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「きらり川口商品券」を発売します

8億 総額
円！

11月10日
（木）
・13日
（日）の２日間で、川口商工会議所と鳩ヶ谷商工会から、
総額８億円のプレミアム付き商品券を発売します。ぜひ きらり川口商品券 を
購入してください。
売り切れた時点で終了します。当日の発売状況は、川口商工会議所ホームページでご覧にな
るか、お問い合わせください。
残券がある場合は、後日再発売します。
１１月１６日
（水）以降に、川口商工会議所へお問い合
わせください。

2万円で2万3千円のお買物ができます！

発 売 日 時

共通券１冊と専用券１冊を２冊１セット
（２万円）で発売
※大型店の「イオンモール川口前川（旧イオンモール川口キャラ）」
「イオンモール川口（旧イオンモール川口グリーン
シティ）」
「アリオ川口」
「ミエルかわぐち」各専門店街の「きらり川口商品券」加盟店では、専用券も利用できます。

11月

2冊で1セット

共通券

10日賍
13日贍

加盟店であれば、
どこでも利用できます。

10：00〜17：00

大型店では利用できません。大型店
以外の加盟店で利用できます。

500円券が22枚綴り＝11,000円

500円券が24枚綴り＝12,000円

1,000円分お得！

購入方法と購入限度額

専用券

2,000円分お得！

購入方法
当日、発売所で購入申込書（配布は発売日のみ）に氏名・住所・購入
セット数などを記入してください。

〈購入申込書イメージ〉

きらり川口商品券「購入申込書」

※どなたでも購入できます。
※記入した情報は、個人情報保護法に基づき商品券事業（販売管理）のみに使用し、
第三者に提供することはありません。

1セット：20,000円（共通券1冊＋専用券1冊）
太枠内をご記入ください。記入済みの購入申込書と引き換えに、
商品券を販売いたします。
お名前

ご住所

購入限度額
１人5セット
（10万円）＋共通券１冊（１万円）＝11万円まで。
※１セット以上購入したかたは、共通券１冊のみを追加購入することができます。
※共通券の追加購入分は数量に限りがあります。完売の際はご容赦ください。

購入セット数（○で囲んでください）
1セット
2セット
3セット
4セット
5セット
（20,000円）（40,000円）（60,000円）（80,000円）（100,000円）

蚋

共通券1冊追加購入（○で囲んでください）
購入する
（10,000円）

・

蚋

購入しない
購入申込書（配布は発売日のみ）に氏名・住所・購入数
（１〜５セット＋共通券１冊まで）などを記入

購入申込書・現金と引き換えに
商品券をゲット！

使える期限は平成24年1月31日（火）まで！
有効期間
１１月１０日
（木）
から平成２４年１月３１日
（火）
まで
※有効期間を過ぎた場合は、無効となり、払い戻しできません。

利用限度額
１人あたり１回１１万円（プレミアム分を含む）
※この商品券は、おつりは出ません。
※紛失や盗難などに対して発行者はその責務を負いません。

商品券が利用できる商品
加盟店の取り扱う商品など

商品券が利用できない商品
・換金性の高いもの（他の商品券・ビール券・図書券・切手・印紙・プリペイドカードなど）
・土地購入、家屋購入
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第２条第５項に規定
する風俗関連営業に係るもの
・国や地方公共団体への支払い
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使えるお店は、ポスター・のぼり・ステッカーが目じるし！
大型店

大型店以外の加盟店

お店に掲示されているポスター
縡 商品券の購入時に加盟店
縒 などで、
共通券と専用券のどち
一覧（冊子）をお渡しします。
※加盟店一覧は、川口商工会議所・鳩
ヶ谷商工会・1110city.comのホー
ムページで掲載、随時更新しています。
※ＱＲコード対応の携帯電話で確認す
ることができます。

らが使えるかご確認ください。

商品券でお支払
縱 お会計の際に、
いください。
※現金との併用も
できます。例えば、
800円の商品を
購入する場合は、
商品券1枚（500
円 ）と現 金 3 0 0
円で支 払うこと
ができます。

きらり川口商品券の発売所一覧
公共施設（8施設）
施 設 名

住 所

電 話

施 設 名

住 所

電 話

川口市役所本庁舎（注1）

青木2-1-1

048-258-1110

安行支所

安行原2155

048-295-1801

芝支所（注2）

芝6247

048-265-1166

戸塚支所

戸塚3-11-1

048-295-1807

新郷支所

東本郷944-1

048-281-0142

鳩ヶ谷庁舎

三ツ和1-14-3

048-258-1110

神根支所

神戸6-1

048-281-0931

ふれあいプラザさくら

桜町2-4-24

048-288-9181

※駐車場の台数に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください。 （注1）10日は5階大会議室、13日は1階ロビーで発売します。
（注2）10日は1階展示ホール、13日は2階中会議室（市民ホール）で発売します。

大型店（29カ所）
店 名

住 所

電 話

住 所

電 話

そごう川口店

栄町3-5-1

048-258-2111

コモディイイダ安行店

安行北谷536-1

048-296-1221

ザ・プライス川口店

栄町3-14-15

048-253-9111

コモディイイダ鳩ヶ谷店

南鳩ヶ谷4-23-2

048-284-8511

ザ・プライス西川口店

西川口2-3-5

048-255-2020

コモディイイダ南鳩ヶ谷店

南鳩ヶ谷6-17-9

048-288-6501

イトーヨーカドーアリオ川口店
イオンモール川口

並木元町1-79

048-257-0111

マルエツ西川口東口店

西青木3-8-18

048-256-0077

安行領根岸3180

048-283-1010

マルエツ元郷店

元郷6-15-15

048-225-2250

前川1-1-11

048-263-5411

マルエツ芝塚原店

芝塚原2-5-11

048-262-3111

コモディイイダ川口芝店

芝3-11-1

048-268-2911

マルエツ安行慈林店

安行慈林173

048-286-6711

コモディイイダ榛松店

榛松301-1

048-285-9691

マルエツ安行北谷店

安行北谷600

048-298-5111

コモディイイダ仲町店

南町2-4-35

048-253-8611

マルエツ柳崎店

北園町1-1

048-269-5220

コモディイイダ東川口店

戸塚3-36-18

048-295-8681

マルエツ東川口店

戸塚2-28-10

048-294-0200

コモディイイダ蕨店

芝4-1-8

048-266-9444

マルエツ川口キュポラ店

川口1-1-1

048-222-8451

コモディイイダ川口東口店

栄町3-4-18

048-259-2431

マルエツ上青木店

上青木西5-13-2

048-266-8480

コモディイイダ西川口店

並木4-1-1

048-250-5750

東武ストア西川口店

並木2-22-1

048-255-7411

コモディイイダ川口リプレ店

川口3-3-2

048-259-1101

ユニディ川口店

上青木5-5-16

048-269-8811

コモディイイダ東領家店

東領家2-18-2

048-222-8215

※公共施設・大型店ともに、10時から一斉発売となります。

（旧イオンモール川口グリーンシティ）

イオン川口前川店
（旧イオン川口キャラ店）

問い合わせ…
●川口商工会議所蘂048-228-2220 薨048-228-2221
●鳩ヶ谷商工会 蘂048-281-5555 薨048-285-6630
●川口市商工課 蘂048-258-1110 薨048-259-2622
内線2432・2435
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店 名
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現在も募集中です！
商品券事業の加盟店
川口商工会議所、鳩ヶ谷商工会、川口市商店街連合会、鳩ヶ谷商店
会連合会の会員以外の商店や大型店で、当該商品券事業へ参加希
望されるかたは、川口商工会議所にお問い合わせください。

