
抽選についてコインを集めれば集めるほど当選確率アップ！当選者は厳正な抽選の上決定し、発送をもってかえさせて
いただきます。当選者には、ご登録いただいているメールアドレス宛に当選通知のメールをお送りします。
当選のご連絡は、11月上旬以降を予定しております。
※抽選結果についてのお問い合せにはお答えできませんので、予めご了承ください。

本イベント参加店舗で使えるデジタル金券
本イベント限定サンフレッチェグッズ

 サンフレッチェコイン
の配布期間

2020年10月1日(木) 10:00
～ 10月31日(土) 22:00

2020年11月5日(木) 08:00
～ 12月18日(金) 23:59

 サンフレコインギフト
の使用可能期間



サンフレッチェ広島とNECソリューションイノベータは、昨年より、サンフレッチェ広島のファンとの

関係強化やスポーツ文化のさらなる醸成を通じた広島地域の活性化を目指して、「サンフレッチェコ
イン」の開発・実用化を進めてきました。

新型コロナウイルス感染症の拡大は、日本経済に甚大な影響を及ぼしており、各地域の活性化が急務
になっています。このような状況下で、サンフレッチェ広島とNECソリューションイノベータは「サン

フレッチェコイン」を活用した地域活性化の一環として、参加者の行動や消費に変化を促すことを目
的とした実証実験を行います。

本実証実験では、サンフレッチェコインを活用して、参加者にイベントへの参加を促すことを通じて、
地域の活性化につながるかを検証します。



前回イベント 今回イベント

設置プレート

設置プレートは３種類
①スタートプレート
②ゴールプレート
③おうえんプレート

設置プレートは１種類

ミッションの始め方
各所に設置してあるスタートプレートに
直接タッチして、その場で実行したい
ミッションを受け取ってスタート

ミッションの受け取りは不要
場所問わず、アプリ内で即ミッションのスタートが可能

ミッションクリア方法
① ゴールプレートをタッチしてミッションクリア
② おうえんプレートをタッチしてミッションクリア

①写真をアップロードしてミッションクリア
②URLをクリックしてミッションクリア
③QRコード（プレート）を読込んでミッションクリア
※特定の場所でのみクリア可能なミッションもあります

景品抽選方法
直接抽選
※特設会場にて1口／500コイン

自動抽選
※イベント終了時点のコイン量に応じて当選確率が変動

景品の受け渡し 特設会場にて受け渡し
メールにて当選通知後、順次お届け
物品 ：ご自宅へ郵送
デジタルギフト：メールにてURL通知



サンフレコインギフトの
使い方

¥1,000
¥1,000 ¥250

75 750

¥750

¥750

¥250

¥750

①当選メールに記載さ
れたURLをクリックし、

サンフレコインギフト
を表示します

②テンキーで利用する
金額を入力します

③入力完了したら、
「支払う」をタップし
ます

④店舗の人にスタンプ
を押してもらいます

⑤使う店舗と金額が間
違いないか確認して問
題なければ「決済す
る」をタップします

⑥支払完了画面を店舗
の人に提示して、決済
完了となります

 サンフレコインギフトとは、スマートフォンで表示して使用する電子商
品券です。

 当選通知メールに届いたURLをタップすると以下の電子商品券が表示され
ますので、以下のフローに沿って、対象店舗の決済時にご利用ください。

利用者 利用者 利用者

店舗 利用者 利用者

店舗

利用者 店舗利用者側の操作 店舗側の操作



サンフレコインギフト
ご利用可能店舗一覧（1/4）

店舗名 住所/web

こんにちは
ビール部

安芸高田市吉田町吉田694-6

https://m.facebook.com/pages/%E3%81%93%E3%82%93%E3%81%AB%E3%81%A1%E3%81
%AF-%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%83%A8/1488080601493989?locale=ja_JP

カフェ風車ジ
アウトレット
広島店

広島市佐伯区石内東4-1-1

https://r.gnavi.co.jp/m4bujb540000/

カフェ風車ア
クア広島バス
センター店

広島市中区基町6-27アクア広島バスセンター7F

https://r.gnavi.co.jp/655d9xgh0000/

DASHIとSOBA
水車エキエダ
イニング店

広島市南区松原町1-2エキエダイニング内

https://r.gnavi.co.jp/f55rtegs0000/

そば処水車
アクア広島バ
スセンター街
店

広島市中区基町6-27アクア広島バスセンター街 ７F

https://r.gnavi.co.jp/p8cucvug0000/

たこ焼き松
SHOW

広島市西区己斐本町1-11-5

https://matsushow20080408.wixsite.com/matsushow

やきとん宮
ちゃん

広島市南区大須賀町12-10

https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340121/34020494/

みっちゃん総
本店八丁堀本
店

広島市中区八丁堀6-7チュリス八丁堀1F

https://www.okonomi.co.jp/hatchobori.html

みっちゃん総
本店じぞう通
り店

広島市中区小町8-4

https://www.okonomi.co.jp/jizo.html

みっちゃん総
本店「雅」そ
ごう広島店

広島市中区基町6-27そごう広島店本館 10階レストラン街

https://www.okonomi.co.jp/miyabi.html

みっちゃん総
本店ゆめタウ
ン廿日市店

廿日市市下平良2-2-1

https://www.okonomi.co.jp/hatsukaichi.html



サンフレコインギフト
ご利用可能店舗一覧（2/4）

店舗名 住所/web

炭焼雷本店 広島市中区袋町2-25 長谷川ビル2F

http://capital-co.net/

炭焼雷新天地
店

広島市中区流川町2-16

http://capital-co.net/

炭焼雷立町店 広島市中区紙屋町1-5-22

http://capital-co.net/

お好み焼・
鉄板焼宮

広島市安佐南区緑井3-1-1 第三KSNビル1F

http://www.facebook.com/okonomiyakimiya/

焼肉白李
西原店

広島市安佐南区西原7-12-27

https://h-taisei.com

焼肉白李
庚午店

広島市西区庚午北4-6-22-2F

https://h-taisei.com

焼肉白李
本通店

広島市中区紙屋町2-3-21-1F

https://h-taisei.com

焼肉ダイニン
グ白李流川店

広島市中区流川町4-17-2F

https://h-taisei.com

さむらい 広島市中区大手町3-2-5

https://tabelog.com/hiroshima/A3401/A340116/34019833/

マリーナロッ
ジBIG FLAG

広島市西区観音新町4-14-35

http://www.marinahop.com/shop/restaurant/big-flag.html

炭火焼肉虎至
宇品店

広島市南区宇品神田5-26-20

https://h-taisei.com

焼肉白李
じぞう通り店

広島市中区小町8-3

https://h-taisei.com

焼肉食べ放題
虎至大町店

広島市安佐南区大町東3-21-40

https://h-taisei.com



サンフレコインギフト
ご利用可能店舗一覧（3/4）

店舗名 住所/web

焼肉白李LUNA
胡通店

広島市中区胡町2-11-2F

https://h-taisei.com

焼肉白李堀川
店

広島市中区堀川町3-17-2F

https://h-taisei.com

にしき堂
光町本店

広島市東区光町1-13-23

https://nisikido.co.jp

ビールスタン
ド重富

広島市中区銀山町10-12

http://sake.jp/

もちや
河岡食品

広島市安佐南区上安2-43-28-8

http://www.kawaoka.co.jp/

インド料理
ガネーシュ
鷹野橋店

広島市中区大手町5-6-16

http://ganeshindo.com/

Bon*bon.フジ
三篠店

広島市西区三篠1-15-1フジ三篠１F

https://bakerycafebonbon.business.site/

株式会社八天
堂港町創業店

三原市港町1-5-20

http://hattendo.jp/store/

Ｎ白木屋横川
南口駅前店

広島市西区横川新町1-1トータスビルディング 2階

https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=829290

モンテビア広
島

広島市南区松原町10-32宏和14 1階

https://www.monteroza.co.jp/shop.html?utm_source=gmaps&?shop=853001

ワイン居酒屋
シャルボン

広島市中区袋町7-12

https://search.yahoo.co.jp/amp/s/s.tabelog.com/hiroshima/A3401/A340114/34001514/top_am
p/%3Fusqp%3Dmq331AQRKAGYAfKn-s76452EmgGwASA%253D

八天堂道の駅
みはら神明の
里店

三原市糸崎4-21-1

https://shop.hattendo.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc



サンフレコインギフト
ご利用可能店舗一覧（4/4）

店舗名 住所/web

川中醤油
醤の館

広島市安佐南区伴中央4-1-6

http://www.kawanaka-shouyu.co.jp/shop/index.html

SP CAFE&BAR 広島市中区三川町4-17 サンコウビル1階

https://sptimes.biz/

ルイードタ
バーン

広島市中区新天地6-10本州会館3階

https://louid-tavern.com

SABAR＋広島
国際通り店

広島市中区本通4-25

https://www.hotpepper.jp/strJ001200540

三宅水産 呉市広古新開6-16-2

http://miyake1950.com

お好み村水軍 広島市中区新天地5-13

http://www.okonomimura.jp/floor/3f-suigun.html

もも屋庚午店 広島市西区庚午北2-21-3

http://www.y-momoya.jp/sp/

鉄板こうさか 広島市南区宇品神田3-7-2

https://instagram.com/teppankousaka?igshid=1r8nnp3n40bq1

お好み焼きＱ
祇園店

広島市安佐南区祇園3-20-21-102

https://www.instagram.com/okonomi_q/

Bakery café 
SOAR

広島市東区若草町1-20

http://www.koukyou.or.jp

モーリーマロ
ンズ

広島市中区新天地1-20

http://www.mollymalones.jp/

※ご利用可能店舗一覧は、サンフレコインギフトご利用する際、
初めに表示される画面にある「加盟店一覧」からもご確認
いただけます。



お問い合わせ先

■サンフレッチェコイン実証実験プロジェクト事務局メールアドレス

sanfrecce_coin@sanfrecce.co.jp

mailto:sanfrecce_coin@sanfrecce.co.jp

