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 組合ホームページリニューアルに伴い、カードの追加、紛失、返却、車両変更等の
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以下の手順で、ご利用ください。
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※スマートフォンの場合は、左上のメニューリストからお進みください。
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本組合では

力会社より料金

ますので、安心しておまかせください。「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでも

してみたい」というご依頼でも結構です。

【電気代削減例】

   今回のご紹介に先駆けて、組合の事務所を新電力に切替えました。
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仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。
 

 

 

本組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお
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事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行い

ますので、安心しておまかせください。「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでも

してみたい」というご依頼でも結構です。 

今回のご紹介に先駆けて、組合の事務所を新電力に切替えました。

458,282 円   

422,725 円 

優良運転手さんに記念品の贈呈

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

を贈呈致します。該当する方は、組合までお知らせください。

リサイクルトナーで経費節減を！

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお
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上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。
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)243-6796 

alliance.net 

工事費 

０円 

５５７円／年の電気代削減！

 

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、これまでの電

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行い

ますので、安心しておまかせください。「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでも

今回のご紹介に先駆けて、組合の事務所を新電力に切替えました。 

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。

れていてない組合員の皆様もこの機会にぜひお試し下さい。 

《リサイクル価格はすべて税込価格です。》

純正品 

定価 

B 48,000 

B 44,000 

 16,800 

 

 

各種あります 

 

 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。

 FAX(086)246

５５７円／年の電気代削減！ 

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、これまでの電

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行い

ますので、安心しておまかせください。「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでも

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

組合では組合員の皆様に貢献できる事業としてリサイクルトナーを共同購買してお

り、「安価」「送料・回収費無料」等、多くの組合員の皆様からご好評を頂いております。 

《リサイクル価格はすべて税込価格です。》

 

 

リサイクル

価格 

 7,200 

 6,700 

 6,300 

 

上記の表以外にも豊富に取り揃えております。組合までお問い合わせ下さい。 

246-1139 

、組合員の皆様の事務所や従業員の方の家庭用電力を対象に、これまでの電

事業者をご紹介しております。お手続きは組合の職員が行い

ますので、安心しておまかせください。「すぐに契約するつもりは無いが、見積りだけでも

仕事で毎日運転をしながら、５年間無事故・無違反で過ごすには大変な努力が必要です。

組合では組合員及びその役員、従業員の方を対象にゴールド免許証を取得された方を称え、

今後も安全運転を心掛けていただき無事故、無違反で運転されるよう願いを込めて記念品

 

《リサイクル価格はすべて税込価格です。》 


