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28 日（木）　情報提供事業委員会

２月に行われた委員会

『高速道路と自動車』の編集発行につきましては，日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて，2019 年 10 月１日から消費税が 10%に引き上げられることに伴い，本誌の定価についてお知らせします。
　2019 年度（2019 年 ４月～ 2020 年３月号）は，定価 1,029 円（本体，送料，消費税込）となります。なお，消費
税変更後（2019 年 10 月以降）にバックナンバーを購入される場合は，本体額に消費税（10％）を加えた額となります。
　〇『高速道路と自動車』2019 年４月～ 2020 年３月号 …… 定価 1,029 円 / 冊（送料，消費税込）
　〇 2019 年 10 月以降，バックナンバーを購入する場合 …… 本体額＋消費税（10％）
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