BINGO!

明和町 スマホ de

周遊フォトビンゴ

めぐって

スマホで参加！

撮って

アプリ不要

ビンゴゲーム

めい姫

2022 年 9 月 23 日（金・祝）

開催期間

〜 12 月 25 日（日）

期間終了まで続けて遊ぶことができます
期間内であればフルビンゴするまで何度でも遊ぶことが可能です
いつでも中断・再開が可能です（ゲームの再開方法はウラ面をご参照ください）

１列そろうとビンゴバナーが出現（ビンゴ数に応じて景品を用意しています）
※参加コースによって景品の交換・応募条件が異なります。

特賞

A賞

条件クリアで
抽選に参加

松阪牛

期間終了後に抽選で
参加者 100 名毎に

10,000 円相当

（すき焼き肉赤身）

1 名様

または

または

プレゼント！

※参加者数で当選人数が
変わります。

ペンギン堂

安らぎのドリップコーヒー
 
（２袋）

２

選べる

つのコース

自転車 で参加するコース
レンタサイクル／ご自身の自転車でも参加可能です
徒歩でもチャレンジできます

2 ビンゴ達成でA 賞、1 ビンゴ達成でB 賞
4 ビンゴ達成で 特賞抽選券獲得

Check IN
どちらでも OK です

レンタサイクル
終日利用
無料チケット

梨ジュース

てくてく
フォトビンゴ
明和
ウォーキング で参加するコース

参加者先着

250 名様に

缶バッチ プレゼント！

周遊対象エリアは斎宮周辺

3 ビンゴ達成でA 賞、2 ビンゴ達成でB 賞
フルビンゴ 達成で 特賞抽選券獲得
（全番号開封）

期間内であればフルビンゴするまで何度でも遊ぶことが可能です

※レンタサイクル終日利用のお客様は無料

受付 ・ 景品交換所
のご案内

ほんのり甘くすっきり

でチャレンジ！

周遊対象エリアは町内全域

500 円・税込

群馬県明和町産梨 「豊水」

注意）ビンゴ達成した場合、景品の受け取りは A 賞か B 賞のどちらかのみになります。

さいくう
フォトビンゴ
斎宮 リング

１回

条件クリアで
プレゼント！

を使用した

みのりやドリンク
１杯チケット

※

特賞は 1 月中旬の抽選・1 月末発送予定です
発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

参加料

B賞

条件クリアでいずれか１つ
プレゼント！

いつでも中断・再開が可能です（ゲームの再開方法はウラ面をご参照ください）

参加料

１回

明和観 光商社 （受付時間：月火水木金／ 10:00 〜 17:00）

みのりや（受付時間：金土日月／ 10:00 〜 17:00）

〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮３０３９２

〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮５７９

500 円・税込
お問合せは （一般社団法人明和観光商社）

0596-67-6850
または、

受付時間
10:00
〜 17:00

080-4224-6850

・受付手続き完了後「ビンゴチケット」をお受け取りください。 チケットに記載されいる Q R コードをスマホで読み取りビンゴゲームに参加してください。

・景品は獲得条件達成後、「アンケート記入完了画面」「ビンゴチケット」「ビンゴカード」の提示をもってお渡しいたします。（特賞抽選希望者は送り先のご記入が必要になります。）
・景品交換の際は必ずビンゴチケットをお持ちください

・景品お渡し期間は 2022 年 12 月 25 日（日）17:00 まで

明和町をめぐって日本遺産など点在するフォトスポットで記念撮影

全

24

スポットを用意

フォトビンゴは、町内のスポットを周遊しミッションで指定された写真を撮ってビンゴをそろえて遊ぶゲームです
撮影すると対応したスポットのビンゴカード番号が開いていきます

フ ォ トビ ン ゴ の 遊 び 方
1

ビンゴチケットのＱＲコードを
スマホのカメラで読み取ります

2

フォトビンゴ登録画面

3

ビンゴカードの画面

4

フォトスポットリスト
目的地付近で
お知らせ

｢ニックネーム｣

｢復活の呪文｣

を登録します

※忘れないようにご注意ください

＜ゲームのトップ画面です＞
それぞれ参加者ごとに異なった
配列のカードが配られます

＜画面を下にスクロール＞
あなたの現在の位置から
近い順に表示されます

スマホの QR コードリーダーなどで読み取る場合は、
ページ表示後に ｢Safari｣ ｢Chrome｣ などの標準ブラウザーで開いてください。

目的地を決めて

ブラウザーは標準モードで表示してください
プライベートモード、シークレットモードは必ず解除してご使用ください。

5

6

フォトスポット

撮影可能な距離に近づくと

周遊スタート！

スポットの色が変わって
お知らせします

フォトビンゴはいつでも中断・再開が可能です。

ビンゴカードが開いていきます

＜再開方法＞ １ ビンゴチケットの QR を読み込みます

2

で登録した「ニックネーム」
「復活の呪文」を
入力して再開します

＜その他＞

＜スポットを選んで「撮影を開始」をタップ＞
グレー窓の撮影ボタンでカメラ起動

＜対応した番号に画像が入ります＞

で登録を完了します

現在のスポットが
何番かは撮影するまでわかりません

撮影後は画面下の 「アップロード」
撮り直しも可能です

フォトスポット毎に掲載されている
ミッションの指示に従い撮影しましょう

フォトスポットリストが
更新されない時は

｢GPS を更新する｣
を押してください

運良く列が揃えばビンゴ達成
ビンゴバナーが現れます

写真を撮った場所は
フォトスポットリストに
アルバムページとして
保存されます

遊び方（操作手順）

Q & A はこちらからご覧いただけます

続けて２ビンゴ３ビンゴ
フルビンゴを目指しましょう！

参加申し込み時に受付で渡される「ビンゴチケット」は期間中、無くさないように大切に保管ください

ゲームの再開／景品交換時に必ず必要となります（ゲームの再開はニックネーム・復活の呪文も必要となりますので忘れないようにご注意ください）

＜ご参加される皆様へのお願い＞
■本イベントは、参加者様が主体的に参加するイベントです。事故・損害などが発生しても

■新型コロナウイルス対策として、施設や飲食店の中へ立ち寄りの際は、混雑を避け、こまめ

弊社は一切の責任を負いません。予めご理解のうえご参加をお願いいたします。

な手洗い・手指の消毒、マスクの着用等にご協力ください。

■フォトビンゴ実施中は交通ルールを遵守し、安全第一でお楽しみください。

■新型コロナウイルス感染対策として、参加者様が以下の事項に該当する場合は、ご参加を見

■歩きながらや自転車走行中のスマートフォンの操作は非常に危険ですのでおやめください。

合わせていただきます。

■安全走行の為にメンテナンスをした自転車で、ライトなどの保安パーツを装備してご参加

・37.5 度以上の発熱がある場合

ください。

・強い倦怠感や息苦しさがある場合

■ヘルメットやグローブなどの保護パーツの着用をお願いいたします。

・普段より咳、痰がある、咽頭痛などの症状がある場合

■フォトスポットで駐輪・休憩をする際は、適切な場所に正しく駐輪するようお願いいたし

・味覚、嗅覚に異常を感じる場合

ます。

・家族や同居人、身近な知人に感染が疑われる場合

■駐輪場のないフォトスポットで撮影を行う際は、自転車を保持したまま道の端に寄るなど

・基礎疾患等があり、体調に不安のある場合

して、通行の妨げにならないようご注意ください。また、路上駐車や私有地への立ち入りは

■新型コロナウイルス感染拡大の際は、中止する場合があります。

おやめください 。

■QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■鳥居がある神社や史跡では、鳥居の中まで自転車を乗り入れないでください。

■フォトビンゴは株式会社 QLCLE の登録商標です。

■適時休憩や補給を行い、無理せず健康に留意してご参加ください。
■タブレット端末や P C 、フィーチャーフォン（ガラケー）からはご利用いただけません。
■GP S機能／位置情報サービス設定はオンにしてください。
また、プライベートモード／シークレットモードでは遊べません。
■データ通信料は参加者様のご負担となります。
■電波状況､アクセス状況によっては GPS 認証が行えず、ビンゴカード番号が取得できない場
合があります。
■GP S で取得した位置情報には、環境により数ｍ〜数十ｍの誤差が生じることがあります。
■フォトビンゴは 2022年12月25日 16：00 をもって終了いたします。
終了後はフォトビンゴができなくなりますのでご注意ください。

お た す け 情 報

明和町スポット一覧！

フォトビンゴに登場する観光スポットを限定公開中
旅のお供にお役立てください

＜明和町レンタル E- バイク（電動自転車）のご案内＞
受付場所

明和観 光商社 （受付時間：月火水木金／ 10:00 〜 16:00）※最終返却時間は 17:00 まで
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮３０３９２

みのりや（受付時間：金土日月／ 10:00 〜 16:00） ※最終返却時間は 17:00 まで
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮５７９

対象：中学生以上（自転車の適応身長目安は 155cm 以上です。）
※中学生は保護者同伴でお願いいたします。

＜イベント・景品・レンタサイクルに関するお問い合わせ＞

一般社団法人明和観光商社

TEL：0596-67-6850（携帯：080-4224-6850）
受付時間 10:00 〜 17:00

＜システムに関するお問い合わせ＞

株式会社 QLCLE：sterakawa@qlcle.com

