
※写真はイメージです

専用応募はがきまたはスマートフォンからご応募可能です。
（１）専用はがきの場合　参加店舗に専用はがきをご用意しています。県産花きを購入された方へ会計時にスタンプを１つ押印いたします。
（２）スマートフォンの場合　ポスターやチラシのQR コードを読み取って参加してください。購入後、各店舗レジでQR コードを読み取ることで、スタンプが端末上で取得されます。
　※スマートフォンで参加する場合、端末の環境や設定により利用できない場合があります。iOS端末はSafari、andoroid端末はChromeブラウザが推奨環境です。
（３）共通事項 【❶郵便番号❷住所❸電話番号❹氏名（フリガナ）❺年齢❻性別❼アンケート】をご回答のうえご応募ください。（ご回答がない場合は無効とさせていただきます。）
　　　　　　 お一人様何口でもご応募いただけます。
　※専用はがきかスマートフォンのどちらか一方のみ対応する店舗や、お盆・秋彼岸期間中はスタンプラリーに対応できない店舗もあります。詳しくは公式ホームページでご確認ください。

応募方法

当選の発表は当選賞品の発送をもってかえさせていただきます。当選発表

【主催】 岩手県農林水産部農産園芸課
《個人情報の取り扱いについて》お預かりした個人情報は、関係法令を遵守し、賞品の発送と本件に関する諸連絡、今後のキャンペーンや商品企画の参考とすることを目的に利用させ
ていただきます。また、マーケティング活動のために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただくことがあります。これらの個人情報は、当該業務の委託に必要な範囲で業務
委託先に提供する場合を除き、お客様の承諾無く第三者には開示・提供いたしません。お送りいただいた応募はがき、個人情報はスタンプラリー終了後に適切に破棄いたします。

スマートフォンご利用の方は
こちらから▶

公式ホームページ

対象店舗
は

裏面を
チェック♪

いわて季節の花めぐりスタンプラリー運営事務局　☎0120-065-768（受付 /10:00～17:00）お問合せ

花とみどりの
ギフト券

（1,000 円 ×1 枚）
100 名様 へ抽選で

プレゼント !

ハズレた方へ…
 W チャンス !!

いわて季節の花めぐりスタンプラリー

2020.7.31金
▶10.4日

開催
期間

※お盆・秋彼岸期間中はスタンプラリー
に対応できない店舗もあります。
詳しくは公式ホームページで

ご確認ください。

※どちらか一
方のみ対応の

店舗も

あります。詳しく
は公式ホームペ

ージで

ご確認ください
。

専用はがきや　
スマホから応募

♪

スタンプ

7個で

A 賞  いわて牛             
サーロインステーキ
（200g×３枚）… 30名様

スタンプ

５個で

B 賞  いわて牛             
肩ロースすき焼き用

（450g）… 50名様

スタンプ

３個で

C 賞 いわて牛          
焼肉用

（400g）… 120名様

2020.10.１２月まで ※当日消印有効応募締切

https://iwate-hanameguri.com/

“お花”を買って “いわて牛”を当てよう!!

●ご応募は日本国内在住の方に限ります。 ●当選の権利の譲渡・換金、複数当選はできません。●専用はがきのスタンプとスマートフォンのス
タンプを合算した応募はできません。●スタンプ台紙を紛失した場合は、押印済のスタンプ数がゼロになります。●スマートフォンの故障、機種変
更で端末を初期化した場合は、マイスタンプカードの内容が消失しますので、マイデータの保存を推奨します。●賞品の写真はイメージです。実
際のものとは異なる場合がございます。 ●ご応募後の応募賞品の変更、賞品の返品、交換はできません。●お届け先はご応募されたご本人の住
所に限らせていただきます。 ●賞品の配送中に破損や不良品が生じた場合は、事務局負担にて交換させていただきます。ただし、ご不在などの
お客様の諸事情により生じた場合は、責任を負いかねます。 ●お客様のご住所が不明、連絡不能などの理由により賞品のお届けができない場合
は無効とさせていただきます。 ●関係者は当スタンプラリーに応募できません。



の
岩手県のきれいな水、すんだ空気、豊かな大地。
県内には地域の気象条件を活かしながら、さまざまな花が栽培されています。

ピンク・赤系品種など多様多種な品種が栽培されてい
ます。県内では雫石町で多く生産されています。

ユ　リ
白・紫・ピンク・ブルーなど花色が豊富でブライダル
にも使われます。県内では遠野市で多く生産され、６月
～１１月まで出荷されています。

トルコギキョウ

各参加店舗の住所や営業時間、スタンプラリーに
対応できない期間など詳しい情報は公式ホーム
ページをご確認ください。

いわて季節の花めぐりスタンプラリー

県内では６月～１１月まで出荷されています。県南部で
生産が多く、一関市は県内一の栽培面積と販売額を誇
ります。

小ぎく
出荷量全国一を誇るりんどうです。八幡平市や西和賀
町を中心に、県内で広く栽培され、6月～10月まで出
荷されています。

りんどう

アサヌマ生花店 ★☆
けむやま花店 松園店 ★☆
下長根生花店 ★☆
田村フローリスト ★☆
花ごころ ★☆
花の専門店フラワースズキ ★☆
フラワーショップグリーンネックレス★
FLOWER WORKS ★☆
フルール ★　
フローリスト大川 ★☆
ほそかわ花店 ★☆
丸源生花店 ★
佗助 ★☆
Aコープ 飯岡駅前店 ★
Aコープ ゆざわ店 ★☆
太田いさり組合産直 こがねの里 ★☆
上鹿妻の産直 あいさい舘 ★☆
賢治の大地館 ★
賢治のふうどかん ★
いわて生協ベルフまつぞの
　　　　さくらの里産直会 ★☆
サン・フレッシュ都南 ★
南部マルシェぞっこん広場 ★☆
姫神の郷 産直館 恵一握 ★
ふるさと百貨 もりおかん ★
ふれあい純情市場 さっこら ★
まちの驛もりおか さんさん広場 ★☆
盛岡東部産直センター 
　　　　　てんぐの里106 ★☆

盛岡市
サラダファーム グリーン館 ★☆
志田生花店 ★☆
スズキ生花店 ★☆
松ちゃん市場 ★
道の駅にしね ★☆

八幡平市

けむやま花店 ベルフ牧野林店 ★☆
農産物共同直売所 ふれあい ★☆
ビッグルーフ滝沢 たきざわキッチン★☆

滝沢市

花工房らら倶楽部 ★☆
Aコープ ごしょ店 ★☆
産直しずくいし★☆
長山産直 松の実 ★☆

雫石町

志田生花店 ★☆
八百與（やおよ） ★
道の駅石神の丘 ★☆

岩手町

バルーンフラワー ★☆
フラワーショップヨシダ ★
あづまね産直 ★☆
彦部産直 楽々 ★☆

紫波町

下北産直およれんせ ★
矢巾町

盛岡地域

沿岸地域

krotte（クロッテ） ★☆
摂待生花店 ★☆
中村生花店 大通店 ★
中村生花店 魚菜市場店 ★☆
中村生花店 末広町店 ★
吉田花店 大通店 ★
産直いちば ★
出崎地区産地直売施設組合 ★☆

宮古市

加茂ガーデン ★☆
大船渡市

花サロン ひまわり生花店 ★☆
ほんなみ生花店 ★☆
JA新いわて ふれあい産直ショップ 花野果 ★☆
道の駅くじ やませ土風館 産直まちなか ★

久慈市

福田生花店 ★☆
川の駅産地直売組合 よこた ★☆
産直センター りぷる ★☆

陸前高田市

釡石園芸 大町店 ★
釡石園芸 本店 ★
花あしらい  ★☆

釜石市

道の駅種山ケ原 ★☆
住田町

JA いわて花巻 
母ちゃんハウスだぁすこ 沿岸店 ★

大槌町

中村生花店 ★☆
道の駅やまだ ★☆

山田町

花兵衛本店 岩泉店 ★☆
浜の駅おもと愛土館 ★☆

岩泉町

大沢園芸 ★☆
野田村

アグリパークおおさわ ★☆
おおのキャンパス 園芸工房 ★☆
洋野町大野農産物直売所ゆうきセンター ★☆
たねいち産直ふれあい広場 ★☆

洋野町

田中舘生花店 ★☆
まるさき生花店 ★☆
産直ショップあっぴ川 ★
農産物直売所キッチンガーデン ★☆

二戸市

アートフラワーくろさわ ★☆
サラダボウル・こずや ★☆
グリーンふれあい ★☆
里やま市場 ★
産直奥中山高原 ☆

一戸町

ミル・みるハウス産直部 ★☆
軽米町

道の駅おりつめ オドデ館 ★
九戸村

県北地域

産直生産組合里の恵 ★☆
高原ふれあい産直ハウス ★☆
道の駅錦秋湖 ★☆
湯夢プラザ ★☆

西和賀町

イオンスーパーセンター 金ヶ崎店 ★☆
産直かねがさき ★☆

金ヶ崎町

エンドウ花店 COOP花巻あうる店 ★☆
エンドウ花店 本店 ★☆
カマダ生花店 ★☆
花甲 ★☆
花のエース 石鳥谷生花店 ★☆
花のエース 花巻生花店 ★☆
花のエース 四日町店 ★☆
花広 ★☆
花盛生花店 ★☆
柳原花壇 ★☆
Aコープ とうわ店 ★☆
大迫産直センター アスタ ★
産直あおぞら ★☆
産直ハウス しぜん家 ★☆
産直未来路 ★
JAいわて花巻
　　　　母ちゃんハウスだぁすこ ★
JAいわて花巻 すぎの樹 ★
道の駅とうわ ★
宮野目特産物直売所 案山子 ★☆

花巻市

花＆器ぐんきん 本店 ★☆
花＆器ぐんきん ツインモールプラザ店 ★☆
花工房パルテール ★☆
花のやえがし ★☆
フラワーショップきたかみ ★

北上市

くろいわ産地直売所 ★☆
さらきの里ふれあいセンター ★☆
JAいわて花巻
　　北上産地直売所 あぜみち ★
山の駅和賀 ★☆

北上市

大内生花店 コープ・アテルイ店 ★☆
大内生花店 日高店 ★☆
大内生花店 本店 ★☆
グリーンギャラリーしょうほうえん ★☆
佐藤生花店 ★☆
佐藤生花店 イオン前沢店 ★☆
千葉生花店 ★
フラワーM&G サンエー花店 ★☆
いさわ産直センターあじさい ★☆
江刺ふるさと市場 ★☆
古都の遊食 ★☆
産直いさわあぐりキッズ ★
DCMホーマック 水沢店 産直市場 ★☆
徳水園直売所 ★☆
みてり産直 ★☆

奥州市

永盛堂 ★
お花のさとう ★☆
ガーデンなかじま ★☆
すがゆう生花店 ★☆
フラワーショップ花夢 ★
フラワーショップ花くらぶ ★☆　
フラワーショップポプリ イオン一関店 ★☆
フラワーショップポプリ 大町店 ★☆
フラワーショップポプリ 生協店 ★☆
フラワーショップポプリ 花泉店 ★☆
Aコープ ひがしやま店 ★☆
Aコープ ふじさわ店 ★☆
産直あおぞらいち ★☆
産直センターひがしやま季節館 ★☆
産直ふるさと大東 ★☆
産直山ちゃん ★☆
JAファーマーズ いわて平泉 ★☆
館ケ森アーク牧場 プラントショップ ★☆
道の駅むろね ★☆

一関市

あらや生花店 ★☆
フラワー・ダンケ ★☆
松田生花店 ★☆
とぴあ産直組合がんせ ★☆
道の駅みやもり めがねばし直売所 ★☆

遠野市

県南地域

いわて季節の花めぐりスタンプラリー　参加店舗 一覧

仲町生花店 ★☆
葛巻町

【スタンプラリーの対応】  ★…はがき　☆…スマートフォン
※各店舗のスタンプラリーの対応については変更になる場合があります。
詳しくは公式ホームページで最新の情報をご確認ください。


