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※イベントは申し込みが必要な場合があります。事前
に公式WEBサイトなどでご確認ください。また、イベ
ントの内容は変更になる場合もあります

特集／くらしをもっと楽しく、もっとお得に

広島広域都市圏ポイントを貯めて使おう！
　広島広域都市圏内で、地域経済と住民活
動の活性化のためにスタートした「広島広
域都市圏ポイント」。今回は、その利用方法
などを紹介します。
問経済企画課（☎504-2235、Ｆ504-2259）

Ⅰ ポイント活用Ｑ＆Ａ Ⅲ イベント＆プレゼントキャンペーン

いっぱい  お得に

Ⅳ 加盟店へ行ってみよう！

【応募方法】
①ICカードを使って、加盟店での買い物や対象の
イベント参加などでポイントを貯める　
②ユーザー登録（Ⅱ参照）をして、広島広域都市圏
ポイント公式WEBサイトから、１口50ポイントで
応募する　

ポイント大好き！  広域いくこさん

Q1
経済企画課担当者

まずはお持ちのICカー
ド（右記のいずれか１
枚。色やデザインはカー
ドによってそれぞれ数
種類あり）を用意します

私はいつも使って
いるPASPYにしよう！

「広島広域都市圏ポイント」ってなあに？

A  広島広域都市圏内の加盟店での買い物はもちろん、対象のイベ
ントや啓発事業、スポーツ観戦などさまざまな場面でポイントを貯
めて使うことができる地域共通のポイントです。

「広島広域
都市圏ポイント」と
いうポイントが

あるって聞いたけど、
どんなもの？
気になるわ！！

三原市エリア
から山口県柳井市

エリアまでの24市町で
構成される「広島広域
都市圏」の中で使える

地域共通のポイントです。
詳しくは、私が
お答えします。

A  新たに専用のポイントカードを作る必要はありません。お持
ちのICカード（P

パ ス ピ ー

ASPY、I
イ コ カ

COCA、W
ワ オ ン

AONカードのいずれか１枚）を
利用します。事前に必要な手続きはなく、加盟店、対象のイベントな
どでの初回利用時や参加時に専用端末で、郵便番号など簡単な入力

（Ⅱ参照）をするだけです。

Q2 ポイントカードを手に入れるにはどうするの？

ポイントカードをどうやって使うの？Q3

加盟店で食事や買い物などをして、ポイントを
ゲット！（原則として100円（税抜き）で１ポイン
ト付きます）　※ポイントの後付けはできませ
ん。ICカードは忘れずに持って行きましょう

加盟店で買い物 健康増進活動 ボランティア活動 スポーツ観戦

加盟店で買い物 学校などに寄付 魅力的な商品・
サービスと交換

ポ
イ
ン
ト
を
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て

ポ
イ
ン
ト
を
使
う

季節のイベントやお祭り、シンポジウムや講演
会、いろいろ参加してポイントを集めよう（例：
イベント参加で50ポイントな　

　ど）。ポイントの対
象事業は、公式WEBサイトなどをチェック！

毎年行っていた
イベントで

今年はポイントが
もらえちゃうんだ

公式WEBサイト（右記参照）で、さまざまなプレ
ゼントの抽選や交換商品をチェックできます。期
間限定のものもあるので、こまめにチェックを！

前から気になっていた
広島広域都市圏

ならではの商品だ！
やったあ♡

チェック

チェック

チェック

ポイントを貯めて使える加盟店とイベントは右記事（ⅢとⅣ参照）

ポイント
対象のイベントや、

スポーツ観戦でもポイ
ントがもらえるなんて、

ラッキー！

年会費などの費用
は無料です

加盟店は、広島広域都市圏に101店舗（６月15日時点。チェーン店も含む）
あります（Ⅳ参照）

広島広域都市圏
ポイントを

お願いします！

加盟店では、ポイ
ント利用で、商品の
割引が受けられて
お得です

貯めたポイントで
買い物しちゃおう！

イベント名 開催日 場所 広島広域都市圏ポイント発行対象者
広島クリテリウム 7/7㈰ 西部埋立第六公園

（西区商工センター一丁目13） クリテリウム参加者・観覧者

●イベントに参加してポイントゲット！

【飲食店】
■ガネーシュ（インド料理）
　●鷹野橋店　中区大手町五丁目6-16、☎246-
7077　●宇品店　南区宇品海岸一丁目13-26、
☎254-7565

■あかまる商店（屋台風酒場）
　●駅前酒場 赤まる横川店　西区横川町三丁
目10-28、☎050-5834-4758　●大手町酒場　
赤まる　中区大手町二丁目1-7、☎050-5854-
8417　●ニューアカマル　西区横川町二丁目
10-2、☎050-5220-0950

■鉄板居酒屋 たちまち（鉄板居酒屋）
　西区観音本町一丁目15-14、☎291-9777
■鉄板 翔（鉄板居酒屋）
　中区本川町一丁目1-25、☎554-5448
■麺屋台 我

が ば

馬 紙屋町店（ラーメンな　
　ど）

　中区紙屋町一丁目6-12、☎545-7303
【飲食料品店】
■てくてくのさつまいも本舗（洋菓子）
　江田島市大柿町大原261-1、☎0823-57-6868
■食ぱん道 広島国泰寺店（パン）
　中区国泰寺町二丁目5-9、☎567-5791
■石川酒店（酒屋）
　西区古江西町3-2、☎271ｰ5430
■にしき堂（和菓子）
　●光町本店　東区光町一丁目13-23、☎262-
3131　●祇園新道中筋店　安佐南区中筋一
丁目9-6、☎870-2261　●平和大通り田中町店 
中区田中町5-11、☎545-7373

広島広域都市圏ポイント 検索

■末田鮮魚店（鮮魚）
　安佐南区上安二丁目51-12、☎878-2292
■パン スタシオン（パン）
　南区宇品西二丁目1-13-1、☎254-1970
■広島北BEER BAR（ビールバー）
　安佐北区可部二丁目33-15、☎562-2223
■お漬物処 山豊 長楽寺店（漬物）
　安佐南区長楽寺二丁目13-2、☎872-3788
■生活彩家（コンビニエンスストア）
　●広島市役所店　中区国泰寺町一丁目6-34、
☎545-5180 　●広島合同庁舎店　中区上八
丁堀6-30、☎502-7114

■アロフト本店（パン）
　中区鶴見町11-8、☎243-0033
■やまだ屋（和菓子）
　●早瀬庵（おおのファクトリー内） 廿日市市沖
塩屋二丁目10-52、☎080-3879-4871　●廿日
市 t

ティナ
ina c

コ ー ト
ourt店　廿日市市新宮一丁目9-34、

☎0829-34-3035　●五日市店　佐伯区八幡
東三丁目26-37、☎926-2210

■立町カヌレ（洋菓子）
　中区立町6-7、☎259-3250

【衣類・雑貨】
■子供の部屋 C

チ カ
hica C

チ コ
hico（子供用雑貨）

　南区出汐一丁目3-26、☎251-1125
■レディースランジェリー店（女性用下着）
　●T

ティア

ia P
プ ラ イ マ リ ー

rimary　中区本通5-6、☎247-6390
　●インナーハウス Primary　中区本通7-29、
☎249-2266

【日用品】　
■ちどり化粧品店（化粧品）　
　中区江波栄町1-5、☎231-1563

【レジャー】
■バイシクルネコモト（スポーツ自転車）
　●二葉店　東区二葉の里二丁目7ｰ13、　　　
☎263-0202　●宇品店　南区宇品海岸三丁
目12ｰ28、☎258-3366

■マリホ水族館（水族館）※当日券ポイント利用
で100円引き　西区観音新町四丁目14ｰ35、☎
942-0001

【サービス】
■小柴クリーニング53店舗（広島市、廿日市市、
　府中町、海田町、熊野町）（クリーニング）本部：
呉市吉浦新町一丁目7-10、☎0823-31-0548

【医療・福祉】
■リアン鍼灸整骨院（鍼灸整骨院）
　安佐南区緑井二丁目3-50、☎879-1811
■すずらん薬局15店舗（広島市、安芸高田市）
　（調剤薬局）　本店：中区袋町4-1、☎545-4711
　　　　  　 加盟店は随時募集しています。詳

しくは、公式WEBサイト（下記）で

広島広域都市圏ポイント公式WEBサイト
にはこちらから（右の二次元コードからも）

ユーザー登録ができる広島広域都市圏ポイント専用端末
の設置場所　●イオン宇品店・広店　●イオンモール広島
祇園店　●マックスバリュ矢野店・高陽店・楽々園店・石内
店・千田店・フォレオ広島東店・段原店・牛田店・エクスプレ
ス広島駅北口店・海田店（マックスバリュ各店舗では来店ポ
イントを発行しています）　●広島市役所１階市民ロビー

広島広域都市圏ポイントのさま
ざまな情報がゲットできるL

ラ イ ン

INE
公式アカウント。カープ観戦チ
ケット抽選のお知らせなども公
式LINEで情報発信します。ぜひ
友だち登録してください。
●友だち登録は、右の二次元
コードから

★２回合わせて抽選でペア150組（300人）にカープ観戦チケット
　（外野指定席）をプレゼント！
　 第１回抽選　【試合】7/20㈯～8/22㈭開催の17試合対象　

【応募期間】6/20㈭まで　【抽選日】6/21㈮
　 第２回抽選　【試合】8/30㈮～9/23㈷開催の13試合対象 

【応募期間】6/21㈮～7/30㈫　【抽選日】7/31㈬

●加盟店は次のとおりです。今後もどんどん増加します！

加盟店
募集中

●広島ドラゴンフライズ（バスケットボール）試合観戦者にもポイントを発行します
●中国電力のエネルギアポイントを広島広域都市圏ポイントに移行できます
●ひろしま美術館招待券、ちゅーピーアスレチック S

ソ ラ エ
OLAE 招待券などにも応募できます

●今ならポイントを貯めて応募すると、抽選でカープ観戦ペアチケットが当たります！

問広島広域都市圏ポイント運営事務局（T0570ｰ783-671 平日10:00～17:00）

友だち登録はこちらから→

抽選プレゼントや交換商品など、いろいろ企画していきます！

※お店によっては他
　のポイントカード
　と併用できない場
　合があります

例えば

（この他のイベントは、市ホームページまたは公式WEBサイトで）

A　加盟店やポイント対象のイベント会場などに専用端末があり、ポ
イントを貯める・使うなどは、その端末で行います。加盟店で買い物をし
たり、ポイント対象のイベントなどに参加したときに「広島広域都市圏ポ
イントをお願いします」と店員や係員にお伝えください。「ユーザー登録」（Ⅱ参照）を
すれば、貯まったポイント数などを、公式W

ウ ェ ブ

EBサイトで確認することができますよ。

いつも私のお財布に入っている
ICカードがそのまま使える

なんて便利！

　地域経済の活性化という目的に共
感し、地域貢献できればと考えて加盟しました。
　当店は、フランスボルドー地方の伝統的な焼き菓
子「カヌレ」の専門店で、定番のプレーンの他７種のフ
レーバーをご用意しています。加盟店になってまだ３
カ月程度ですが、ポイントをきっかけに新しいお客様
にも来店いただけるなど、たくさんの方からポイント
のお声掛けをいただいています。地域を元気にするた
め、ぜひ、加盟店に足を運んでみてはいかがですか。

広島広域都市圏ポイントで
地域活性化に貢献します
立町カヌレ（㈲カスターニャ） 竹村崇

たかし

常務

Ⅱ 始めてみよう！
●広島広域都市圏ポイントデビューするには？

　　　 公式WEBサイトで登録し、パスワード
の発行を受ける。専用端末に行き、ICカードを
かざし、パスワードを入力したら、登録完了
　　　 専用端末に行き、ICカードをかざす。
表示される二次元コードをスマートフォンなど
で読み取り、必要項目を入力して、登録完了

ユーザー登録には、
３つの方法があるのね!

私はWEB登録

方法①

　　　 スマートフォンなどをお持ちではなく、二次元コードが読み取れない場合
は、専用端末に置いてある専用はがきから登録申請することができます

※専用端末の設置場所は、右記参照　※ポイントの有効期限は、
ポイントの最終利用日（貯める・使う）から365日後です

方法②

方法③

※事前の手続きは必要ありません。お持ちのICカードが
　そのまま使えます‼

2 ポイントを貯める

3 ポイントを使う

ポイントの使い先がさらに広がります！

市役所1階市民ロビー

※初回利用時に簡単な登録（サービス利用規約への同意と郵便番号などの入力）をします

1 まずはICカードを用意

Ⓐ加盟店でポイントゲット Ⓑ対象のイベントなどでポイントゲット

Ⓐ加盟店でポイントを使う Ⓑポイントで商品をゲット

ユーザー登録をすると商品交換もできるようになります！
※加盟店によってポイントサービスが異なる場合があります

　　 左記のポイントについての詳しい内
容は公式WEBサイトなどで。対象のイベン
トについては、本紙くらしのガイドなどで
も マークでお知らせしています。

チェック

昨年の広島クリテリウム


