
裏面にお得な

特典情報有ります！

プレゼントコーナー

camcam VOL.発行元 山口新聞店
名古屋市緑区有松1512
TEL 621-1848  FAX621-4853
E-mail canps2@aria.ocn.ne.jp

中日新聞有松専売店 　山口新聞店
中日新聞有松南専売店　こんだ新聞店
中日新聞桶狭間専売店　増井新聞店

有 松  桶 狭 間 　カ ム カ ム  

有松桶狭間カムカムは、有松桶狭間地区のお得情報をお届けする情報誌です。（発行部数10,000部）
掲載の会員特典は、中日新聞有松専売店 有松南専売店　桶狭間専売店のお客様（読者様）限定のサービスです。
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パソコン、スマホワンポイントレッスン
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今月のお店紹介

〒458-0924

名古屋市
緑区有松1512

山口新聞店
camcamプレゼント係

●クイズの答え
●住所
●氏名
●電話番号

クイズに回答し、ハガキに右の記載事項
を記入しお送りください。

スマートフォンから
も応募できます

応募方法

締め切りは11月15日必着です

チャンス１クイズに答えてプレゼントゲット！

1000ポイント金券（1０名様）
抽選で　　　　  にキャンプスより

A. 折板ガレージ
B. 折板アレンジ
C. 折板アレオレん家

クイズ
今月のお店紹介で紹介したお店
の名前は次のうちどれでしょう？

20名様
プレゼント！

今月のキーワードは   雪

第9弾　iPhoneの文字を大きくする

052-621-1848スタッフ募集
新聞店 朝刊配達

夕刊配達
折込作業

勤務
時間

給与 休日

3:15~5:15

11:00~
15:15~17:00 

作業終了迄

時給　　　　円以上

時給    円　　　 

1200

研修期間有845
月　　　　　円以上35000

週休

日〜水

日曜、祝日
リサイクル
コーナー

譲ります 就活用女子７号スーツ（紺）無料で

４ヶ月分のキーワードを集めてプレゼントゲット！チャンス２
camcam11,12,1,2月号に掲載するキーワードを全て集めるて送ると抽選で商品をプレゼント！

camcam2月号にて案内いたします。応募方法

譲って下さい 中古自転車（２４インチ位）できれば無料で

折板ガレージ

（有）キャンプス 山口新聞店 お見積もり依頼で
10,000 ポイント

ご成約で
10,000 ポイント

カムカム加盟店でお利用いただけますTEL621-1848 FAX621-4853
取次店　

自由設計のオリジナルガレージ
安心の強度＆信頼の技術

自由設計のオリジナルガレージ
安心の強度＆信頼の技術

あなただけのガレージを
ご提案します
あなただけのガレージを
ご提案します

信頼ある施工　確かな強度　基礎の頑丈信頼ある施工　確かな強度　基礎の頑丈

施工例

iPhone で表示されている文字が小さく、見づらい、、という方。設定を変更することで、拡大表示することができます。
表示形式の変更は、設定→画面表示と明るさ→表示→拡大をクリックし、再度設定を押せば、完了です。アイコンなどが大きくなります。

６点もりもりセット（1０名様）
ラップ、BOX ティッシュ、マフラータオル
レジカゴバッグ、パン缶、マジカ

お知らせ
H29.12 月より　有松商店会《加盟店 24 店舗》
でもポイント金券がご利用いただけます。



造園業教室 カメラ・プリント・撮影　資源回収業 資源回収業

ハウスクリーニング 洋菓子 インド・ネパールレストラン

外壁の塗り替え 医院 税理士 金融業健康 美容 癒し

お食事処

処方箋調剤・薬　 バイク・自転車　

ガレージ施工

School Shop　 ジーンズ専門店

キャンプスカードを提示して特典ゲット！※チラシを切り取ってのご使用はできません
※有効期限は 29 年 11 月末日迄です。

取次店（有）キャンプス 山口新聞店

自由設計のオリジナルガレージ
安心の強度＆信頼の技術

当店にも取り付けました。間違いない仕上がりに
大満足！「みてみたい」ハイ！見学希望承ります
まずはお電話お待ちしています

お見積もり依頼で
10,000 ポイント

ご成約で
10,000 ポイント

カムカム加盟店でお利用いただけます

Service
サービス

  　大根山

作業料金10%OFF

  　桶狭間有松　桶狭間　回収

11 月14 日 11 月20 日

Gourmet
グルメ

   　有松  　  有松  　  有松  　  有松

  　桶狭間    　有松    　有松    　有松　有松

Shopping
ショッピング

   　有松

の 3 日間11/27 28 29

   　有松　   有松   　 有松

052-621-1848詳しくは山口新聞店まで

新聞店スタッフ募集
朝刊配達 3:15~5:15

11:00~

15:15~17:00 

作業終了迄

給与：時給 1200 円以上

研修
期間有

休日：週休

勤務時間：

夕刊配達
給与：月 35000 円以上
休日：日曜、祝日

勤務時間：

折込作業
給与：時給 845 円以上
休日：日〜水

勤務時間：

11
11
11
11
11

5
13
21
26
27

有松　桶狭間　回収

第３火曜
052-746-1277

有松宿「バトン」＠170 円

5 本入り、１０本入りもあります

５種類のアイテム揃えて好評発売中です！

生活習慣病とは

中日新聞   　有松

   　有松
月曜　15時～17時30分

デジタルスタディコース
水曜　14時～15時

年賀状印刷

ディズニーキャラクターの
無料体験に来られた方全員

クリアファイルとノートプレゼント！

記念写真撮影の方

各種記念写真

   　有松

Lee セーター
EDWIN ラクラクジャージーズ

マジックワード１００

宴会

ご来店お待ちしています

ダウラギリのパーティセット
2500 円　４名様~

予約受付中！

30
25

喪中はがき印刷
承ります
ご注文の方筆ペン進呈中

住所印 印鑑 いかがですか？

11/19
発売予定

介護現場で生まれた癒しの言葉の数々

1,080 円　
ぴあ書籍売れ売れ！

日帰りで行く東海の絶景
ドライブ３０コース

「絶景ドライブ」
842 円

休日に出かけたい東海エリアの
素敵なお寺、神社をご紹介

「東海の寺社」
950 円

私の方こそ、
助けられているよ。

燃えない病気？
・燃 え る 体 力 づ く り ！
・代謝のいい体力づくり！
・解毒ができる体力づくり！

が
大切！

TEL621-1848
FAX621-4853 折 板 ガ レ ー ジ

せっぱん

顔筋リフトマッサージ
フェイスラインから鎖骨、肩甲骨まで
リフトアップ！効果の出るマッサージです

さらに！化粧品購入の方
は次回施術時10%OFFします

顔筋リフトマッサージ
お試し価格 3240 円（税込）

入荷しました

ご予約の方

ファーストドリンク

100円
飲み放題 +1500 円

クリスマス、忘年会、、、色々なシーンにご利用ください。


