
●前売りは／伊豆の国市商工会 本・支所、三島屋酒店（南条）、ヨゴサワ薬局（多田）等で扱っています。

大抽選会で…

主催／  　伊豆の国市商工会韮山商工祭実行委員会  後援／伊豆の国市・伊豆箱根鉄道㈱ 協賛企業御芳名は裏面に

会 

場

10/2010/20
10：00～15：30 荒天中止

●4K大型液晶テレビ、有名テーマパーク、海外旅行券
●前売りにら券を購入して抽選券2枚をGET!

豪華景品をＧＥＴしちゃおう！！

お
願
い

駐車場が少ないので
公共交通機関を
ご利用下さい。

バンドも…

太鼓も…

チアリーディングも…

餅まき…

出店も…

演奏も…

抽選会…

楽しい催しや
出店がいっぱい

韮韮韮山山山商商商工工工祭祭祭

❶ にら券

今年度は「三島信用金庫」様のご協力を得て
「Origami Pay」によるキャッシュレス決済が会場内で

使えるようになります。

が使えます！
❷ 「Origami Pay       」

キャッシュレス決済

オリガミ ペイ

会場内での
お買い物は

令和に夢をのせて
伊豆の国 商工会 2019

当日会場内で使える
クーポン300円分を
先着                    に

プレゼント！

Origami Pay金融機関口座を
三島信用金庫へご登録の方に
クーポン300円分を進呈！！
当日のクーポンと合わせて

伊豆の国市韮山文化センター
（韮山時代劇場）

展示コーナー
東京2020オリンピックと
静岡県・伊豆の国市
東京2020オリンピックと
静岡県・伊豆の国市 韮山反射炉PRキャラクター

てつざえもん
   伊豆の国市 

1,000名様

         GET！600円

Origami またはQRコードを
スキャンしてダウンロード▶

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 201907A4_500shinkin

詳しくは
裏面をご覧ください。

Origami Pay限定

さらに

只今、お得な前売りにら券発売中！！
前売り１セット２，０００円分（２０００にら）

今回より、
1円1にら
です

ご来場先着５０名様に

抽選券を進呈!!



おしどり

お茶＆クラフトビール

TEL  949-3931・949-2801

㈲長谷川製作所
TEL 055-949-3270

消防機器＆点検 TEL 949-4564
㈲コーセイ産業

手作りお弁当・お惣菜　久永とし子

里芋かあちゃんの店
伊豆の国市韮山山木15 TEL949-8296

激安車検・激安中古車！

㈲ 瀬 川 企 画
TEL 055-949-3729

㈲渡辺製作所
原木 TEL 949-6000

クリンハウス㈱

㈱マコト商会
南条560-1　949-1458

ローソン韮山南條店 TEL 949-8444

総合ビル管理

温泉・水廻りのことなら

集配に伺います TEL 949-6249
芹沢クリーニング

TEL　055-949－2885

携帯　090-1282-1530

伊豆の国市中62番地の3

株式会社 東中産業
電  話　055－949－2532

木造建築設計施工

宮 下 建 築
TEL・FAX  055-949-3271

（韮山高校通り）　  ９４９－１１３９

私たちは
“みんなと暮らすマチ”を幸せにします

伊豆の国市長崎167-3 ＴＥＬ ９４9-0038
㈱ 尾 﨑 組

夢 輝く未来へ！！
さんしんは地域のベストパートナー
三島信用金庫韮山支店

建新株式会社
～住み良く変える技術の提案社～

木村土木株式会社

株式会社 木村商事

０１２０-２９-１２３４伊豆長岡
駅　　前

㈱小塚工業

㈲オリモ
造 園・エ ク ス テ リ ア・蜂 駆 除

ＴＥＬ  055-９1９-3164  FAX  055-979-9122 南條1672　TEL  055-949-2288

ＴＥＬ  055-949-2282
一般建築塗装・吹付

ＴＥＬ/ＦＡＸ ９４９-５７９３

ＴＥＬ 055-949-4073

ＴＥＬ 055-944-2111

ＴＥＬ/ＦＡＸ０５５（９４９）７８８６

TEL 〈055〉949-0291（代表）
FAX 〈055〉949-3824

韮山
居酒屋

時 計・メガネ・貴 金 属

昭 和 堂

㈲高原ブロイラー
TEL 949-7117

長岡自動車工業㈲
TEL 949-3836

山下畳店
土手和田27　ＴＥＬ/ＦＡＸ ９４９-3528

伊豆の国市南条135-5 TEL.055-949-3326

リフォーム＆外壁塗装

0120-24-2641

昔ながらの味　手作り惣菜・弁当

伊賀ショッピング
本　店　伊豆の国市四日町170-2

055-949-1341

米穀  酒類  各種惣菜  弁当  生鮮食品

吉田ストアー
伊豆の国市四日町630-1　TEL 949-2658

伊豆の国市四日町448-2

㈱宮口設備
TEL 055-949-1340

飲食業生活衛生同業組合
伊豆の国市飲食業韮山支部

 入居者募集中（1DK～3LDK）
高野マンション

ＴＥＬ.055-949-6791

ＴＥＬ　055-949-5567

0120 - 5 - 4141- 5
株式会社ＦＭいずのくに

㈲和田商事

洋菓子＆和菓子

有限会社　佳月園
TEL  055-949-０６３４

エスポット韮山店
ＴＥＬ０５５-９４０-２２１１

TEL:055-949-1000

有限会社 都貨物運送
〒410-2123 伊豆の国市四日町877
TEL 949-7677　FAX 949-3199

㈲横山設備
TEL 949-2883

TEL 055-944-2222

韮山建設組合
～信頼できる職人集団～

ISHII
有限会社　石井製作所　TEL  055-949-5810

㈱

甲子園グループ
新甲子園、甲子園ゴールド、甲子園北沢店

ＴＥＬ０５５-９４9-1382

土屋モータース

株式会社 韮山産業
韮山の歩みと共に・・GO!GO!NIRASAN

ＴＥＬ 055-940-2123
伊豆中央法律事務所
弁護士法人

第一酵母㈱
天然酵母飲料  C O B O N

ＴＥＬ　055-940-3050

『WE SERVE』

●文房具の

塗装・吹付・防水

TEL  949-0227
長澤工業

防災用非常食

㈱伊豆倶楽部

㈲ダイコー美装
塗装・吹付・防水

TEL  055-949-6502

伊豆の国守木店
韮山中條店

ＴＥＬ ０５５-９40-0118

TEL 055-949-1496

TEL 055-949-8883

伊豆の国市中條405　TEL 949-2741

あきほ工業㈱
ＴＥＬ  055-949-1351

ENEOS 伊豆長岡駅前給油所

㈱石橋建築

協賛御礼

✿✿✿ 韮 山 商 工 祭 協 賛 一 覧 ✿✿✿

オリガミペイの金融機関口座を三島信用金庫にされた方に当日300円クーポンを進呈。
先着　　　　　　　  当日クーポンと合わせて　　　　　　　

Origami Pay・にら券のご利用方法
オリガミ　　        　  ペイ

600円GET！1,000名様

常産商事㈱
伊豆の国市韮山山木1-2 TEL055-949-0279

おかげさまで
65th

① ［Origami］アプリをダウンロード
② メールアドレスと電話番号を登録し、アカウントを作成
③ ホーム画面から［ウォレット]を押し、お支払方法
　 ［ Ⓐ銀行口座 または Ⓑクレジットカード ］を登録

■使用する銀行口座の情報を登録します。
　【ご利用可能な金融機関口座】都市銀行、地方銀行、信用金庫
　韮山商工祭で［Origami Pay］を利用される場合は、
　10月16日（水）までに登録してください。
　※口座登録後、利用できるまで２営業日程度かかります。
　　17日（木）以降の登録の方は、当日利用できない場合がございます。
■口座登録が完了したら、ウォレット画面より、お支払いに使用
　する口座として選択！

Ⓐ 銀行口座の場合
■お手持ちのクレジットカードの情報を登録します。
　※現在はVISA、MasterCardのみ、ご登録いただけます。

■クレジットカード登録が完了したら、ウォレット画面より、お支
　払いに使用するクレジットカードとして選択！

Ⓑ クレジットカードの場合

　　  韮山商工祭における
Origami Payの  事前登録方法

当日登録もできます

④ 事前登録が完了！
当日のご利用方法
①［Ｏｒｉｇａｍｉ Pay］の登録がすんだら、会場内の　クーポンブース　で、
　韮山商工祭限定クーポン３００円をゲット！
②オリガミペイ対応店舗で、店頭のQRコードをスキャンしてお支払い！
　(非対応店舗では、にら券をご使用ください。)

韮山商工祭でのお支払いは［スキャン支払い］です
1. Origamiを起動する
2. 画面左上の [スキャン支払い] をタップする
3.提示されているQRコードをスキャン画面で読み取ります
　スキャンできたら、お支払い完了！

会場内でのお買い物は　
①にら券　②「Origami Pay」が使えます！

キャッシュレス決済

＜にら券の交換方法＞
本部で現金をにら券と交換してください。
（会場内で現金は使用できません）

Or i g am i

またはQRコードを
スキャンしてダウンロード▶
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 201907A4_500shinkin

おすすめ

＜必要なもの＞ 
●スマートフォン ●クレジットカード
　※現在はVISA、MasterCardのみ、
　　ご登録いただけます。

オリガミペイ登録ブース  で、

［Origami pａｙ］を登録！ 
※銀行口座も当日登録できますが、口座登録後、
利用できるまで２営業日程度かかります。
韮山商工祭ではご利用できません。ご了承ください。

当日、オリガミペイ登録ブースがあります


