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フ　 偏　 ｊｌＲ　書

甫あわじ市市会議ａ　ｌｉ子　Ｗ庠 様，

金９ ，３ ６０ ＦＩ　／

号

／

２０２０年３ ｙ１ ３０日兵庫県白



Ｊ４

６５６－０４６２

南あわじ市　市青木３１６－３

吉ｌｉ∃ Ｊ１１子様

下Ｅの通り請求搾１し上げます。

７ｅ’ｉｔｔ額 ｙ２ ，８０８－

請　 求　書
－

－

株式会社
１６２－８５ １２

黶寡、都ききぽ
矢束ピル４Ｆ

ＴＥＬ０３－３２３５－５９４

ｆｔ考ａＳｇ　ｊｌ

しおＳＳコード 伝票ＳｆｉＲ 伝票番号 ９分 担塲者１
－．，， １２０１ ９／０８／２３ ０００１ １３６３ 擠ヽ売上

－

２０１
－・７Ｓミ９ ｒｌ／ Ｓ司 ｓｉ ｊｉ

０００１ １３６３ 擠ヽ売上
マＮ０． ａＳ ａ　ｔ 単位 単　髏 ｉＥＩ床 ｔＳ（Ｓ！） 摘　　ｌｌ

３１９０３ だれのための４育制度改革 １ を １， ３００ １． ０００ １， ４０４

３１９０８ ぬｊ；サ‾ピスの産Ｓ化と 地方自治 １ １， ．３００ １． ０００ １， ４０４

｜

合
計

Ｓ
計 ２ ｌ ２，　６００ ｌ ２０８ ｌ ２， ８０８

ｆ－　 ｜〃１

入を加 水５，０００
ホ２，０１２つり

匹で
な

い）ａ

＼・ｊ－ ７二ａ４２－・ｔでふのａ拠と
Ｘな るも ので すか
‘ら大切に保存し
て下さい。
料きには、消費
税等が含まれています。　　　＼

（ゆ うち よ■ｆｉ）



領　収　書

金８。４００縦匹
／

ただ し、 全ｌ農業新聞購読料Ｃ０７００ ×へ ２ヶ月分〕と して
平成 ３１ 年４ 月～令和２年 ３Ｊ目

上記の通 り領収いたしました。

ち加２年３Ｊｉｌ り日／

き　子　 智　售　様

南あわじ市農業委員



２０２０／３／２９

・

ａｍａｉｏｎ．ｃｏｊｐ’
・●　 ．－●ｉ・

Ａｍａｚｏｎ ．ｃｏ・ｊｐ　－　 ま夕香ｇ　２５０－６９６１ ０６２－６３５４２０１

回文晉そ２５ｅそ９１ ０６２，６３５４２（ｌ‘ｊの銀む甞
このｆＳＴジを目）刷してご利ＲＩください。。　　　　　　　　　　’

様
Ｓ行 日： ２０２０年３ ＪＥ１２９日
ａ文 日： ２０ １９年５ｊ１ ０日
Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｊｐ　１１文番号： ２５０－６９６へ０６２－６３５４２０へ
ご請求額 ：ｙ　４，０９８

２０ １９年５ ｊｌｌ１ １日 に・送済み

注文商品

へ　Ｊａ　クロワッサ．ン特■編集ＵＩ新啝ｊ：ｔ目Ｓで備える防１１１ＢＱ（：）Ｋｔマガジ、ンハウスムックＳ
・ｉ ：　Ａｍ ａｚｏｎ　Ｊａ ｐａ ｎ　Ｇ． Ｋ．

コンディ ション： 新品

へ　Ｊａ　新４コマですぐわかるみんなの防災ハ．ンドブックｔ大・補雄ｎＳχ、草ｌｌか おる
販売：Ａｍａｚｏｎ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋ．

コン ディ ショ ン■回新品

へ　ｊａ　警察・レスキュー・自衛隊のー番役に３１つ防災マニュアルり１Ａ
販売：Ａｍａｚｏｎ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋ．

コン ディ ショ ン．：新品

Ｃｏ／／ｅｃがｏ脯二・龍

へ弧大人のおしやれ手帖特・編集シニアのための防Ｘバイブル４ＪＴｊＭＯＯ司
・ｉ ：　Ａｍａｚｏｎ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋノ

コンディション： 新品

お届け先住所：
蛭子　智彦

６５６－０３０４

兵庫ｌａ 南あわじ市松帆古糞路２８０－へ

Ｅ送方法：

お急ぎ便

亨，瓱Ｌ，ｙち

支払い情報

価格

ｙ　８８０

ｙ　ｌ，４０４

ｙ　８６４

ｙ　９５０

商品の小計： ｙ４，０９８
Ｒ送料一 手数料：　　 ｙｏ

－一一－－

注文合計 ：ｙ ４， ０９８
Ｓ一 一一一

ご請求額 ：ｙ ４，０９８／

／

１／１

請求先住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４

ＪＩ庫県 南あわじ市　松帆古津路
２８ ０－１

クレ ジッ トカードヘめ請求 Ｑ」年

ｌｌ又の状ＳをｉｌＳするには、． ａミヌ１？；ｌｌをごｌください。

ｉｌｍが１約 にわ＿イバシー京ね０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，ｌｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｎｌｉａｔｅｓ

ｈｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ． ａｍａｚｏｎ ．ｃｏ．ｊｐ／９ ｐ／ｃｓｓ／ｓｕｍｍ ａｒｙ／ｐｒｉｎｔ． ｈｔｍｌ／『ｅｆ＝ｏｈ＿ａｕしａｊａｘＪｎｖｏｉ ｃｅ ７ｉｅ＝ＵＴＦ８ａｏｒｄ ｅｒｌＤ＝２５０－６９６ １０６２－６３５４２０１



ＺＵＺＵ／ｊ／ＺＳ

・

ａｍａｉｏ！１ｃｏＪｐ’
Ｇ． ．　 ・； ｔ｀ ．’ Ｉｌｙ

八１ １１ｄ∠Ｕｌ ｌ．じＵ．Ｊ Ｐ・ ノエ入ｌｉＥｒり ＪＵＪｓ ｌ乙 ｌＵ乙Ｕ乙－Ｑｕ ｌりりりｆ

きズぞ号５ｅシ１ ２１ Ｑ２Ｇ２そ６’１ ６ｅ３７の領袮渥に聡をぞｔぺ
この弓－ジを目］刷してご利１ください。

ｉｌｉ発行日 ：２０２０年３ＪＥ１ ２９日
ま文日： ２０２０年２ＪＥ１１ ８日
Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｊｐ注文番号： ５０３－ １２ １０２６２－３６ １６６３７
ご請求額：ｙ　９２４

２０２０年２ ＪＥｉｌ １８ 日に発送済み

注文商品

へね、うんちはすごいｔイーストＳ■９、加ＳＩ
販売：Ａｍａｚｏｎ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋ．

コン ディ ション： 新品

お届けタｌ住所：
蛭子　ｌ彦
６５６－０３０４

兵庫ほ南あわじ市松帆古津路２８０－１

Ｅ送カ法：
お急ぎ便

支払い方法：
Ａｍａｚｏｎ　ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ クラシック１

饋求先住所：
蛭子　ｌ彦

６５６－０３０４

兵庫ｉ南あわじ市
２８ ０－１

松帆古津路

クレ ジッ トカードへの請求

支払い情報

様

価格

ｙ　９２４

商品の小計： ｙ　９２４
Ｒ送料一 手数料：　 ｙｏ

－－－

注文合計 ：４　９２４
一一 一一一

ご請求額 ：ｙ　９２４　ノ

，　　　　　　　　　　　　／

Ｍａｓｔｅ　　　　　　　　　　　 ０２０年２Ｊヨ１ １８ 日： ｙ　９２４

ままの状況を確Ｓするには、ま文内容をご覧ください。

ぞＬ四嶌１プライバシー規約０１９９６－２０２０， Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ，ｌｎｃ．ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｉ ｌｉ ａｔｅｓ

ｈｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ．ａｍａｚｏｎ ．ｃｏ．ｊｐ／ｇ ｐ／ｃｓｓ／ｓｕｍｍａｒｙ／ｐｒｉｎｔ． ｈｔｍｌ／『ｅｆ＝ｏｈ＿ａｕＵｌｊａｘ＿ｉｒｉｖｏｉｃｅ７ｉｅ＝ＵＴＦ８ａｏｒｄｅｒｌＤ＝５０３－１ ２１ ０２６２－３６１ ６６３７
１／１



２０２０／３／；ｊＵ

苓

ａｍａｇｏｎ．ＣＯＪｐ
・１　．１　●　 ●－ Ｓ．．” Ｉ・

八ｍａｚｏｎ ．ｃｏ，ｊｐ　°　 こ入ｍ７ヲｚ‘ｔ ｔｊ ’ｏ ｏｚ こ）３Ｊ３’こ７ Ｑｏ乙１３

をズ畳号２４らむ６２５９５９４プ５８２’ＩＳの領歌書 ぐχＲ・ ぞｉ）
このじぺＴジを目］刷 してご利 ＲＩ ください。

：再発行 日： ２０２０年３ Ｆ１ ３０日
逍Ｅ文日 ：２０２０年３ＪＥ１ ２８日
Ａｍａｚｏｎ ．ｃｏｊｐ　・文番号 ：２４９－６６２５９５９－９７５８２１９
ご請求額：ｙ　２，９３４

２０２０年３Ｊヨ！１ ２９ 日にｊき送済み

注文商品

へｔ実務に効くＱｊＥＩ又ｌｌ審決牛１１９１精ｉ！ｔジ。リストｊｌこ鴎、
ｉ１１：　Ａｍａｚｏｎ　Ｊａｐａｎ　Ｇ．Ｋ・

コン ディ ショ ン： 新品

お届け先住所：
蛭子　智彦
６５６－０３０４　’

ＪＩ庫ｌ 南あわじ市松１１古津フタ㎜

回送方法：

お急ぎ便

泉水 文雄

支払い情報

様

価格

ｙ２，９３４

商品の小計： ｙ２，９３４
Ｅ送料・手数料：　　 ｙｏ

－－ 一一

ＳＥ文合計： ｙ２ ，９３４
－

ご請求額：Ｘ　２，９３４

２０２０年３ Ｊ１ ２９ 日： ｙ２，９３４

２０２０年３ＪＥ１２９日 ：ｙ ２，９３４

ノ

／

１／１

請求 先住 所：
！蛭子　 智彦
６５６－０３０４

ＪＩ庫Ｓ 南あわじ市
２８ ０－１

松帆古津路

クレ ジッ トカードへの請求

ままの４犬Ｓを確認するには、 注ヌ；Ｆり容をご覧ください。

ｉｌＳ規ね｜ プライバシー規ね ０１ ９９６－２０２０、Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ， ｌｎｃ． ａｎｄ　ｉｔｓ　ａｆｍｉａｔｅｓ

ｈｈｔｔ ｐ： ／／ｗｗｗ． ａｍ ａｚｏｎ ．ｃｏ．ｊｐ／ｇ ｐ／ｃｓｓ／ＳＵ ｍｍ ａｒｙ／ｐｒｉｎ ｔ． ｈｔｍｌ ／ｒｅｆ＝＝ ｏｈ＿ａＵしａｊａｘＪｎＶｏｉｃｅ７ ｉｅ＝ＵＴＦ８ａｏｒｄｅ ｒｌ Ｄ＝２４ ９＝６６２５９５９－９７５８２１９


