン奏者）

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

予約枠は各月3グループまでです。申込数が３グループを超えた
場合は抽選となります。締切月の月末までに、リゾートトラストか
ら「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします。「回答待ち」
の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせ
します。
連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の
申込みが優先となります

４月１８日より「遠鉄バンビツアー」がバスツアーを再開しました。ツアー代金６,０００円
以上の日帰り旅行に参加した場合、とらいあんぐる磐田の「日帰り旅行補助」が利用いた
だけます。今後は会報誌等にて「推奨ツアー」のお知らせを再開する予定ですが、当面
の間「遠鉄バンビツアーホームページ」にてご確認ください

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください
6月１５日水 １７：００

２０枚（１会員２枚まで）

6月9日木 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松　中ホール
9月28日水　１9：００

～ 世界の名演奏家たち ～
アクト･プレミアム･シリーズ２０２２ 

アンサンブル・ウィーン＝ベルリン（木管五重奏）
ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ウィーン響の
首席奏者たちによって結成された世界最高峰の木管五重奏団！

リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２２．8～9月の申込みを受付します

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

チケット
斡旋

お知らせ

お知らせ

物資斡旋

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店舗にてチャージが可能で、
テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます
チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認可能です

令和6年６月２9日
※店頭で利用またはチャージでさらに２年間延長されます
　詳しくはホームページにてご確認下さい。おつりは出ません
5００枚（１会員2枚まで）
6月9日木 １７：００
７月上旬引渡し予定です

𠮷野家プリカ ３０００ 〈3,000円分の利用が出来ます〉

お花を選ぶ楽しみも贈れるフラワーギフト 
花とみどりのギフト券

物資斡旋

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

磐田市国府台３５-８
T E L ０５３８-３７-１１８７
定休日 水曜、祝日（行事営業）、正月６日間休

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,400円 3,000円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

6,300円 7,000円

左記の「花とみどりのギフト券 取扱店」マークのあるお店で
購入・引換えができます。取扱店の検索は下記から　
https://www.flowercard.jp/flower_search/search.php

有効期限が過ぎた券は使えませんので
ご注意ください。おつりは出ません

©青柳　聡

フラワーショップなか本
（とらいあんぐる磐田会員）

使用期限

枚 数

締切日

その他

年始のご挨拶　日頃の感謝・お礼に
誕生日  内祝い　出産　新築・引越し  結婚
入学　母の日

通夜・お葬式（告別式）に香典の代わりとして
法事・法要に手書きのメッセージを添えて
命日にはお線香と組み合わせて

価格：各券1枚
申込
番号 券　種 会　　員 一　　般

① 額面
1,000円相当 700円 1,000円

② 額面
　500円相当 350円    500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

災害時の備蓄用として！
常温で長期の保存が可能です♪

締切日

その他

数　量 ４００ケース／袋（１会員３ケース／袋まで）　
6月9日木 １７：００
６月末引渡し予定です

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

２０枚（１会員２枚まで）
6月9日木 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松  中ホール
8月31日水 １9：００

アクト･プレミアム･シリーズ２０２２　～世界の名演奏家たち～
河村　尚子（ピアノ）

吉本新喜劇＆バラエティ in 浜松

©Marco Borggreve

★新喜劇 ： 川畑泰史、島田珠代　他　　
★バラエティ ： オール阪神・巨人／中川家／テンダラー／おかずクラブ 他
※出演者の都合により、変更になる場合があります

２０枚（１会員２枚まで）
6月9日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
8月11日木㊗ １6：００

各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
6月9日木 １７：００
５歳以上有料、４歳以下ひざ上のみ無料。但し、席が必要な場合は有料

アクトシティ浜松  大ホール
7月23日土　①１２：３０ ②１５：４５

Brand New Musical Concert 2022

【出演】 歌 ： 中川晃教・加藤和樹・平原綾香・田代万里生・藤岡正明
 指揮 ： 井村誠貴／演奏 ： ブランニューチェンバーオーケストラ

日本ミュージカル界を担うミュージカルスターたちが豪華に歌い上げる！

森永乳業(株)　商品斡旋
物資斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数

会 場

締切日

その他

日 時

枚 数

会 場

締切日

未就学児入場不可その他

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、間隔が空いたお席となる場合があります
またチケット購入者（又は来場者）の氏名・連絡先等を主催者と共有させていただく場合がありますので、予めご了承ください

６月１７日金　全国ロードショー　※終了日は上映館により異ります
ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
１００枚（１会員４枚まで）
6月8日水 １７：００
このチケットは締切日翌日の
6/9・10に引渡し予定です

松竹映画 『峠 最後のサムライ』 映画観賞券

©2020「峠 最後のサムライ」
製作委員会

ニッポンが震えた、熱き心。　敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”　
【監督・脚本】小泉堯史　【出演】役所広司　松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗／仲代達也

チケット
斡旋

公開日

上映館

枚 数

締切日

その他

期間限定
このチケットで他の
映画は見られません

【オール・シューベルト・プログラム】
●楽興の時 第3番 ヘ短調 D780-3
●3つのピアノ曲 第3番 ハ長調 D946-3
●ピアノ・ソナタ 第20番 イ長調 D959
●即興曲 第3番 変ト長調 D899-3 ピアノ
●ソナタ 第21番 変ロ長調 D960
※演奏者の都合により曲目・曲順が
　変更になる場合あります

無期限　

●磐田温水プール
 （トレーニング室含む）…第４月曜日定休
●福田屋内スポーツセンター
 （トレーニング室含む）…第４金曜日定休
３００セット（１会員組合せ自由２セットまで）

6月9日木 １７：００
年末年始（12/29～1/3）、両施設とも７・８月は無休
メンテナンス日【磐田温水10/3（月）～10/9（日）、
福田屋内9/26（月）～9/30（金）】は休業　 

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター 回数券（10回分）チケット
斡旋

使用期限

枚 数

施 設

締切日
その他

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,700円 5,500円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

10,200円 11,000円

クララ・ハスキル国際コンクールで優勝を飾り、
世界の注目を浴びる国際派ピアニスト！

２０枚（１会員２枚まで）

6月9日木 １７：００

グランシップ　中ホール・大地
9月3日土 １6：００

MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト ～稲川怪談30年連続公演～

あいつが今年もやってくる…、怖くて、せつなくて、懐かしい時間を連れて…。
稲川淳二の怪談ナイト、怪催決定！四半世紀連続で公演を行い、
一切妥協を許さない稲川淳二の恐怖の夜をお見逃しなく！！！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

チケット
斡旋

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

5,200円 5,800円

未就学児入場不可
公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払戻しはお受けできません
ご理解の上申込みください
公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こした不慮の事故に関して、主催者側は一切
責任を負いませんので予めご了承ください。霊にとりつかれやすいお客様や、心臓
の強くない方のご入場はご遠慮ください

担当者を通じ「チケット等申込書①・②」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

　　　　掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が中止・変更になることがあります

   価格：各券１セット（10回分）
券　　種 会　　員 通常価格

一　般 3,000円 3,200円

高校生以下 1,800円 2,050円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

4,400円 5,000円価格：1枚
会　　員 窓口料金

800円 1,900円

申込番号 商　　品　　名 容　　量 会　　員 一般価格（税込） 賞味期限（製造日より）

① 絹とうふ 1ケース
250g×12丁入り 1,300円 1,880円 7.2ヶ月

② アマノフーズ  みそ汁おたのしみ袋 1袋/28食 2,200円 2,916円 1年間
③ サンキスト100%  アップル200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
④ サンキスト100%  オレンジ200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
⑤ サンキスト100%  グレープ200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
⑥ 森永マミー 200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日

⑦ ウィンダー in ゼリーエネルギー/
マスカット 180g 1ケース/6ケ 700円 1,296円 300日

⑧ ウィンダー in ゼリーマルチビタミン/
グレープフルーツ 180g 1ケース/6ケ 700円 1,296円 300日

⑨
森永製菓お楽しみ袋　
キョロちゃんビニール巾着袋入
※デザインは変更になる場合があります

1袋/8種類
（予定）

600円 1,080円
（予定）

約半年

①
⑥

⑦ ⑧

②
③

④
⑤

⑨



募 集 チ ラ シ 募 集 チ ラ シ

災害時の備蓄用として！
常温で長期の保存が可能です♪

締切日

その他

数　量 ４００ケース／袋（１会員３ケース／袋まで）　
6月9日木 １７：００
６月末引渡し予定です

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

２０枚（１会員２枚まで）
6月9日木 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松  中ホール
8月31日水 １9：００

アクト･プレミアム･シリーズ２０２２　～世界の名演奏家たち～
河村　尚子（ピアノ）

吉本新喜劇＆バラエティ in 浜松

©Marco Borggreve

★新喜劇 ： 川畑泰史、島田珠代　他　　
★バラエティ ： オール阪神・巨人／中川家／テンダラー／おかずクラブ 他
※出演者の都合により、変更になる場合があります

２０枚（１会員２枚まで）
6月9日木 １７：００

アクトシティ浜松  大ホール
8月11日木㊗ １6：００

各２０枚（１会員①・②の計２枚まで）
6月9日木 １７：００
５歳以上有料、４歳以下ひざ上のみ無料。但し、席が必要な場合は有料

アクトシティ浜松  大ホール
7月23日土　①１２：３０ ②１５：４５

Brand New Musical Concert 2022

【出演】 歌 ： 中川晃教・加藤和樹・平原綾香・田代万里生・藤岡正明
 指揮 ： 井村誠貴／演奏 ： ブランニューチェンバーオーケストラ

日本ミュージカル界を担うミュージカルスターたちが豪華に歌い上げる！

森永乳業(株)　商品斡旋
物資斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

チケット
斡旋

日 時

枚 数

会 場

締切日

その他

日 時

枚 数

会 場

締切日

未就学児入場不可その他

日 時

枚 数
会 場

締切日
その他

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、間隔が空いたお席となる場合があります
またチケット購入者（又は来場者）の氏名・連絡先等を主催者と共有させていただく場合がありますので、予めご了承ください

６月１７日金　全国ロードショー　※終了日は上映館により異ります
ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
１００枚（１会員４枚まで）
6月8日水 １７：００
このチケットは締切日翌日の
6/9・10に引渡し予定です

松竹映画 『峠 最後のサムライ』 映画観賞券

©2020「峠 最後のサムライ」
製作委員会

ニッポンが震えた、熱き心。　敵軍50,000人に、たった690人で挑んだ“最後のサムライ”　
【監督・脚本】小泉堯史　【出演】役所広司　松たか子、香川京子、田中泯、永山絢斗／仲代達也

チケット
斡旋

公開日

上映館

枚 数

締切日

その他

期間限定
このチケットで他の
映画は見られません

【オール・シューベルト・プログラム】
●楽興の時 第3番 ヘ短調 D780-3
●3つのピアノ曲 第3番 ハ長調 D946-3
●ピアノ・ソナタ 第20番 イ長調 D959
●即興曲 第3番 変ト長調 D899-3 ピアノ
●ソナタ 第21番 変ロ長調 D960
※演奏者の都合により曲目・曲順が
　変更になる場合あります

無期限　

●磐田温水プール
 （トレーニング室含む）…第４月曜日定休
●福田屋内スポーツセンター
 （トレーニング室含む）…第４金曜日定休
３００セット（１会員組合せ自由２セットまで）

6月9日木 １７：００
年末年始（12/29～1/3）、両施設とも７・８月は無休
メンテナンス日【磐田温水10/3（月）～10/9（日）、
福田屋内9/26（月）～9/30（金）】は休業　 

磐田温水プール・福田屋内スポーツセンター 回数券（10回分）チケット
斡旋

使用期限

枚 数

施 設

締切日
その他

価格：指定席1枚
会　　員 一　　般

4,700円 5,500円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

10,200円 11,000円

クララ・ハスキル国際コンクールで優勝を飾り、
世界の注目を浴びる国際派ピアニスト！

２０枚（１会員２枚まで）

6月9日木 １７：００

グランシップ　中ホール・大地
9月3日土 １6：００

MYSTERY NIGHT TOUR 2022
稲川淳二の怪談ナイト ～稲川怪談30年連続公演～

あいつが今年もやってくる…、怖くて、せつなくて、懐かしい時間を連れて…。
稲川淳二の怪談ナイト、怪催決定！四半世紀連続で公演を行い、
一切妥協を許さない稲川淳二の恐怖の夜をお見逃しなく！！！

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

チケット
斡旋

価格：指定席１枚
会　　員 一　　般

5,200円 5,800円

未就学児入場不可
公演中止の場合を除いて如何なる理由においても払戻しはお受けできません
ご理解の上申込みください
公演当日、何らかの怪奇現象が引き起こした不慮の事故に関して、主催者側は一切
責任を負いませんので予めご了承ください。霊にとりつかれやすいお客様や、心臓
の強くない方のご入場はご遠慮ください

担当者を通じ「チケット等申込書①・②」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

　　　　掲載の内容は5月15日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため記載内容が中止・変更になることがあります

   価格：各券１セット（10回分）
券　　種 会　　員 通常価格

一　般 3,000円 3,200円

高校生以下 1,800円 2,050円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

4,400円 5,000円価格：1枚
会　　員 窓口料金

800円 1,900円

申込番号 商　　品　　名 容　　量 会　　員 一般価格（税込） 賞味期限（製造日より）

① 絹とうふ 1ケース
250g×12丁入り 1,300円 1,880円 7.2ヶ月

② アマノフーズ  みそ汁おたのしみ袋 1袋/28食 2,200円 2,916円 1年間
③ サンキスト100%  アップル200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
④ サンキスト100%  オレンジ200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
⑤ サンキスト100%  グレープ200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日
⑥ 森永マミー 200ml 1ケース/24本 1,200円 2,592円 270日

⑦ ウィンダー in ゼリーエネルギー/
マスカット 180g 1ケース/6ケ 700円 1,296円 300日

⑧ ウィンダー in ゼリーマルチビタミン/
グレープフルーツ 180g 1ケース/6ケ 700円 1,296円 300日

⑨
森永製菓お楽しみ袋　
キョロちゃんビニール巾着袋入
※デザインは変更になる場合があります

1袋/8種類
（予定）

600円 1,080円
（予定）

約半年

①
⑥

⑦ ⑧

②
③

④
⑤

⑨
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第50号

北海道から沖縄まで全国の取扱花店・園芸店で購入・引換えできます
生花・鉢物、その他関連商品と引換えることができます
※取扱店の取扱商品の内、一部商品を除く場合があります。あらかじめご了承ください

「どんなお花を選んでいいかわからない」
「お花屋さんに行くのはちょっと恥ずかしい」
という方は「花とみどりのギフト券」を贈られ
てみてはいかがですか？

お供えやお盆・
お彼岸のお墓参りに

ご家族にお悔やみや励ましの手紙や、お線香と
一緒に贈るなど贈り方もさまざまです。故人を
偲ぶ贈り物として、親戚や友人に「花とみどりの
ギフト券」を贈られてみてはいかがですか？

お祝いや励ましに

画像はイメージです

５００枚
（１会員①・②の計５枚まで）

6月13日月 １７：００
７月上旬引渡し予定です

枚 数

締切日

その他

２０２4年１２月３１日　使用期限

ららぽーと磐田、浜松ザザシティ及びサンストリート浜北他
全国のTOHOシネマズ 
４ヶ月以上６ヶ月以内
１，０００枚（１会員４枚まで）
６月１０日金 １７：００
インターネット・自動券売機が利用できます
（一部窓口のみの劇場もありますが、上記近隣の３施設では対応できます）

担当者を通じ「チケット等申込書①」にて、申込ください
抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

ＴＯＨＯシネマズパスポートチケット 「花とみどりのギフト券」とは…

【予定出演者】
アンサンブル・ウィーン＝ベルリン（木管五重奏）
■カール＝ハインツ・シュッツ
　（ウィーン国立歌劇場管／ウィーン・フィル ソロ・フルート奏者）
■ジョナサン・ケリー（ベルリン・フィル首席オーボエ奏者）
■アンドレアス・オッテンザマー
　（ベルリン・フィル首席クラリネット奏者）
■リヒャルト・ガラー（ウィーン響首席ファゴット奏者）
■シュテファン・ドール（ベルリン・フィル首席ホルン奏者）

担当者を通じ「チケット等申込書①」・「リゾートトラスト申込書」にて、申込ください
【チケット斡旋】抽選の場合は、締め切り日以降１週間以内に当落の案内をいたします。案内のない場合は、用意できております

予約枠は各月3グループまでです。申込数が３グループを超えた
場合は抽選となります。締切月の月末までに、リゾートトラストか
ら「回答待ち」「抽選モレ」のお知らせをFAXします。「回答待ち」
の予約確定は、利用日１か月前の同日からで、予約者にお知らせ
します。
連泊及び複数部屋の申込みについては受付いたしますが、１泊の
申込みが優先となります

４月１８日より「遠鉄バンビツアー」がバスツアーを再開しました。ツアー代金６,０００円
以上の日帰り旅行に参加した場合、とらいあんぐる磐田の「日帰り旅行補助」が利用いた
だけます。今後は会報誌等にて「推奨ツアー」のお知らせを再開する予定ですが、当面
の間「遠鉄バンビツアーホームページ」にてご確認ください

「リゾートトラスト予約申込書」に必要事項を記入しFAXください
6月１５日水 １７：００

２０枚（１会員２枚まで）

6月9日木 １７：００
未就学児入場不可

アクトシティ浜松　中ホール
9月28日水　１9：００

～ 世界の名演奏家たち ～
アクト･プレミアム･シリーズ２０２２ 

アンサンブル・ウィーン＝ベルリン（木管五重奏）
ウィーン・フィル、ベルリン・フィル、ウィーン響の
首席奏者たちによって結成された世界最高峰の木管五重奏団！

リゾートトラスト（エクシブ・リゾーピア・サンメンバーズ）の
２０２２．8～9月の申込みを受付します

日 時

会 場

枚 数

締切日

その他

そ の 他

申込後のながれ

申 込 方 法
締 切 日

チケット
斡旋

お知らせ

お知らせ

物資斡旋

𠮷野家のハウス電子マネーです。𠮷野家店舗にてチャージが可能で、
テイクアウトやお食事の会計時に利用することができます
チャージ残高はレシート、𠮷野家ホームページにて確認可能です

令和6年６月２9日
※店頭で利用またはチャージでさらに２年間延長されます
　詳しくはホームページにてご確認下さい。おつりは出ません
5００枚（１会員2枚まで）
6月9日木 １７：００
７月上旬引渡し予定です

𠮷野家プリカ ３０００ 〈3,000円分の利用が出来ます〉

お花を選ぶ楽しみも贈れるフラワーギフト 
花とみどりのギフト券

物資斡旋

チケット
斡旋

利用施設

使用期限

枚 数

締切日

その他

磐田市国府台３５-８
T E L ０５３８-３７-１１８７
定休日 水曜、祝日（行事営業）、正月６日間休

価格：1枚
会　　員 一　　般

2,400円 3,000円

価格：S席１枚
会　　員 一　　般

6,300円 7,000円

左記の「花とみどりのギフト券 取扱店」マークのあるお店で
購入・引換えができます。取扱店の検索は下記から　
https://www.flowercard.jp/flower_search/search.php

有効期限が過ぎた券は使えませんので
ご注意ください。おつりは出ません

©青柳　聡

フラワーショップなか本
（とらいあんぐる磐田会員）

使用期限

枚 数

締切日

その他

年始のご挨拶　日頃の感謝・お礼に
誕生日  内祝い　出産　新築・引越し  結婚
入学　母の日

通夜・お葬式（告別式）に香典の代わりとして
法事・法要に手書きのメッセージを添えて
命日にはお線香と組み合わせて

価格：各券1枚
申込
番号 券　種 会　　員 一　　般

① 額面
1,000円相当 700円 1,000円

② 額面
　500円相当 350円    500円

価格：1枚
会　　員 一　　般

1,300円 1,900円


