
  　☆冬の準備を始めませんか？早期予約は超お得です（お見積り無料！お気軽にお声掛け下さい。）

　

202003　　　※このチラシに掲載している内容は、予告無く変更・中止する場合がございます。★詳しくは店頭スタッフにお尋ね下さい。♪

新規メール会員募集中 !

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日

■掛けカードの日
■灯油の日
■レディースデー
■年金友の会・洗車

3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日

■掛けカードの日
■灯油の日
■レディースデー
■年金友の会・洗車

3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日

■掛けカードの日
■灯油の日
■レディースデー
■年金友の会・洗車

3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日

3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日

■掛けカードの日
■レディースデー
■年金友の会・洗車

■ メール会員ＷＥＥＫ ■ メール会員証で ガソリン・軽油がさらにお得！ ■ メール会員ウィーク ■ めーる ■ お得♪ ■

■ メール会員ＷＥＥＫ ■ メール会員証で ガソリン・軽油がさらにお得！ ■

◎ 洗車ＷＥＥＫ ◎ ピカピカ ◎ スベスベ ◎ 洗車がお得な１週間！

ガソリン・軽油・灯油・洗車 すべてがお得な１週間 ！

ホワイトデー 

■ メール会員ＷＥＥＫ ■ メール会員証で ガソリン・軽油がさらにお得！ ■

■お得なメール会員証配布中♪

■メール会員になると、燃料価格情

報やイベント情報を提供いたします。
（値上げ情報を早くゲットできます。）
★右記のＱＲコードを携帯電話で読み取り

下さい♪ ※詳細はスタッフまで♪

フレッシュリーフキャンペーンのお知らせ

自動車普通免許新規取得者の方へ ガ

ソリン・軽油の給油値引き券進呈！

受付期間：令和２年３月１日～

令和２年５月３１日まで

３月イベントのご案内
①ピット5周年感謝祭実施！！

タイヤ・オイル・バッテリー
ワイパーブレード　　　大特価販売(^^♪

洗車プリカ倍付け販売実施♬

②春のタイヤキャンペーン開催(^^♪

軽サイズ限定特別価格！超目玉商品!(^^)!
ヨコハマタイヤ特価商品　軽トラ・軽バン専用タイヤ

１４５/Ｒ１２ 6Ｐ

オール込み価格　4本 ￥16,400

③オイル・バッテリー特売♬

オイル交換１Ｌあたり　５００円値引き！
バッテリー通常価格より
１５％～２０％値引き♪

④『決算特売セール開催』

3/23～3/29まで、決算セール特売実施♬
燃料油・洗車がお得(^^)/

是非　ご来店してください。

(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡ホワイトデープレゼント🎁

3/14（土）先着300名様にプレゼント♪

■給油待ちの車で渋滞している場合、三郷方面からご来店されるお客様は、ご迷惑を
おかけいたしますがインター方面からの進入をお願いいたします。

ＪＡひがしみの　アグリホールえな
『やすらぎ会』会員　ジャスポート恵那で受付中。



202003　※このチラシに掲載している内容は、予告無く変更・中止する場合がございます、予めご了承下さい。　尚、ご不明な点は当店スタッフまでお問合せ下さい。

メール会員証で

2020年4月までの間

は

いつでも！！！

４円引き！
まずは上記QRコード

へアクセスし、空

メール送信。

お得情報をゲットし

て、お得に給油して

くださいませ。

☆初心者マークのドライバーの方大集合

フレッシュリーフキャンペーン

2020年12月まで長ーく使える燃料油値引券進呈

☆夏タイヤ早期予約特売

2020年4月末まで

スーパー大特価にて予約販売中！

☆ホワイトデーイベント（3/14）

先着300名にマシュマロプレゼント！

３月 の イベント情報

ジ ャ ス ポ ー ト

ピット作業時間 ９：００～１８：００

住所 恵那市岩村町飯羽間２５８６-１
電 話 ０５７３－４３－３６３０
営業時間 ７：００～２０：００

月 火 水 木 金 土 日

3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日

3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日

3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日

3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 2月29日 3月29日

3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 3月7日 4月5日

オイル交換

の日

オイル交換

の日

マル得イベント

（３/1３～３/1６） ガソリン・軽油・灯油・洗車がお得♪

マル得イベン

（３/1３～３/1６）
ガソリン・軽油・灯油

洗車がお得♪

決算特売イベント

（３/24～３/３１）

ガソリン・軽油・灯油洗車がお得♪

オイル交換

の日

マル得イベント

（３/2０～３/2３）
ガソリン・軽油・灯油

洗車がお得♪

マル得イベント（３/2０～３/2３）

ガソリン・軽油・灯油・洗車がお得♪

年金友の会

の日

燃料満タン

マル得イベント（３/6～３/９）

ガソリン・軽油・灯油・洗車がお得♪

マル得イベント

（３/６～３/９）
ガソリン・軽油・灯油

洗車がお得♪

年金友の会の

オイル交換

の日

年金友の会の

年金友の会

の日

ホワイトデーイベント

先着300名様にチョコ進呈！

年金友の会

の日

燃料満タン

決算特売イベント（３/2４～3/3１）ガソリン・軽油・灯油・洗車がお得♪

マル得イベント

（2/28～３/2）
ガソリン・軽油・灯油

洗車がお得♪

☆フレッシュリーフキャンペーン

2020年１２月末まで長ーく使える燃料油値引券進呈。

☆夏タイヤ早期予約特売

2020年4月末までスーパー特価にて販売中

☆当店最安値カード☆ＪＡカード新規お申込み

キャンペーン（ＢＯＸティッシュ10箱進呈）

☆洗車プリカが大特価

6000円分洗車プリカ→3000円

４月 の イベント情報

※詳しくは店頭配布チラシ、

スタッフにお聞きくださいませ。

いつもご利用して頂き

ありがとうございます！

特売日（木曜日）
オイル交換がお得♪
２００円引き／㍑

特価日
洗車プリカ２割引き！！
高額洗車を特売！！！

女性のお客様限定！
ｵﾘｼﾞﾅﾙｲﾍﾞﾝﾄ実施！

年金友の会加入者限定
シャンプー洗車無料（満タン給油）
トラック・外車・大型車は利用できません

毎週月曜日と♪
水曜日（11月から3月まで）♪
灯油？円引き／㍑

年金友の会

オイル交換

の日

３月は
夏タイヤの早期予約が

スーパー特価‼

作業料金、タイヤ代金込み価格
※チューブレスバルブが悪いときは別途1個330円必要になります。

夏タイヤ特売（BS：ダンロップ）
145R12/6P → 1本4350円 4本17400円

145/80R13 → 1本5350円 4本21400円

155/65R13 → 1本5350円 4本21400円

155/65R14 → 1本5850円 4本23400円
※3.4月中の予約で作業料半額、脱着無料

その他サイズもお値打ち価格で見積りいたします♪



灯油の日 月・水曜日
灯油２円～３円

値引き
11月～3月
月・水曜日

現金会員の日 火・土曜日
現金会員カード

５円値引き
ガソリン・軽油

(通常日は当店フリー価格よ
り３円引き)

ＪＡカードの日 木・日曜日

ＪＡカード
７円値引き

（請求時値引含む）
ガソリン・軽油

(通常日は当店フリー価格よ
り５円引き)

掛けカードの日 水曜日
掛けカード
４円値引き

ガソリン・軽油
(通常日は２円引き)

洗車の日 金曜日

年金友の会の日 毎週水曜日
年金友の会会員様

ガソリン・軽油給油で
シャンプー洗車サービス

｢あったかくらぶ会員証｣をス
タッフに提示下さい。

レディースデー
水曜日

（隔週で実施）

メール会員の日

マル得日等

メール会員証使用で！各カード値引きに加え
更に　？円値引き（ガソリン・軽油）

ご利用のカード種類に関係なく、全ての方がお得です。

★★★お得な給油方法★★★

女性ドライバー限定イベント
ガソリン・軽油20ℓ以上給油で粗品プレゼント

☆下記のコースが特別価格☆
■当店最高級洗車　２０００円が１０００円
■プリズムコート洗車　１５００円が８００円

月 火 水 木 金 土 日

2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日 3月1日

洗車の日

3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日

洗車の日
3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日

3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日

※臨時休業※

洗車の日

3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日

洗車の日

★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★

掛カードの日

年金友の会の日

得 得 得
年金友の会の日

掛カードの日

★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★

■ メール会員ＷＥＥＫ ■ メール会員はカード値引に加えて、更に、ガソリン・軽油値引き実施 ■ メール会員ＷＥＥＫ ■

灯油の日

掛カードの日

年金友の会の日

灯油の日

灯油の日

年金友の会の日

掛カードの日

灯油の日

年金友の会の日

掛カードの日

灯油の日

★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★ ★洗車Ｗｅｅｋ★

月末特売セール
ガソリン・軽油？円引き！洗車もお得♪

■ メール会員ＷＥＥＫ ■ メール会員はカード値引に加えて、更に、ガソリン・軽油値引き実施 ■ メール会員ＷＥＥＫ ■

決 ・ 算 ・ 特 ・ 別 セ ー ル
特別な７日間♪ ガソリン・軽油？円引き！洗車もお得です♪期間中は洗車プリカ倍付販売も♪

508-0203

中津川市福岡1189-1

JASS-PORT福岡
電話　0573-72-2873
午前７時から午後８時まで

詳
し
い
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
等
は
店
頭
ス
タ
ッ
フ
に
お
尋
ね
下
さ
い
。

※このチラシに掲載している内容は、予告なく変更・中止する場合がございます。 週末等のマル得日は、給油などがお得です、詳しくは店頭でご確認ください。 2020.03

ＪＡ-ＳＳはどなたでもご利用できます♪

ｍ（＿ ＿）ｍ

みなさまのご来店お待ちしております。

【受付期間】

令和２年３月１日～令和２年５月３１日まで

１２月末までず～っと使える

ガソリン・軽油

５円／㍑値引き券進呈

新規取得された免許証をご持参ください。

☆ 3/17（火）は工事のため臨時休業となります。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願い致します。 ☆

★詳しくはスタッフまでお尋ねください★

☆各種メーカー・各種サイズ取り揃えております！
（例）軽トラック １４５Ｒ１２ ６Ｐ

→ １９，０００円～（４本 オール込み）

（例）軽自動車 １５５／６５Ｒ１４

→ ２３，８００円～（４本 オール込み）

3/14（土）はホワイトデー♪ 女性のお客様へプレゼント（数量限定）




