企業・団体様向け

おひとり様
何冊でも購入OK ︕
使用期間

令和3年3月31日（水）まで

社内で20冊以上の取りまとめをしていただいた企業・団体様には、
現⾦引換えで「SAGA おいし〜と⾷事券」をお届けします。
別添（⾷事券とりまとめ表）にご記入いただき、✉によりお申込みください。
メールアドレス︓gotoeat.saga@po.don3.com

メールタイトル︓「【注文】gotoEat（社名をご記入ください）」

25％のプレミアムが付いたとってもお得なお⾷事券
（１万円で購入できる12,500円分のお⾷事券）です。
6,000円分は、県内全域で使えるエリア共通券
6,500円分は、エリア指定券となっています。
お問い合わせ先

■SAGAおいし〜と⾷事券 公式HP
https://gotoeat-saga.jp

■Go To Eatキャンペーン 佐賀県事務局
・電話︓0952-20-0722（平日10︓00〜17︓00）
・FAX︓0952-20-0950

SAGAおいし〜と⾷事券

販売店

（令和2年12⽉23⽇時点

★：全タイプ取り扱い

県内48箇所）

※定休⽇はSAGAおいし〜と⾷事券のホームページでご確認ください。

◎期間限定販売所
販売時間

販売⽇

佐賀市

イオンモール佐賀大和 1階

10：00〜19：00

【12⽉】19・20・26・27 【1⽉】1・2・3・9・10・11

佐賀市

ゆめタウン佐賀 2階 ★

10：00〜19：00

【12⽉】19・20・26・27 【1⽉】1・2・3・9・10・11

鳥栖市

フレスポ鳥栖 1階

10：00〜19：00

【12⽉】19・20・26・27 【1⽉】1・2・3・9・10・11

市町

店舗名

◎販売所
◆佐賀市セット（佐賀市）
市町

◆佐賀⻄部セット（伊万⾥市・⿅島市・嬉野市・有⽥町・太良町）
店舗名

佐賀市

ガージュ 佐賀玉屋店

佐賀市
佐賀市
佐賀市

販売時間

市町

店舗名

販売時間

10：00〜18：00

伊万⾥市

伊万⾥商工会議所 1階受付カウンター

10：00〜16：00

ガージュ 佐賀大和店

10：00〜19：00

伊万⾥市

ガージュ伊万⾥店

10：00〜19：00

ガージュ モラージュ佐賀店

10：00〜21：00

佐賀駅バスセンター特設販売所 ★

11：00〜19：00

佐賀市

佐賀工房バルーンミュージアム店

10：00〜17：00

有⽥町

有⽥観光協会

佐賀市

佐賀新聞社 １F ★

10：00〜17：00

有⽥町

有⽥商工会議所事務所

9：00〜16：30

佐賀市

そいよかね水ケ江 ２階事務所

9：00〜18：00

有⽥町

アリタセラ/有⽥焼卸団地組合事務所（組合会館）

8：30〜17：00

佐賀市

TSUTAYA医大通り店 １階レジ

9：00〜22：00

佐賀市

TSUTAYA兵庫町店 1階レジ

9：00〜22：00

佐賀市

ホテルニューオータニ佐賀 1階フロント

10：00〜18：00

佐賀市

ミサワホーム佐賀 1階受付

8：45〜17：30

唐津市

ガージュ唐津店

10：00〜19：00

佐賀市

ミズ・溝上薬局 エスプラッツ店

9：00〜21：00

唐津市

KARAE informationカウンター

10：00〜18：00

佐賀市

ミズ・溝上薬局 空港通り店

9：00〜19：00

唐津市

TSUTAYA唐津店 1階レジ

9：00〜22：00

佐賀市

一般社団法人佐賀県職員互助会（県庁旧館１階）★

8：30〜17：15

唐津市

ファズボウリングセンター 1階カウンター

10：00〜23：00

店舗名

インフォメーションコーナー

10：00〜18：00
9：30〜17：00

◆唐津・東松浦郡セット（唐津市・玄海町）
市町

店舗名

販売時間

唐津市

Hotel&Resorts SAGA-KARATSUフロント

11：00〜18：00

唐津市

まいづるキャロット⻄唐津店

9：30〜19：00

販売時間

唐津市

まいづるキャロット浜玉店

9：00〜19：00

10：00〜19：00

唐津市

まいづるスリーナイン店

10：00〜19：00

◆佐賀東部セット（鳥栖市・神埼市・吉野ヶ⾥町・基山町・上峰町・みやき町）
市町

⿅島市

ショッピングタウンピオ 2階

鳥栖市

ガージュ鳥栖店

鳥栖市

TSUTAYA鳥栖店 1階レジ

10：00〜22：00

唐津市

まいづるナイン相知店

9：30〜19：00

神埼市

ショッパーズかんざきサピエ 宝くじ会場

10：00〜18：00

唐津市

まいづるナイン鏡店

9：30〜19：00

唐津市

まいづるナイン鎮⻄店

9：30〜19：00
9：30〜19：00

◆小城・武雄セット（多久市・武雄市・小城市・大町町・江北町・白石町）
市町

店舗名

唐津市

まいづるナイン肥前店

販売時間

唐津市

まいづるナイン山本店

9：30〜19：00

9：00〜20：00

唐津市

まいづるナイン呼子店

9：00〜19：00

多久市

有限会社久我商店

多久市

有限会社孔子園製茶

9：00〜18：00

唐津市

まいづる本店

9：00〜19：00

多久市

多久市ふるさと情報館 幡船の⾥店内レジ

8：30〜17：30

玄海町

まいづるナイン玄海店

9：30〜19：00

江北町

イオン江北店 1階サービスカウンター

10：00〜19：00

武雄市

ゆめタウン武雄１階サービスカウンター

10：00〜17：00

武雄市

蔦屋書店 武雄市図書館

9：00〜21：00

様式２

Go To Eat キャンペーン「SAGAおいし〜と食事券」企業・団体用購入とりまとめシート

企業（団体）名：
担当者名：
連絡先：
【販売内容】

メールアドレス：

・１万円で12,500円分のお得な食事券です。
・6,000円分は県内全域で使えるエリア共通券、6,500円分はエリア指定券です。
・エリア指定券タイプ
➀「佐賀市」セット（佐賀市）
➁「鳥栖市・神埼市・神埼郡・三養基郡」セット（鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町）
➂「小城市・武雄市・多久市・杵島郡」セット（多久市、武雄市、小城市、大町町、江北町、白石町）
➃「鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡」セット（伊万里市、鹿島市、嬉野市、有田町、太良町）
⑤「唐津市・東松浦郡」セット（唐津市、玄海町）
・企業（団体）ごとにとりまとめて販売を行うため、購入冊数の上限はありません。

➀
「佐賀市」セット

冊

➁
➂
➃
「鳥栖市・神埼市・ 「小城市・武雄市・ 「鹿島市・藤津郡・
神埼郡・三養基郡」 多久市・杵島郡」 嬉野市・伊万里市・
セット
セット
西松浦郡」セット

冊

冊

⑤
「唐津市・東松浦
郡」セット

冊

合 計（冊）
（①〜⑤）

冊

金額
（冊数×1万円）

冊

万円

【引換希望日時】
日時
記入例

12月25日（金）

13時

第１希望
第２希望

当日準備金

第３希望
※引換日時については、希望日時を踏まえ、事務局（㈱佐賀広告センター）から改めて連絡・調整をさせていただきます。

【申込先】

■Go To Eatキャンペーン佐賀県事務局
電話：0952‑20‑0722（平日10：00〜17：00）
FAX：0952‑20‑0950

メールアドレス：gotoeat.saga@po.don3.com
＋

県ＤＸ・スタートアップ推進室にCC設定により同時に送信をお願いします

アドレス：innovation@pref.saga.lg.jp

※メールタイトルを「【注文】gotoEat ＋企業名」で記入いただくと助かります。

【個人情報の取扱い】
ご記入いただきました個人情報は、「SAGAおいし〜と食事券」の購入手続きのみに利用させていただきます。

万円

