
                  

Current AJSV Giveaway Offers                      (as of 7/12/2015) 
 
Wadaiko Rindo: 20th Anniversary Concert 
12 Dec 2015 
3 double passes 
 
ACMI: Essential Anime 
14 Dec – 20 Dec 2015 
2 double passes 
 
Australian Mokuhanga School: Weekend Workshop 
Three courses available in 2016 
1 free Workshop 
 
 
Brunswick Music Festival: Mountain Mocha Kilimanjaro 
17 Mar 2016 
2 double passes 

 
 
Please go to AJSV website for further details of the current giveaway 
offers.   www.ajsvictoria.org.au  

AJSV Bounenkai 2015 - Door Prizes 
 

Aumore Wool: $500 gift voucher 
(www.aumorewool.com.au)  
 
LUPICIA: 5 Tea Packs 
(www.lupicia.com.au) 
 
 

 

 AJSV Giveaway Offers in 2015 
 
Brunswick Music Festival – 2 double passes 
ACMI – 2 double passes 
Wadaiko Rindo – 3 double passes 
Australian Mokuhanga School – 1 workshop 
Madman Entertainment – Special BAKUMAN。Prize set 
Japanese Film Festival 2015 – 6 double passes 
Melbourne City Ballet – 4 double passes 
Melbourne Aces – 2 double passes 
Pokémon: Symphonic Evolutions  - 1 double pass 
Melbourne Fight Club – 10 tickets 
Cinema Nova – 4 double passes 
Animaga Expo 2015 – 2 double passes 
Melbourne International Film Festival (MIFF) – 5 double passes 
Bonsai Show 2015 – discount tickets 
Melbourne City Football Club – discount tickets 
Priceline Pharmacy Classic – discount tickets 
 
 
Thanks to all the organisers/companies/clubs for their generous 
offers to our Society. 
 

AJSV Membership  -  Do you know….? 
 
Becoming a member of Australia Japan Society of Victoria gives you 
not only free or discounted member rates for social and business 
functions but also entries to win door prizes and giveaway offers! For 
further details, please go to our website (www.ajsvictoria.org.au) or 
contact the AJSV office at office@ajsvictoria.org.au  
 
 

Advertising Free– Interested?  
 
If you are interested in offering us some giveaways and/or door 
prizes in exchange of advertising your 
company/shop/products/events on our website, newsletter and 
Facebook, please contact the AJSV office at office@ajsvictoria.org.au  
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AJSV 抽選でプレゼント（会員限定）                (2015年12月7日現在) 
 
和太鼓りんどう 20周年コンサート 
2015年12月12日（午後1時公演分） 
3組6名様に公演チケットプレゼント 
 
 
 
ACMI: エッセンシャル・アニメ 
2015年12月14日～20日上映 
2組4名様に鑑賞券プレゼント 
 
 
 
Australian Mokuhanga School: 木版画週末ワークショップ 
2016年度に開催の週末ワークショップ 
1名様 参加費無料 
 
 
 
 
Brunswick Music Festival: マウンテン・モカ・キリマンジャロ 
2016年3月17日（午後8時公演分） 
2組4名様に公演チケットプレゼント 
 
 
 
 
 
＊＊応募方法・詳細については豪日協会ホームページでご確認ください。 
www.ajsvictoria.org.au  

AJSV 忘年会 2015 – 参加者に抽選でプレゼント(会員限定） 
 
Aumore Wool: 500ドル分ギフト券 
1名様にプレゼント 
(www.aumorewool.com.au） 
 
 
ルピシア: 紅茶セット（紅茶2種類） 
5名様にプレゼント 
(www.lupicia.com.au）  
 
 

 
 

AJSV 2015年度 賞品内容 
 
ブランズウィック・ミュージック・フェスティバル－ペアチケット2組 

オーストラリア映像センター (ACMI) – ペアチケット2組 

和太鼓りんどう – ペアチケット3組 

オーストラリアン木版画スクール– ワークショップ1名様分 

マッドマン・エンターテイメント – バクマン。DVD & コミックセット 

第19回日本映画際 – ペアチケット6組 

メルボルン・シティ・バレエ団 – ペアチケット4組 

メルボルン・エーシズ（野球） – ペアチケット2組 

ポケモン交響楽団  - ペアチケット1組 

メルボルン・ファイト・クラブ – 入場券10名様 

シネマ・ノバ – ペアチケット4組 

アニマガ・エキスポ2015 – ペアチケット2組 

メルボルン国際映画祭(MIFF) – ペアチケット5組 

盆栽ショー 2015 – チケット割引 

メルボルン・シティ・フットボール・クラブ – チケット割引 

プライスライン・ファーマシー・クラシック（テニス） – チケット割引 

 
 
賞品ご提供者の皆さま、ご協力いただき誠にありがとうございました。 

ビクトリア州豪日協会 (AJSV) 会員特典 
 

ビクトリア州豪日協会では会員の皆さまに、セミナーやイベントの無料参加、
あるいは参加費の割引きをはじめ、抽選で豪華賞品が当たるプレゼント
キャンペーンといった様々な特典をご用意しております。詳細につきまして
は豪日協会ホームページをご覧ください。  www.ajsvictoria.org.au  

または事務局までメールにてお問い合わせください。
office@ajsvictoria.org.au  

 
ビクトリア州豪日協会ホームページに広告を掲載しませんか？  
 

ビクトリア州豪日協会では、賞品をご提供頂いた場合、協会のホームペー
ジ、ニュースレターおよびフェイスブックに、無料で広告を掲載させて頂い
ております。詳細は事務局まで、メールにてお問い合わせください。 

office@ajsvictoria.org.au  
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