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第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア（ひろしま はなのわ ２０２０）

素敵な商品が当たる「はなのわスタンプラリー」を実施します！
令和２年２月 1 日（土）から令和２年 11 月 30 日（月）まで
県内一円で開催する第３７回全国都市緑化ひろしまフェア（ひろしま はなのわ ２０２０）では，県内各
会場での回遊を促すことを目的として，「はなのわスタンプラリー」を実施します。
県内４会場の協賛会場と県内 23 市町でのスポットイベント（全 162 イベント）会場に設置されたスタン
プラリーポスターに記載されている QR コード※を読み込むことにより，スタンプを獲得できます。スタンプは
各自治体にゆかりのあるキャラクターで結成された「はなのわ応援隊」に国営備北丘陵公園のキャラクタ
ーを加えた全 25 種類です。スタンプを３個（種類）集めるごとに，県内 23 市町の特産品の詰め合わせが
８ と ７ の 和
当たる抽選会に応募することができ，さらに，スタンプを「はなのわ」の１５個以上集めることで旅行券の当
たるＷチャンス賞に自動的に応募されます。
「ひろしま はなのわ ２０２０」では，こうした取組を通じて，広島ならではの花と緑等の魅力ある地域資
源を活用して，県内全域で回遊と交流を生み出し，花や緑の大切さと平和の尊さを世界中の人々と分か
ち合い，豊かな地域づくりと世界恒久平和の実現に繋がるように取り組んでいきます。
※ QR コードはデンソーウェーブの登録商標です。

○概要
実施期間

令和２年２月 1 日（土）から令和２年 11 月 30 日（月）まで

○協賛会場（４会場）
・国営備北丘陵公園 ・県立せら県民公園 ・県立びんご運動公園 ・県立みよし公園
スタンプラリー
ポスターの設置 ○スポットイベント会場
・県内 23 市町の全 162 イベント
場所

※スポットイベント会場は，春季，夏季，秋季の３期間で発行される周遊ガイドブック並びに公式ホームページ
で確認することができます。

○特産品プレゼント
・25 種類のスタンプを３個（種類）集めるごとに応募可能。
（県内 23 市町の特産品の詰め合わせ（3,000 円相当）が
抽選で 50 名に当たる。
景品について

※同じ市町内では，異なるスポットイベント会場でも，獲得できるスタンプは同じです。

○Ｗチャンス賞
・はなのわ（８と７の和）の合計 15 個以上のスタンプ獲得で
自動応募。（特産品プレゼントで使用するポイントの残数に
関係なく，旅行券（30,000 円分）が抽選で 30 名に当たる。）

セレクトして詰め合わせ。
写真はイメージです。

全国都市緑化フェアは，都市緑化の意識高揚，都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより，国，地方公共団

第 37 回全国都 体及び民間の協力による都市緑化を全国的に推進し，もって緑豊かな潤いのある都市づくりに寄与することを目的に，
市緑化ひろしま 昭和58 年（1983 年）から毎年，全国各地で開催されている国内最大級の花と緑の祭典である。今回は，県内全自治
フェアについて 体が主催者となって開催する全国初の試みとして，第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア「ひろしま はなのわ ２０２
０」を，令和２年３月 19 日から 11 月 23 日までの 250 日間にわたり，県内一円で開催する。

※公式ホームページはこちらからご覧ください。
（ https://hananowa2020.com/ ）
ひろしま はなのわ ２０２０
【第 37 回全国都市緑化ひろしまフェア（ひろしま はなのわ ２０２０） 】
開催期間：令和２年３月 19 日（木）～11 月 23 日（月・祝）
（250 日間）
＜メイン会場＞中央公園（旧広島市民球場跡地を中心とする区域）及びその周辺
＜協賛会場＞国営備北丘陵公園，県立せら県民公園，県立びんご運動公園，県立みよし公園
＜スポットイベント会場＞県内 23 市町のスポットイベント会場
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備北丘陵公園キャラクター
【きゅうくん】

スタンプラリー
開催期間

2/1 〜11/30

全国都市緑化ひろしまフェア
（ひろしま はなのわ 2020）
の
協賛会場・スポットイベント会場を回って景品を当てよう！
スタンプは広島県内23市町に加え、
広島県と国営備北丘陵公園のキャラクタースタンプ全25種類。
各会場に設置されたポスターのQRコードを読み込んで、
キャラクタースタンプを集めて応募してください！

1
特産品プレゼント
（3,000円相当）
スタンプ3個ごとに応募

2
Wチャンス
〈はなのわ賞〉
スタンプ15個以上でチャンス

春期▶2/1 〜5/31 まで(50名様)
夏期▶6/1 〜8/31 まで(50名様)
秋期▶9/1 〜11/30 まで(50名様)

旅行券30,000円分(30名様)

各期の終了後に行う抽選で、それぞ
れ50名様に季節の特産品（3,000円
相当）が当たります。特産品は、県内
23市町から厳選した商品の詰め合
わせとなりますが、期間および当選
者により内容は異なります。

対象期間▶2/1 〜11/30 まで

「はなのわ」にちなんで、
「８」
と
「７」の合計「15」個以上のスタ
ンプを集めた方は自動的に応募となり、抽選で当たります。

旅行券
30,000円
（イメージ）

セレクトして詰め合わせ。
写真はイメージです。

参加登録はこちらから
または

まずは
アクセス！

https://www.campt.jp/@hananowa2020
登録およびスタンプの集め方は裏面をご確認ください➡

第３７回全国都市緑化ひろしまフェア実行委員会事務局
〒730-0011 広島市中区基町5番44号 広島商工会議所ビル9階

スタンプの集め方

3市町以上の
スタンプを
集めよう！

スタンプラリー

ここをタップす
るとQ Rコード
の読み込み画
面が 立ち上が
ります

期間：2/1▶11/30
スタンプ 3 個ごとに応募

特産品プレゼント
スタンプ 15 個以上が対象

W チャンス

はなのわ賞

QR読み込みで
スタンプGET！

※画像はイメージです

まずはスタンプラ
リーへの参加登録

初 回は 登 録 が 必
要です

Q Rコードの 読 み
込み画面を表示

協賛会場やス
ポットイベント会
場でポスターの
QRコードを読み
込み

読み込み後
「スタンプを貯める！」
を必ずタップ
してください

スタンプラリー

●スタンプの種類は、広島県内23市町に広島県および国営備北丘陵公園を加えた計25種類です。
●〈ひろしま はなのわ 2020〉
の4つの
「協賛会場」および「スポットイベント会場」
に、
スタンプを獲得するためのポスターが設置され
ています。
スマートフォンでポスター内のQRコードを読み込むと、会場のある市町等のスタンプを獲得でき、
画面のスタンプの色
スタンプラリー
スタンプラリー
がモノクロからカラーに変わります。
期間：2/1▶11/30

スタンプ 3 個ごとに応募

特産品プレゼント

スタンプ 15 個以上が対象

W チャンス

はなのわ賞

期間：2/1▶11/30

スタンプ 3 個ごとに応募

期間：2/1▶11/30

特産品プレゼント

▼スタンプについて

スタンプ 3 個ごとに応募
スタンプ 15 個以上が対象

特産品プレゼント

W チャンス はなのわ賞
スタンプ 15 個以上が対象

●同じ市町内では、異なるスポットイベント会場でも、獲得できるスタンプは同じです。
●広島県のスタンプを獲得できるポスターは、協賛会場のうち、県立せら県民公園（世羅町）、県立びんご運動公園（尾道市）、県立みよし
公園（三次市）
の3カ所に設置されます。
W チャンス

はなのわ賞

スタンプラリー

応募方法

期間：2/1▶11/30

特産品
プレゼント！

スタンプ 3 個ごとに応募

特産品プレゼント
スタンプ 15 個以上が対象

W チャンス

はなのわ賞

期間中に３ポイント
貯まるごとに１回ご
応募いただけます

1回応募すると3ポ
イントが 減算され
ます

セレクトして詰め合わせ。
写真はイメージです。

●「①特産品プレゼント」
は、
スタンプを1個獲得するごとに応募ポイントが1ポイント追加され、3ポイント以上貯まると、画面内から
プレゼント抽選に1回応募できます。1回応募するごとに、応募ポイントの合計から3ポイントが差し引かれます。
●「②Wチャンス
〈はなのわ賞〉」
は、1回以上「①特産品プレゼント」
に応募いただいた方の中から、合計15個以上のスタンプを獲得
している方を対象に抽選を行います。
※「①特産品プレゼント」
は、同一期間内でも、
スタンプを3個獲得するごとに1回ずつ応募できますが、同一期間内で重複しての当選はありません。
ただし、一度当選した
場合でも別期間における当選、および「①特産品プレゼント」
と
「②Wチャンス＜はなのわ賞＞」
の重複当選は可能です。

▼抽選および当選者発表について

●各応募期間の終了後に抽選を行い、当選者には
「当選メール」
をお送りいたします。当選メールは、応募期間終了から1〜2週間をめどに送付予
定です。
なお当選に関するお問い合わせは受け付けておりませんので、
あらかじめご了承ください。

▼賞品の発送

●当選メールが届きましたら、
メール内に指定のURLから、設定された期限内（約1週間）に受け取り手続きを行ってください。手続き時に登録され
た住所へ、賞品を発送いたします。
なお、賞品の送付先は日本国内のみとなっておりますので、
あらかじめご了承ください。

▼注意事項

●当選メールは
「@hananowa2020.com」
のドメインからお送りします。
迷惑メール
フィルターなどでEメール受信を制限されている場合は、
「@hananowa2020.com」
からのメールが受信できるように設定変更をお願いいたします。
●なお、当選メールの送信後、指定された期限内に受け取り手続きが行われな
かった場合は、当選が無効となりますので、あらかじめご了承ください。何らか
の事情で当選メールが届かなかった場合、手続き内容に誤りや偽り・記載漏れ
等の不備があった場合、連絡が取れない場合なども当選を無効とさせていた
だきます。
●受け取り手続きで登録完了後は、お届け先等の変更はできません。受け取り日
時や配送方法の指定も行えませんので、
あらかじめご了承ください。
●当選権利の譲渡または販売、換金などは行えません。
※画面はイメージです。変更になる場合があります。

●本キャンペーンへの参加に際し必要となるパケット通信料、
プロバイダー使用
料、電気使用料等の諸費用は、全て参加者の負担とさせていただきます。
●本キャンペーンは、予告なく変更・終了する場合があります。あらかじめご了承
ください。
また、
それにより発生する損害について、当事務局は一切の責任を負
わないものとします。
●本キャンペーンのデータを管理する機器等の不具合、参加者の利用機器等の
不具合などによりデータの保持が困難となった場合、当事務局はデータの保持
および復元の義務を負わないものとします。
また、
それにより発生する損害につ
いて、当事務局は一切の責任を負わないものとします。
※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。

