
2012 SKI Festival入場券 No.

 

日時：2011/11/27(

場所：XXX アリーナ

時間：12：30～16

主催：XXX スキー協会 

後援：XXX 体育協会 

協賛：XXX 観光協会ほか 
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No.120001  

2011/11/27(日) 

アリーナ 

16：00 

 ￥700 

2011 SKI FESTIVAL No.120001

お楽しみ抽選券

氏 名：           

所 属：           

No.120002  

2011/11/27(日) 

アリーナ 

16：00 

 ￥700 

2011 SKI FESTIVAL No.120002

お楽しみ抽選券

氏 名：           

所 属：           

No.120003  

2011/11/27(日) 

アリーナ 

16：00 

 ￥700 
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16：00 

 ￥700 
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氏 名：           
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氏 名：           

所 属：           

120001  

抽選券 

               

               

120002  

抽選券 

               

               

120003  
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抽選券 
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抽選券 
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No.120006  

2011/11/27(日) 

アリーナ 

16：00 

 ￥700 

2011 SKI FESTIVAL No.120006

お楽しみ抽選券

氏 名：           

所 属：           

No.120007  

2011/11/27(日) 

アリーナ 

16：00 

 ￥700 

2011 SKI FESTIVAL No.120007

お楽しみ抽選券

氏 名：           

所 属：           
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氏 名：           
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No.120010  

2011/11/27(日) 
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16：00 
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所 属：           
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