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ビンゴカードをビンゴ実施日にご持参ください。期間中、ビンゴ実施各店舗で1日1回
1,000円（税抜）以上お買上げでカード日付に押印させて頂きます。お助けデーの4月15日
（金）・26日（火）・28日（木）はポイント交換期間にお好きな日付に1ヶ所押印できます。ビ
ンゴが成立した場合は、ビンゴカードをポイント交換期間内《5月1日（日）～5月7日（土）》
にレジまたはサービスカウンターにご提出ください。ポイントと交換させて頂きます。

ビンゴカードをビンゴ実施日にご持参ください。期間中、ビンゴ実施各店舗で1日1回
1,000円（税抜）以上お買上げでカード日付に押印させて頂きます。お助けデーの4月15日
（金）・26日（火）・28日（木）はポイント交換期間にお好きな日付に1ヶ所押印できます。ビ
ンゴが成立した場合は、ビンゴカードをポイント交換期間内《5月1日（日）～5月7日（土）》
にレジまたはサービスカウンターにご提出ください。ポイントと交換させて頂きます。

ビンゴ成立例

どうすればビンゴゲームに参加できるの？

ビンゴ成立列数に応じてポイントプレゼント

ポイント交換期間に
お好きな日付に
1日1ヶ所
押印できます。

ご来店1日1回1,000円（税抜）以上お買上げで該当日にスタンプ!!ご来店1日1回1,000円（税抜）以上お買上げで該当日にスタンプ!!

ビンゴ
! カード配布期間

押　印　期　間

ポイント交換期間

ポイント進呈
1列以上揃えば1列以上揃えば

ポ
イ
ン
ト250250250250最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大最大 お助けデー

次の各店で実施いたしております。

ど
こ
で
も

タ
テ・ヨ
コ・ナ
ナ
メ

1列揃うと…
2列揃うと…
3列揃うと…

30P
60P
90P

4列揃うと…
5列揃うと…
6列揃うと…

120P
150P
180P

ビンゴ8列（パーフェクト） 250P250P250P250P

1列ビンゴ1列ビンゴ

30ポイント

2列ビンゴ2列ビンゴ

60ポイント

3列ビンゴ3列ビンゴ

90ポイント

4列ビンゴ4列ビンゴ

120ポイント

5列ビンゴ5列ビンゴ

150ポイント

6列ビンゴ6列ビンゴ

180ポイント

パーフェクト
（8列ビンゴ）

250ポイント
実用新案取得済 NBS-KS_201604

4/1●～28●金 木

3月30日（水）～無くなるまで

4月1日（金）～4月28日（木）

5月1日（日）～5月7日（土）

4月4月4月

26日
火
28日
木

15日
金

■末広ショッピングセンター　■末広おおとよ店

■ビンゴ実施日 ●お助けデー ■ポイント交換期間
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4月ビンゴカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

末広／ポスター2016年04月／A2（420×594mm）
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