
デジタルデジタル
ＪＡグループ愛知　産直施設

メールアドレスを登録するだけ！
アプリのダウンロードは不要です。

※上の二次元バーコードは、
初期登録専用です。以降の
手順は同じです。

対象店舗に掲示してあ
るポスター右下の二次

元バーコードをスマートフォ
ンで読み取ります。

スマホで
　  カンタン♪

愛知県の各ＪＡには個性あふれるキャラクターがいます。
実施している直売所の二次元バーコードを読み取って
異なるキャラクターを集めてご応募ください。

利用者登録をしてスタンプを集めよう！参加方法

1 「参加する（無料登録）」
をタッチします。2 任意のメールアプリを

タッチして起動します。3

立ち上がったメールを
そのまま送信します。4 返信されてくるメールを

開き、利用登録のURL
をタッチします。
5

利用登録が完了し、自
動的に管内JAのキャラ

クター等のスタンプが押印さ
れます。

7 異なるJAの二次元バー
コードを読み取ったら、

ログインしメールアドレスを
入力します。

8 取得済スポット、未取得
スポットも一覧でご覧

いただけます。
9

年代と性別を選んで、
「登録」をタッチします。6スマホで

  カンタン♪

1ＪＡにつき1種類のスタンプです。産直マップを参考にして異なるスタンプを集めよう！
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応募フォームに必要事
項を入力してください。4 入力後、「確認」をタッチ

します。5 入力内容に間違い
がなければ、「送信」

をタッチします。
6

この内容が出たら
応募完了です！7

応募したい賞をタッチ
します。

スタンプ2種類で中間GET賞、スタンプ5種類で産直巡り賞にご応募できます

1 「次へ」をタッチします。2 応募フォーム用のURL
をタッチします。3【中間GET賞に応募された

方でも、産直巡り賞にもご応募い
ただけますが、抽選は産直巡り賞
のみ行います】

（当選者の商品発送の際に使用します）

スタンプを集めてご応募ください！応募方法 デジタルスタンプラリー実施店舗一覧
●JA天白信用

JA天白信用グリーンセンター
●JAあいち尾東

瀬戸グリーンセンターとれたて館
尾張旭グリーンセンターひまわりマルシェ
豊明フレッシュセンター

（仮設店舗：豊明文化会館）
豊明西部産直センター
東郷グリーンセンター
日進園芸センター
長久手グリーンセンター

●JA尾張中央
FMぐぅぴぃひろば
グリーンセンター桃花台店
グリーンセンター春日井中央店
グリーンセンター味美店
●JA西春日井

アグリマルシェはるひ
●JAあいち知多

グリーンプラザうえの
グリーンプラザきょうわ
グリーンプラザおおぶ
グリーンプラザあぐい
グリーンプラザ常滑北部
グリーンセンター鬼崎
グリーンセンター武豊
グリーンセンター美浜
グリーンプラザ内海
グリーンプラザみさき
JAあぐりタウンげんきの郷 はなまる市

●JA愛知北
産直センター岩倉店
産直センター扶桑店

●JA愛知西
産直広場南小渕店
産直広場国府宮店
産直広場下津店
産直広場一色下方店
産直広場大里店
産直広場尾西店

●JAあいち海部
愛菜耕房（グリーンセンター津島店）
菜々耕房（グリーンセンター十四山店）
Ａコープとびしま店
●JA海部東

JA海部東　グリーンプラザ
●JAあいち中央

碧南あおいパーク産直
産直センター刈谷北部
産直センター刈谷中部
ファーマーズマーケットでんまぁと刈谷南
ファーマーズマーケットでんまぁと安城北部
産直センター安城東部
ファーマーズマーケットでんまぁと安城西部
産直センター「道の駅」デンパーク安城
産直センター安城桜井
産直センター高浜
グリーンセンター知立

●JA西三河
憩の農園ファーマーズマーケット
憩の農園ファーマーズガーデン
Ａコープ幡豆店
さかなセンター
Ａコープファーマーズマーケット一色店
Ａコープファーマーズマーケット吉良店
●JAあいち三河

幸田憩の農園
おかざき農遊館
ふれあいドーム岡崎
道の駅藤川宿

●JAあいち豊田
グリーンセンター高岡店
産直プラザ
グリーンセンター松平店
グリーンセンター藤岡店
グリーンセンター三好店
●JA愛知東

Ａコープしんしろ店
こんたく長篠
勇気野菜館（Ａコープ作手店内）
東栄直売所

●JAひまわり
グリーンセンター豊川
グリーンセンター一宮
グリーンセンター音羽
産直ひろば中部店
産直ひろば小坂井店
産直ひろば御津

●JA蒲郡市
グリーンセンター蒲郡
Ａコープかたはら
●JA愛知みなみ

サンテパルク・産直広場ふれあいのmori
ふれあい広場 赤羽根店
ふれあい広場 渥美店
●JA豊橋

産直プラザ二川
ＪＡファーマーズマーケット吉田方店
グリーンセンター磯辺
フルーツショップゆめ彩館
ジョイフル杉山
産直プラザ岩田
㈱ＪＡあぐりパーク食彩村

スマホの画面でも、
MAP情報、店舗一覧
情報が簡単にご覧
いただけます！
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