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案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A
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株式会社大矢野自動車 御中

小売業 MAP8 A-2

車のことなら！

（株）大矢野自動車
新中古車販売・自動車リース・車検・整備・板金・塗装
東京海上日動火災保険（株）代理店
ＪＡ共済代理店

■上益城郡北中島２３１５
■TEL:0967-75-0925
■FAX:0967-75-0506

あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

107
041

南阿蘇交通（株） 御中

運送 MAP11 A-3

安心をのせて走ります

南阿蘇交通（株）
南阿蘇観光タクシー（有）TEL８３－１８８０
（有）南阿蘇観光 TEL８３－１１２０

■上益城郡山都町今３５１－４（そよ風パーク近く）
■TEL:0967-83-1110
■FAX:0967-83-1128
■URL:https://www.minamiasokoutu.com

あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月31日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

106
048

株式会社江藤社 御中

総合建設業 MAP11 A-2
何でもご相談下さい

■本 社／山都町柏761 TEL:0967-85-0121㈹ FAX:0967-85-0433
■熊本事務所／熊本市東区石原1丁目11-40

TEL:096-380-1000 FAX:096-380-0999

我 は々“土木・建築屋”としての自信と誇りをもって、
地域に根ざし、皆様へのサービスを日々追求しています。
■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／日曜日、お盆、正月
■URL：www.etousya.co.jp
■E-mail：etousya@yahoo.co.jp あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
■ロゴの著作権：確認済

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

110
058

有限会社江藤自動車 御中

自動車販売 MAP11 B-1

（有）江藤自動車
●車検・整備・各種新車販売
●中古車販売・板金塗装
●積載完備（有償運送許可取得）●鉄骨・加工

■上益城郡山都町柏１０６０
■TEL:0967-85-0032
■FAX:0967-72-9488
■営業時間／AM:8:00～PM18:00 ■定休日／日曜日

あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

8437818_山都町総合防災マップ製作等業務委託-109-4
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