
デコピージャパン株式会社
〒901-0155 沖縄県那覇市金城3-6-10-1F

E-mail info@decopr.jp

広告・設置に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください！

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1丁目16-7 博多駅東尾崎ビル4F九州事業所

沖縄本社

www.decopr.jp

スマホで注文！手ぶらで観光！

http://i-okinawa.asia///i okinawa asii

三角デコボコグラス

涼しげな器で毎日の食卓を彩るガラスたち

三角三角潮騒デコボコグラス
〒905-0207 沖縄県本部町字備瀬 511 TEL : 0980-48-2584

ゆくい処「一福茶屋」 レンタサイクル

AM9:00 ～ PM6:00 （4 月～9 月）営業時間

〒905-0004

AM8:30 ～ PM6:00 （4 月～10 月）

沖縄県名護市中山 894-9

TEL : 0980-53-7758

営業時間
入園
無料

　インターネットで
  ご購入頂けます！  
ハイサイ！ゴーヤー茶

大人気大人気大人気大人気
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Free

次世代型デジタル顔出し看板次世代型デジタル顔出し看板次世代型デジタル顔出し看板

撮影画像を無料
で

スマホに送信
！！撮影画像を無料
で

スマホに送信
！！撮影画像を無料
で

スマホに送信
！！

次世代型デジタル顔出し看板次世代型デジタル顔出し看板次世代型デジタル顔出し看板

詳細は中面をご覧ください！

2015年夏「笑顔。集まる。沖縄」

キャンペーン期間：2015/7/17( 金 ) ～ 2015/9/30( 水 )

※景品の写真はイメージです。

3,2,1
カシャッ

画面の前に立って撮影画面の前に立って撮影画面の前に立って撮影
顔を認識したら自動で撮影が始まるよ。
カウントダウンに合わせてね♪

QRコード読み取りQRコード読み取りQRコード読み取り

写真をダウンロード写真をダウンロード写真をダウンロード
空メールを送信すると写真を

添付したメールが送られてきます。

デコピーの遊びかたデコピーの遊びかたデコピーの遊びかた

読み取ったURLにアクセスしてください。

DECOPR JAPAN, Co., Ltd.

第２回

！！豪華景品ゲットのチャンス豪華景品ゲットのチャンス豪華景品ゲットのチャンス

デコピースタンプラリーデコピースタンプラリーデコピースタンプラリー
！！サマーキャンペーン実施中サマーキャンペーン実施中サマーキャンペーン実施中



設置場所の詳しい
情報はこちらから

デコピーで撮影写真をダウンロードしてスタンプを集めよう！デコピーで撮影写真をダウンロードしてスタンプを集めよう！
スタンプ 4つ以上でプレゼントと交換できます！スタンプ 4つ以上でプレゼントと交換できます！スタンプ 4つ以上でプレゼントと交換できます！
スタンプが貯まるほど豪華景品に！！スタンプが貯まるほど豪華景品に！！

琉宮城 蝶々園

やんばる海の駅

古宇利オーシャンタワー

ナゴパイナップルパーク

OKINAWA フルーツらんど

体験王国 むら咲むら

うみちゅらら

いしがきいちば

Oやややややややや

J ネットレンタカー

SKY レンタカー

Gala 青い海

石垣 DECOPR Facebook DECOPR Facebook DECOPR Facebook DECOPR Facebook

古宇利オーシャンタワー

OKINAWAフルーツらんど

日本一大きな蝶「オオゴマダラ」などと触れあえる
蝶々のテーマパーク。展望レストランや土産店も！

沖縄の文化・芸能・自然を見て体験できるテーマパーク
です。家族でもカップルでも一日楽しめます♪

沖縄美ら海水族館やオキちゃん劇場、熱帯ドリームセンター
など人気の観光施設が集まっています！

沖縄県国頭郡本部町山川 390-1
0980-48-3456

古宇利島の新名所！海抜 82ｍから見渡せるブルー
グラデーションの海は心奪われる絶景です！
沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利 538
0980-56-1616

やんばる海の駅

デコピー設置ポイント

シェルミュージアム
入口付近デコピー設置ポイント

にあります！

やんバザール奥
デコピー設置ポイント にあります！

コンビニエンスストア
チャンプルー

デコピー設置ポイント
お土産売場内

貝殻館
デコピー設置ポイント

レストラン出入口付近
にあります！

貝殻館
デコピー設置ポイント

入り口そば
にあります！

にあります！

にあります！

デコピー設置ポイント
カフェコーナー

にあります！

デコピー設置ポイント
メインホール付近

にあります！

沖縄県国頭郡恩納村字山田 1130
098-965-1234

沖縄県国頭郡本部町字石川 424 番地
0980-48-2741

沖縄旅行、沖縄でのビジネスに便利！
乗り捨ても各営業所に可能です！

にあります！

沖縄県那覇市具志 1-23-13
098-859-6505

うみちゅらら

沖縄美ら海水族館のアンテナショップ！
国際通りで美ら海をプチ体験できます♪

沖繩県那覇市久茂地 3-2-22 JA ドリーム館 2F　　　　
098-917-1500

石垣島で最大級の広さを誇るお土産店です。
食べるラー油、石垣ラー油など大人気商品満載！！

沖縄県石垣市字大川 207-1
0980-83-9139

那覇空港、豊見城周辺でレンタカーを利用するなら
Jネットレンタカー那覇空港店！
沖縄県 那覇市金城 3-7-2
098-852-0070

にあります！

デコピー設置ポイント にあります！

「見る」「作る」「食べる」の 3つの感動を伝える、
海と塩の楽しい体感スペースです。

沖縄県中頭郡 読谷村高志保 915
098-958-3940

売店出入口付近
デコピー設置ポイント にあります！

大人から子どもまで、32 の工房で 101 の体験が楽しめる
体験施設です。沖縄県内一の体験数を誇ります !

工場では、サトウキビから黒糖ができるまでの工程が
無料で見学できます。県産品物産館では試食も可能！

沖縄県中頭郡 読谷村字高志保 1020-1
098-958-1111

沖縄県中頭郡読谷村座喜味 2822-3
098-958-4005

琉球村

沖縄黒糖

琉球村 Gala 青い海 体験王国　むら咲むら 沖縄黒糖

SKY レンタカー

Jネットレンタカー

にあります！

デコピー設置ポイント
総合案内所

（ハイサイプラザ）
にあります！

にあります！

デコピー設置ポイント
入り口そば

にあります！

にあります！デコピー設置ポイント
お客様待合室

お客様待合室

にあります！

貝類展示館
デコピー設置ポイント にあります！

 琉宮城　蝶々園

うみち
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ットレンタカ

体験

J ネ

影写デコピーででデ 写ピ 影デデデデデデデデコココピーで撮影写

スタンプを集めて
プレゼントをもらおう！

サマーキ
ャン
ペー
ン

2015

7.17  9.30
キャンペーン
実施期間

※景品の写真はイメージです。

海洋博公園ナゴパイナップルパーク

海洋博公園

華景品に！華景品に！！

宮城 蝶々園琉宮

海洋博


