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Ver.1.4：2022年11月29日更新
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各手続きの前に最新版であるかご確認頂きますようお願いいたします。
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はじめに

事業参画宿泊施設の皆様

この度は「愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）」にご参画頂き、誠にありがとうございます。

本マニュアルに必要な事項を記載いたします。ご参照頂き正しい制度運用にご協力ください。
ご一読頂くとともに、ご不明点がございましたら、事務局（下記連絡先）までお気軽にお問合
せ下さい。

【ご案内】
宿泊対象期間について

令和４年10月11日～12月27日 宿泊分（12月28日チェックアウト分まで）
※新型コロナウイルス感染症の状況等により、開始時期・終了時期が変更になることがありま
す。
※予算がなくなり次第終了します。

ステイナビ宿泊割引クーポン受付開始日（12月21日宿泊分以降）
令和４年12月1日15時より（予定）
※旅行会社は、販売準備が整った事業者ごとに予約受付を開始します。

全国旅行支援群馬県事務局 各種お問い合わせ先

【宿泊施設様コールセンター】027-386-3027（平日9:30~17:00）

【愛郷ぐんま全国割ステイナビサポートセンター】050-3174-1879（平日10:00～17:00）
（旅行者用）050-3090-7837（平日10:00～17:00）

【クーポン加盟店様コールセンター】027-386-3057（平日9:30~17:00）

【旅行者様コールセンター】050-5527-8582（平日・土日祝9:00~17:00）

【ホームページ】（事業者用） https://premium-gift.jp/gunmatripwari/

（旅行者用）https://www.gunma-trip.jp/

令和4年10月吉日
愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援群馬県）事務局
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（１）実施時期：令和４年１０月１１日（火）～令和４年１２月２7日（火）
※新型コロナウイルス感染拡大状況等により、中止または期間の変更等を行う場合があります。

（２）予約受付開始日：令和４年１０月１１日（火）10:00～
※予約済の方は予約した手段によって追加の手続が必要です。
詳細は以下「（５）利用方法」を御覧ください。

（３）割引対象となる方：日本国内居住者で旅行開始日に以下のいずれかに該当する方
① 新型コロナウイルスワクチン３回接種済
② PCR検査等による陰性 ※1
③ 年齢１１歳以下 ※2
※１ PCR検査・抗原定量検査 宿泊開始日・催行日の３日前以内に検体採取したもの

抗 原 定 性 検 査 宿泊開始日・催行日の１日前以内に検体採取したもの
※２ 同行の同居家族全員が①または②の場合に限る

（４）割引内容（旅行代金の４０％上限）

（５）利用方法 ※事前予約が必要です

区分 割引額 クーポン※
１人（泊）あたり

最低旅行金額

① 交通付宿泊旅行商品 最大8,000円/人泊

② 上記以外の旅行商品

（交通なし宿泊、日帰り）
最大5,000円/人（泊）

平日5,000円

休日2,000円

平日3,000円

休日1,000円

※日帰り旅行商品の場合、旅行者への地域クーポン配付は旅行会社からとなります。
ご自身で手配された移動手段（電車・レンタカー等）での日帰り旅行は対象外となります。

※割引額の算出は１円単位まで。小数点以下切り捨てです。
※１回のご旅行で7泊分までが支援の対象となります。
※ビジネスプラン（法人利用）も適用可能です。

※既に予約されている旅行商品等が自動的に割引適用になることはありません。
※各旅行会社等に配分した支援額が終了次第、販売終了となります。
その場合でも追加配分をする場合がありますので、一度予約できなかった場合でも改めて御確認ください。

予約手段 利用方法
予約済みの場合の手続き

（令和4年10月11日（火）以降、手続きが必要）

①旅行会社からの予約 割引適用となる商品を予約
⇒事前に割引後代金を支払い

旅行会社にご確認ください。

②宿泊施設への直接予約 宿泊施設に予約
⇒STAYNAVIに登録し、割引クーポンを取得
⇒チェックイン時に割引クーポンを定時
⇒割引後代金を支払い

STAYNAVIに登録し、割引クーポンを取得
⇒チェックイン時に割引クーポンを定時
⇒割引後代金を支払い

③OTAからの予約 割引適用となる商品を予約
⇒宿泊施設にて割引後代金を支払い

OTAサイト等をご確認ください。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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愛郷ぐんま全国割

補助割合
旅行代金総額の40%

（補助上限：宿泊・日帰り5,000円人泊・日、交通付宿泊8,000円人泊）

宿泊料金下限 平日：5,000円 ／ 休日：2,000円

割引/クーポン

配付対象
宿泊

○
（直接予約・旅行会社・OTA経由）

日帰り
○

（旅行商品のみ対象）

利用対象者

日本国内居住者で以下①②のいずれかに該当する方

①新型コロナワクチンの接種済の方

②PCR検査結果通知書が提示出来る方

本人確認 現住所を確認出来る身分証明書1点（原本かつ有効であるもの）

クーポン券の配付 Ｐ７参照

連泊制限 7泊まで

ビジネス利用 可

他割引制度併用
可

（他割引制度が併用可の場合、愛郷ぐんま全国割を適用し、その後他割引を適用）
ただし、本人負担が0円未満になる場合は割引対象外

クーポン券の

配付場所

宿泊：宿泊施設

日帰り：旅行会社が指定する場所

幼児・子供の取扱
無料の子供・乳幼児も人数に含む（算出方法により含めないことも可）

※有料の子供は必ず含める必要があります。

STAYNAVIの利用 宿泊施設に直接宿泊の予約をした場合のみ必要

既存予約
既存予約も対象

愛郷ぐんま全国割の支援対象となる旅行・宿泊であること、その宿泊施設、旅行会社が愛郷ぐんま
全国割の参画登録を行っていることを満たし、旅行者が確認を行っている場合には対象となります

【参考】日帰り旅行の定義について

日帰り旅行とは、次のA群とＢ群をそれぞれひとつ以上組み合わせた旅行商品（旅行会社が実施するもの）を指します。

※当日添乗員の同行または当日斡旋員のあるものが対象となります。

お客様自身で手配された移動手段・食事等は日帰り旅行の対象とはなりません。

宿泊施設から割引・クーポンの配付をすることはありませんのでご注意ください。

【A群（一例）】

航空、鉄道、船舶、タクシー、バス

【B群（一例）】

食事・飲み物、ゴルフ、現地レンタカー、日帰り温泉券、リフト券

観光特典クーポン

販売補助金と地域クーポンが１セット

総額の60％
旅行者支払額 補助額

総額の40％

地域クーポン券
平日 3,000円
休日 1,000円

旅行代金の総額（税込）

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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全体像（宿泊旅行においての旅行者の対応）

旅行者様ご自身で宿泊割引クーポンを取得

STAYNAVIを利用 宿泊予約サイト・旅行会社に割引後の宿泊代金を

【現地払のみ】

※旅行前に宿泊割引クーポンの取得をお願いいたします。

※ご自身で操作できない場合、身内の方等の代理発行も可能で

すが、そちらも難しい場合は宿泊施設にて代理登録を

行っていただくようお願いいたします。

支払います。

（宿泊予約サイトの商品については、割引後の宿泊代金
を現地にて支払う商品もあります）

※STAYNAVIは使用いたしません。

宿泊施設のフロントで地域クーポンを受け取る
（地域クーポンの有効期限は、チェックインの日からチェックアウトの日までとなります）

※正しい日付が記入されているかご確認ください

精算（割引後の宿泊代金を支払い）

【チェックアウト】

旅行者様

(２)宿泊施設
公式サイトでの予約

(１)宿泊施設へ

電話での予約
(４)旅行会社での予約

(３)宿泊予約サイトで
の予約（ネット予約）

精算（現地払いプランのみ）

【チェックイン】
①本人確認書類（原本）を提示
②ワクチン接種証明書または陰性結果通知書等を提示
③STAYNAVIで登録した宿泊割引クーポンを提示

【チェックイン】
①本人確認書類（原本）を提示
②ワクチン接種証明書または陰性結果通知書等を提示

チェックイン時に割引を受けようとする方全員の本人確認書類（原本）を提示。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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代表者及び同行者全員分の氏名・住所確認のため公的な身分証明証
（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等）を確認いただく
必要があります。

本人確認書類として認められるものは原則として以下となります。

・健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証
・運転免許証または運転経歴証明書
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
・身体(精神)障がい者手帳または療育手帳
・年金手帳または年金証書
・旅券(パスポート)
・住民票の写し
・在留カードまたは特別永住者証明書
・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります)

※いずれも有効期限が切れていないものに限ります。
※マイナンバー通知カードは本人確認書類としてご使用になれません。

愛郷ぐんま全国割を利用する方全員（お子様も含む）の

本人確認書類（原本）をご確認ください。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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愛郷ぐんま全国割をご利用の旅行者は、現住所を確認できる本人確認書類とともに、

原則として、下記いずれかの提示が必要です。

●「新型コロナワクチンの接種済を証明する書類等」

●「ＰＣＲ検査等の陰性の検査結果通知書等」

＜ワクチン接種済を証明する書類＞

ワクチン接種済証明書とは…
●新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
●新型コロナウイルスワクチン接種記録書
●新型コロナウイルスワクチン接種証明書
●ぐんまワクチン手帳等（デジタル庁の接種証明書アプリ
等自治体の開発したアプリ）

（見本）予防接種済証

＜接種済証明書の条件＞
●３回目の接種日が確認できるもの
※ 数日間に渡る旅行や宿泊の場合は、旅行および

宿泊の初日基準となります。
●本人であること（身分証明書等で確認）
●３回分のワクチンシールが貼られていること
（予防接種済証または接種記録書の場合）

＜PCR検査等の陰性の検査結果通知書等＞

PCR検査または抗原定量検査、または抗原定性検
査における検査結果通知書が必要です。

【注意】有効期限について
PCR検査・抗原定量検査の有効期間は３日間

（検体採取日＋３日）
抗原定性検査の有効期間は１日間

（検査日＋１日）

＜検査結果通知書の条件＞
①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、
④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、
⑦有効期限が明記されていること

旅行開始日において、有効期限が過ぎていないもの
本人であること（身分証明書等で確認）

こんな場合は？
(Q) 11月1日にPCR検査か抗原定量検査を受けた

場合、いつまで本事業が利用できますか？
(A) 11月4日（検体採取日＋３日）まで本事業

の利用が可能です。

(Q) 11月1日に抗原定性検査を受けた場合、いつ
まで本事業が利用できますか？

(A) 11月2日（検査日＋１日）のみ本事業の利
用が可能です。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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宿泊を伴う旅行については、宿泊日とその翌日がともに休日（土曜・日曜・祝日）の

場合には、その宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱います。

《各日の地域クーポン配布・最低旅行代金カレンダー》 （宿泊を伴う旅行/1人１泊あたり）

＜配布クーポン金額＞ クーポン額面は1,000円/枚です。

平日：3,000円 休日：1,000円

＜最低旅行代金＞

平日：5,000円 休日：2,000円

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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宿泊施設からのご案内として

宿泊施設への直予約

上記、旅行者からの提出物に問題がないことを確認した上で、クーポン券の発行を行ってください。

《宿泊施設様対応のおおまかな流れ》

旅行会社経由の予約

宿泊施設は旅行者へステイナビでの宿泊割引クーポン
（QRコード）発行を促す

旅行者の対応として

旅行者はステイナビで宿泊割引クーポン（ QRコード）
を発行しスマホもしくは印刷した紙を

宿泊施設へ持参する
（発行できなかった場合宿泊施設で発行を手伝う）

宿泊施設・旅行者の対応

特になし
※宿泊施設への割引き分の支払いは、

全国統一窓口より旅行会社を経由して行われます

チェックイン

旅
行
者

提
出
物

● 本人確認書類（原本のみ）
● ワクチン 3 回接種証明書、または PCR検査・抗原定量検査（検体採取日＋ 3 日）

・抗原定性検査（検体採取日＋ 1 日）の陰性証明書もしくは検査結果通知書

● ステイナビ宿泊割引クーポン画面（紙出力でも可）

宿
泊
施
設

確
認
事
項

● 上記、旅行者からの提出物が正しい内容かどうか（目視での確認）

● ステイナビ宿泊割引クーポン画面（紙出力可）の確認

地域クーポン券のお渡し

配布時の
注意事項

★アプリを使用しクーポン券の配布登録を行ってください。
※アプリの詳細は、P.35以降をご参照ください。
※アプリの使用ができない場合でも、必ず宿泊施設様にて、
クーポン券配布の帳簿をつけてください。
★クーポン券表面の「使用期間」の欄に必ず期日を記入ください。
※期日の記入がない場合、お客様がクーポン券を使用できません。
場合によっては使用分を補填いただく可能性もございます。

余ったクーポン券について

余ったクーポン券は全て事務局にて回収をさせて頂きます。
もし、お渡しした枚数と回収した枚数に乖離があった場合には、宿泊施設様に精算をしていただく
可能性もございますので、クーポン券の管理には十分ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。

※旅行会社経由の団体旅行に関しても宿泊施設様でのクーポンお渡しをお願いします。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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《割引の計算方法》

ステイナビ（直予約）での割引計算方法は
旅行総額の⼈泊割りのみ（総額の頭割り計算）

となります

注意

事例

大人２名 1泊⽬10,000円ｘ2名 2泊⽬8,000円ｘ2名
⼦供1名 1泊⽬5,000円 2泊⽬4,000円
総額 45,000円 (1⼈1泊あたり7,500円)

おひとり様平日5,000円未満・休日2,000円未満の宿泊には適
用されません。予約した宿泊代金の総額を人数で割った場
合のひとりあたりの金額です。

ア @6,000円×2名（大人）÷3＝@4,000円

イ @8,000円×2名（大人）÷3＝@5,333円

ウ @6,000円×2名（大人）÷2＝@6,000円

※補助金対象外

※補助金対象

※補助金対象

【参考】無料の幼児、⼦供の取扱いについて

（例）大人2名、幼児1名 1泊 の場合

※⼦供料⾦、⼤⼈料⾦に関わらず総額の頭割り計算となります
※無料⼦供については総額の頭割りに含む・含まないの選択可能
※有料⼦供を料⾦計算に含まない設定は不可

アの計算では最低旅行金額5,000を下回り、対象外となるので、ウでの対応も可 となります。

イのケースの場合は、地域クーポンは3名分のお渡し

ウのケースの場合は、地域クーポンは2名分のお渡し

※割引額の算出は１円単位まで。小数点以下切り捨てです。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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《施設のキャンペーンの参加申請の有無》

施設情報申込後、施設にて管理画面のキャンペーン
参加受付にしていただきキャンペーンの参加となります
STEP1:ステイナビ登録➜STEP2:愛郷ぐんま全国割登録

注意

  県 割キャンペーンの参加・受付  

愛郷ぐんま全国割

《支払いサイクル（直販）》

ステイナビシステム手数料は一切かかりません

※キャンペーン終了日により締め日が変動する可能性がございます。

給付金額合計 ＝ 着金額

振込日宿泊期間（チェックアウトベース） 締日

12月5日（月） 12月30日（金）

11月30日（水）

2 11月1日（火） ～ 11月30日（水）

1 10月11日（火） ～ 10月31日（月） 11月5日（土） 11月25日（金）

12月26日（月）

～

～

1月31日（月）3 12月1日（木） ～ 12月31日（土） 1月5日（水） 1月25日（水） ～

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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① 換金目的や換金性の高いものを含まない商品であること。
換金性の高いものとは次のとおりです。
・ 金券類（QUO カード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や
店舗が独自に 発行する商品券等）
※ ただし、金券類のうち、次の条件をすべて満たすものについては、商品に含

めることが 可能です。
(ア) 金券の使途となる物品またはサービスが、具体的に証票、電子機器その

他の物に 記載または電磁的な方法で記録されていること。
(イ) 記載されたその使途が、具体的に 1 つに特定または限定された複数の
使途から旅 行者が選択して 1 つに特定できるものであること。
(ウ) 記載されたその使途が、当該旅行目的地に相応であること。
(エ) その使用が、当該商品の旅行目的地内、かつ旅行期間内に限ること。
・ 収入印紙や切手

② 感染拡大防止の観点から問題がないこと。
③ 商品に含まれる物品やサービスの内容が当該旅行目的地に相応であること。
④ 商品に含まれる物品やサービスの価額が通常の宿泊料金の水準を超えないこと。
⑤ 旅行者自身が旅行期間中に購入または利用するものであること。
⑥ 行程に国外の地域が含まれないこと。
⑦ ライセンスや資格の取得を目的としないもの。
⑧ 宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日（デイユー
ス）であるものは除きます。
⑨ 上記①～⑧のほか、商品として不適切と認めるものは対象としない。

・ ヨガライセンス取得講習付き商品
・ ダイビングライセンス取得講習付き商品
・ 運転・操縦免許等（合宿）付き商品
・ 接待を伴うコンパニオン付き宴会を伴う商品
・ 宿泊先から後日自宅にお土産等が宅配で届くサービスが付いた商品
・ 通常の宿泊料金を著しく超える物品
（例：宿泊施設で販売をしている高級和牛肉など）付き の商品

補助金の対象とする商品（宿泊プラン）の基準・考え方

対象外とする商品例（代表的なものを例示）

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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補助金の対象とする商品（宿泊プラン）の基準・考え方（補足）

【館内利用券について】
次の条件を全て満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものも旅行
商品に含むことができます。
① 物品やサービスの価額が当該宿泊料金の水準を超えないこと
② 旅行者自身が旅行期間中に使用すること
③ 宿泊施設内および宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利

用する物品やサービスあること（併設・隣接する店舗や、テナント店舗は対象外）
④ ③に規定する店舗に限って使用可能であること（他の場所にある提携施設と

の共通利用券等は対象外）
(具体例)
〇宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券
✕ 宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券

【旅行者が滞在に追加で支払いを行った費用の扱い】
補助の対象外です。
宿泊プランに事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。
（例）
1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、滞在時に夕食を追加で注文した場合
〇朝食代金を含めた宿泊料金は補助の対象です。
✕現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。

【宿泊代金の支払いに各種ポイントやマイル、ギフト券等の利用可否 】
個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「旅行者
個人に付帯するもの」等、クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用す
る場合については、これらを利用可能です。旅行代金に対して販売補助金を適用
させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同様に利用できます。

愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）事業 実施概要
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STAYNAVIの運用について

宿泊施設へ直接（電話・公式HP）で予約されるお客様が、
宿泊割引クーポンを取得するシステムです。
宿予約後、割引クーポンを取得し、チェックイン時に
必要書類（本⼈確認書類・ワクチン接種又は陰性証明）と
あわせて提示いただくことで、割引を適用した宿泊代⾦で
お泊り頂けるようになります。
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宿泊割引クーポンについて

重要なお知らせについて

・STAYNAVI操作マニュアルは改定される場合がございます。各手続きの前に必ずSTAYNAVI

マニュアルページ：https: /gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/ から最新版をご

確認ください。

・STAYNAVIサポートセンターからの重要なお知らせは、随時メールで届きます。

ご登録頂いております代表メールアドレスを必ずご確認ください。

・チェックイン日を過ぎると宿泊割引クーポンの発行はできません。

・宿泊割引クーポンの発行漏れは給付対象外となりますので、予約を受けたらすみやかに宿泊

割引クーポンの発行を確認してください。必要があれば代理発行をお願いします。

宿泊割引クーポンの変更・修正について

・宿泊割引クーポンは締め日を過ぎると同行者入力などの内容変更・修正は不可となります。

必ず締め日までに行なってください。

宿泊割引クーポンの精算について

・宿泊割引クーポンの発行漏れ・実績ステータスの更新漏れは給付対象外となります。

・毎月の精算締め日（毎月5日または事務局指定日）までに、宿泊割引クーポンの実績ステータ

スを「宿泊（承認）」に更新すると、精算対象となります。

・精算対象期間の各宿泊割引クーポンの実績を正しく登録してください。

宿泊済みであれば「宿泊（承認）」、キャンセルであれば「キャンセル・NoShow」へ更新

してください。

・間違った受給があった場合、不正受給とみなされる場合があります。返金を求めます。

深夜0時を過ぎた場合の当日予約について

・翌日以降のチェックイン日で宿泊割引クーポンを作成し、管理画面上でチェックイン・チェッ

クアウト日を修正の上、印刷し代表者に署名をもらってください。

STAYNAVIをご利用頂く上での重要事項

同行者氏名（カナ）と都道府県・住所は必須入力となります

・同行者氏名（カナ）、都道府県、及び住所は必須入力です。

宿泊割引クーポンの内容に不足や間違いがあった場合は、締め日までに修正が必要です。

管理画面から修正します。（修正した宿泊割引クーポンは宿泊者の署名が必要です。）

・同行者欄に代表者住所が複製されたままなど、正しい情報が登録されていない宿泊割引クーポ

ンは、給付対象外となる場合がありますのでご注意ください。

・同行者情報入力は不正防止の観点からも必須としております。

事業中または事業終了後に宿泊割引クーポンの提出を求める場合があります。

https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/
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宿泊施設様が旅行者から直接予約を受け現地にて精算をする場合、旅行者より

割引額を差し引いた金額を受け取ります。宿泊施設様は割引相当額の補填分に

ついての請求を、STAYNAVIを通じておこなってください。そのためには必ず

STAYNAVIのご登録をお願いします。

① キャンペーン事務局への参画登録

② STAYNAVIへの登録

宿泊施設様が直接受けた予約分に対して旅行者に割引を行うためには、STAYNAVI登録が

必要です。登録後、管理画面をお渡しします。

※すでにSTAYNAVI登録があり、管理画面をご利用中の宿泊施設様は、新たなご登録は不

要です。お持ちの管理画面をご利用いただけます。

✔ 登録後、管理画面でキャンペーン参加申請（受付設定）が必要です。

受付設定をすることで、直接受けた予約分に対しての割引額相当の

宿泊割引クーポンが施設様にて発行可能となります。

✔ 発行された宿泊割引クーポンの修正、更新をします。

✔ 割引額など宿泊割引クーポンの管理を行います。

✔ 毎月締めを行い、審査を通過した対象の宿泊割引クーポンの金額（補填額）が

翌月末までに振り込まれます。

STAYNAVI新規登録はこちら：https: /mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification

STAYNAVI管理画面の操作方法、宿泊割引クーポンの修正方法、精算の流れなど詳細は

本マニュアルの各説明ページよりご確認ください。

③ STAYNAVIのマイページ作成 （②の手続き中でも③の作成はできます）

【愛郷ぐんま全国割】に参画し、宿泊施設様が直接受けた予約分に対して旅行者に割引を行うために

は、まず群馬県の事務局に登録が必要です。事務局へ参画登録が終わりましたら、②③へお進みくだ

さい。

《事務局問合せ先》Tel：027-386-3027/Fax：027-386-3570/

Mail：gunma-office_01@10.tripwari.jp

《申請書類ダウンロードHP》https://premium-gift.jp/gunmatripwari

《申請書類名》【宿泊施設向け】（様式1）愛郷ぐんま全国割（全国旅行支援）対象施設登録申請書

割引額を反映して旅行者との精算を行うためには、宿泊割引クーポンの発行が必要です。

宿泊割引クーポン発行は旅行者がSTAYNAVIの会員登録をおこない、

マイページにて発行します。また、宿泊施設でもマイページを作成することで、

旅行者に代わって宿泊割引クーポンを代理発行することができます。

✔ 宿泊割引クーポンを発行します。

STAYNAVIマイページ登録はこちら：https: /staynavi.direct/member

マイページ登録、宿泊割引クーポン発行方法など詳細は本マニュアル各説明ページよりご

確認ください。

STAYNAVIご利用で予約の割引を行うために

https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification
https://staynavi.direct/member
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管理画面設定の流れ

【ステップ１】STAYNAVI管理画面にログイン

【ステップ２】参加申請する

①STAYNAVI管理画面にログインする

https: /mng.staynavi.direct/admin/login

※はじめてログインする場合は、STAYNAVI新規登録の

登録完了の通知メールに、ログインURLとともに、

システムで自動発行されたパスワードが記載されています。

※パスワードの変更は、管理画面ログイン後「施設情報設定」

より「パスワード変更」で行ってください。

②「その他設定」→「稼働/非稼働設定」をクリック

③キャンペーン参加条件に同意の上、
【愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態】の

「参加申請」に◉ チェックを入れる

④「保存する」をクリック

⑤【愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態】

の表示が「参加申請済」になっているか確認する

⑦

⑥「その他設定」→「稼働/非稼働設定」
をクリック

⑦チェックイン時に配布する地域限定クーポン等の

受付準備ができたら【受付】に◉ チェックをいれる

⑧「保存する」をクリック

※【受付】にすると宿泊割引クーポンの発行ができます。
※【停止】のままでは宿泊割引クーポンの発行ができません。

【ステップ３】受付にする

参加申請の承認審査は数日から1週間ほど要します。

承認通知メールが届いたら【ステップ3】へ

愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態

③

④

愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態

①

②

愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態

④

愛郷ぐんま全国割の参加・受付状態 ③

⑤

⑥

⑧

STAYNAVI 1．参加申請

https://mng.staynavi.direct/admin/login
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STAYNAVI登録情報更新および宿泊施設公式ホームページでの案内

【ステップ１】STAYNAVI管理画面にログインする

①管理画面にログインする

https: /mng.staynavi.direct/admin/login

②「施設情報変更」「施設画像登録」から登録内容に

間違いがないか確認し、間違いがある場合は正しい

情報に修正する

※旅行者が閲覧するSTAYNAVIサイト上に、ここで

登録した情報が掲載されます。

・宿泊施設様の写真

・地図情報に所在地を表示するための緯度・経度

・公式サイトのURL

・その他詳細、説明文等

※「申込情報変更」では営業許可証通りの施設名等の

ご登録が必須ですが、この「施設情報変更」では

サイト掲載する施設名を通称などに登録いただく

ことも可能です。

※こちらの登録の施設名が宿泊割引クーポンを発行す

る際の施設名検索に表示されます。

【ステップ２】施設情報を登録する

①

②

STAYNAVI 2．受付開始までの作業

https://mng.staynavi.direct/admin/login
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【ステップ３】口座振替とPaidの登録をする

＜口座振替のご登録について＞

STAYNAVIでは宿泊施設様の利便性向上と振込手数料のご負担をなくすため、口座振替のご
登録をお願いしております。また、口座振替がご利用いただけない場合の支払い方法とし
て、Paidのご登録も併せてお願いします。
なお、給付金の重複申請などによる返金、その他STAYNAVIの新サービス等のお申込みが
ない限り、口座振替やPaidでの請求は発生しません。

✔ すでにご登録の口座と同じ口座にてご登録手続きとなります。
✔ 口座振替となる場合、月末締め、翌月末の引き落としとなります。
✔ 口座振り替え手続きができなかった場合は締め月の翌々月に「Paid」でのご請求に

切り替わります。Paid利用時はシステムの利用料（請求額の3%）がかかります。
✔ 毎月10日までに依頼書を送付いただいた場合、翌月末の引き落とし手続きが間に合う

予定です。※4月など銀行繁忙期はご登録が遅れる場合があります。
✔ 管理画面より口座振替依頼書をダウンロードし、「口座名義人」の記入、および

「銀行印」捺印の上、事務局まで送付ください。
✔ ご登録の口座変更がある場合、管理画面より変更登録の承認後、あらためて

口座振替依頼書を事務局までおくっていただく必要があります。

※この一連のサービスは、りそな決済サービス株式会社、株式会社ラクーンフィナンシャル、日本アウトソース株式会社と共同で提供しています。

③「申込者情報変更」

間違いがないか確認し、間違いがある場合は正しい情報

に修正する

※法人の場合、国税庁にご登録の内容と相違がないか、

ご確認ください。相違があるとエラー表示になります。

正しい法人番号の入力、情報取得のボタンを押して、

内容を国税庁登録内容に一致させて登録をお願いしま

す。（審査には数日～1週間ほどかかります）

④「支払情報管理」より口座振替の手続きとPaid登録を

する

※口座振替のご登録をされていない、もしくは口座残高不足等によ

り振替ができなかった場合は、Paidによるご請求をさせていただ

きます。

Paidによるご請求となった場合は、システム手数料として請求額

の3％を上乗せしてご請求させていただきます。

手続き詳細は管理画面をご覧ください。

●口座振替とは：
全国の提携金融機関ネットワークを通じて、お客様の取引金融機関の預金口座から自動振り替
えで代金を引き落としするサービスです。

●Paidとは：
Paidは、法人・個人事業主のお客様を対象とした締め支払い（後払い）の決済サービスです。

③

④

STAYNAVI 2．受付開始までの作業
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⑥施設公式ホームページに掲載するプラン内容に、「愛郷ぐんま全国割」である旨を記載する

※プランやメールの本文に入れられない場合は、ホームページに説明するページを作成する等、

割引には必ずSTAYNAVIにて宿泊割引クーポン
の発行が必要な旨を表記してください。

【ステップ5】施設公式ホームページに掲載するプラン内容を作成する

プラン名＜愛郷ぐんま全国割割引対象＞朝食付きプラン

ご注意事項：愛郷ぐんま全国割対象プランを予約される方へ

本プランの予約が完了した時点では、愛郷ぐんま全国割の割引は適用されません。
予約後STAYNAVI（ステイナビ）サービスに移動し、愛郷ぐんま全国割の割引の手続きを
行ってください。
宿泊割引クーポン発行後、フロントにSTAYNAVIで発行された宿泊割引クーポンを
提示することにより割引が適用となります。

◇STAYNAVI マイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）

https: /staynavi.direct/login

＜サンプル＞

⑤施設公式ホームページに

「愛郷ぐんま全国割」対象施設である

文言を記載する

事務局ページに参画施設一覧が掲載されますが

すべての宿泊プランが対象と認識される可能性が

あります。割引対象外の宿泊プランがある場合は

「対象外」であることを明記してください。

※施設公式ホームページにキャンペーン詳細ペー

ジや、割引対象の宿泊プラン一覧を掲載するな

どして、どのプランの予約が「愛郷ぐんま全国

割」対象となるのか、旅行者にわかるように記

載してください。

【ステップ4】施設公式ホームページにキャンペーン参画施設であることを記載する

＜愛郷ぐんま全国割対象＞朝食付きプラン

＜イメージ＞

２名１室利用時
お一人様 ７，５００円(税込)

３名１室利用時
お一人様 ７，０００円(税込)

見本

お電話でのご予約、または公式ホームページからのご予約
が対象です。ご予約後、マイページにて割引クーポンを発
行し、チェックインの際、宿泊施設へご提示ください。
身分証、ワクチン接種証明などの確認書類の詳細はキャン
ペーン事務局のサイトでご確認ください。お忘れになると
割引適用ができなくなりますのでご注意ください。

STAYNAVI 2．受付開始までの作業
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⑦旅行者に送信するメールの内容に「愛郷ぐんま全国割」のご利用条件を明記する

【ステップ6】予約いただいた旅行者に自動送信されるメールのひな型を作成する

＜サンプル＞

ご予約ありがとうございました。山田太郎様のご予約情報は下記になります。
予約者名 山田 太郎
宿泊日 2022年10月16日

ご注意事項：愛郷ぐんま全国割対象プランを予約された方へ

本メールが到達した時点では愛郷ぐんま全国割の割引は適用されておりません。

下記、STAYNAVI マイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）に移動し、
愛郷ぐんま全国割の宿泊助成の手続きを行ってください。
予算が上限に達した場合は、宿泊割引クーポンを発行することができません。
この場合は割引の適用はできませんのでご注意ください。
予約後直ぐに宿泊割引クーポンの発行をお願いいたします。

チェックイン時にフロントでSTAYNAVIで発行された宿泊割引クーポンを提示することにより
割引が適用となります。
※宿泊割引クーポンは印刷してお持ちいただくことをお勧めいたします。
※スマートフォンなどの画面提示でも有効です。
※チェックイン時に参加者全員の身分証およびワクチン接種証明書等の提示も必要です。

◇STAYNAVIマイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）

https: /staynavi.direct/login

【ステップ7-1】施設公式ホームページにキャンペーンバナーを設置する

⑧STAYNAVIの管理画面にログインし、
「トラベルアシスト」の「トラベルアシスト設定」
をクリック

管理画面：https: /mng.staynavi.direct/admin/login

※施設公式ホームページにSTAYNAVIサイトのバナーを
設置すると、施設周辺情報やお得な情報を旅行者に
ご案内できます。
また、愛郷ぐんま全国割などのキャンペーンの
クーポン発行画面への誘導もスムーズになります。

⑧

STAYNAVI 2．受付開始までの作業
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⑨「横長」もしくは「正方形」の

バナーから「HTMLをクリップ

ボードにコピー」をクリック

※バナーのデザインは参加している
キャンペーンによって自動的に表示が
切り替わります。
管理画面のその他設定にて稼働/非稼
働設定が【受付】になっているもの
にあわせてバナー表示されています。

【ステップ7-２】施設公式ホームページにキャンペーンバナーを設置する

⑩施設公式ホームページに上記でコピーした
HTMLを設置する

設置完了すると、公式ホームページに選択した
バナーが表示されます。

施設公式ホームページ

見本

見本

バナーのデザインは、管理画面のその他設定にて稼働/非稼働設定が【受付】になってい
るキャンペーンにあわせて表示が切り替わります。
新しいキャンペーンやオプションを新しく受付にした時も、自動で設定にあわせてバナー
デザインが表示されますので、一度バナーの設置をしていただきますと、今後、キャンペ
ーンごとに張り替える必要はありません。

⑨

STAYNAVI 2．受付開始までの作業
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【補足】旅行者へのご案内について

こんなときは？

施設公式ホームページからご予約をされる旅行者へ、予約が割引対象になるかどうかがわかるよ

うご案内ください。事務局ホームページでは、宿泊施設直接予約で割引対象となる宿泊施設一覧

を掲載しますので、対象の宿泊施設の予約であれば、どの予約でも対象となると認識される可能

性があります。対象プランを限定する場合は、公式ホームページで旅行者にわかりやすい表示を

していただくようお願いします。公式ホームページにてご案内がされていないと、旅行者からの

お問い合わせ入電につながる可能性があります。

※割引適用の対象となるのは【現地払い】のプランのみです。

公式ホームページからのご予約すべてを「愛郷ぐんま全国割」の対象とする場合

✔ 公式ホームページのTOPやお知らせに記載する、キャンペーン案内のページを作成するなど、

公式ホームページからのご予約がすべて対象になる旨のご案内を明記してください。

✔ 予約後の予約確認メールにも、「本予約はキャンペーン対象となり、割引が適用される」ことを記載して

ください。

✔ 旅行者はSTAYNAVIで「愛郷ぐんま全国割」の宿泊割引クーポンを発行する必要があります。

宿泊予約後にすみやかにSTAYNAVIで会員登録の上、宿泊割引クーポンを発行していただくよう、ご案内

をお願いします。

✔ 旅行者からお申し出があった場合のみ対象とする場合は、あらかじめ、予約時の備考に「キャンペーン適用

希望」を記載いただくようご案内する、または、予約確認メールに「キャンペーン適用希望の場合は、

同行者氏名・都道府県・住所とあわせて、メール・お電話でご連絡いただく」ように記載するなど、

ご案内ください。

公式ホームページからのご予約の一部のプランのみを「愛郷ぐんま全国割」の対象とする場合

✔ 公式ホームページのTOPやお知らせに記載する、キャンペーン案内のページを作成するなど、

公式ホームページからのご予約がすべて対象とはならないことを明記してください。

✔ 公式ホームページに掲載する各宿泊プラン名に「愛郷ぐんま全国割」の【対象】または【対象外】がどちら

もわかるようにご案内を明記してください。

✔ 旅行者はSTAYNAVIで「愛郷ぐんま全国割」の宿泊割引クーポンを発行する必要があります。宿泊予約後にす

みやかに、STAYNAVIで会員登録の上、宿泊割引クーポンを発行していただく様、ご案内をお願いします。

✔ 旅行者からお申し出があった場合のみ対象とする場合は、あらかじめ、予約時の備考に「キャンペーン適用

希望」を記載いただくようご案内する、または、予約確認メールに「キャンペーン適用希望の場合は、

同行者氏名・都道府県・住所とあわせて、メール・お電話でご連絡いただく」ように記載するなど、

ご案内ください。

Ｑ：現地払いのみですか？事前払いはできませんか？

Ａ：割引適用後に、旅行者の支払金額が確定するため、
事前払いではなく現地払いにしてください。

チェックイン時に、身分証での本人確認およびワクチン接種の証明書などの確認を
行った上で割引を適用します。そのため、事前に割り引いて支払いが済んでいたが
チェックイン当日に確認書類不足等で割引適用不可が判明した場合、割引適用の
計算しなおしと、カード決済のしなおしが必要になります。
STAYNAVI利用で宿泊割引を適用するには、現地払いのみを基本としています。

すでに事前決裁をされたお客様については、キャッシュバックでの対応も可とする。

STAYNAVI 2．受付開始までの作業
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ログイン画面 ログイン後の管理画面

【入金管理】

〇入金管理

ステイナビホテル（STAYNAVI ID：987654）

※施設名・STAYNAVI IDを確認できます。

【施設情報設定】

〇施設情報変更

〇施設画像登録

〇申込者情報変更

〇申込情報変更

〇口座情報変更

〇メールアドレス変更

〇パスワード変更

【トラベルアシスト】

〇トラベルアシスト設定

〇ホテルを楽しむ

〇周辺観光情報

〇観光スポットへコメント投稿

【その他設定】

〇稼働/非稼働設定

【マニュアル・Q&A】

〇マニュアル・Q&A 

〇利用規約

マニュアルは改定される場合がありますので、各手続きの前に最新版であるか
ご確認頂きますようお願いいたします。

①マニュアル・Q&Aをクリックする

②各種マニュアルページへ遷移

③「愛郷ぐんま全国割」をクリックする。

または、画面を下へスクロールして下さい。

各県のキャンペーンが順番に表示されますので、

「愛郷ぐんま全国割」までご移動ください。

【予約管理】

〇クーポン検索・実績管理

〇クーポンPDF出力履歴

【地域観光事業支援】

〇予算確認

STAYNAVI 3．管理画面について
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【旅行者】マイページで宿泊割引クーポンを発行

発行した宿泊割引クーポンの印刷または画面提示のご準備
※チェックイン当日の23：59まで発行は可能です。
※直接受けた予約分のみ宿泊割引クーポンの発行対象です（OTA予約・旅行会社予約は不可）。
※予算の上限に達した場合は宿泊割引クーポンは発行できません（割引不可）。

【チェックイン時】

・宿泊割引クーポンを適用

旅行者が提示する宿泊割引クーポンを確認（目視）

管理画面にて宿泊ステータスを「宿泊（承認）」に更新します。
（管理画面の処理はチェックイン時、またはチェックアウト時でもかまいません。）
※宿泊施設側で代理発行をした宿泊割引クーポンは、必ず旅行者より署名をもらいます。

・地域限定クーポンを配布

【精算】
割引後の宿泊代金を受領

・宿泊施設によりチェックイン時またはチェックアウト時に精算します。
・県内の市町村で行っているキャンペーンや振興券の併用の可否についてはキャンペーン事務局まで
ご確認ください。

・GoToトラベルキャンペーンとの併用はできません。

チェックイン時に参加者全員の下記書類の確認が必要となります（目視確認）
● 本人の氏名・住所が確認できる書類
※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等

● ワクチン３回接種済または検査結果（※）が陰性であることを証明する書類
※電子媒体の提示も可能
※PCR検査等の検査結果通知書、陰性証明等の有効期間はPCR検査・抗原定量検査
は検体採取日（＝検査日）+3日、抗原定性検査は検体採取日（＝検査日）+1日

＜宿泊施設様が宿泊割引クーポンを代理発行することも可能＞
①代理登録用マイページ作成
②マイページで宿泊割引クーポンを発行
③管理画面から宿泊割引クーポンを印刷

施設公式ホームページで予約電話で予約

STAYNAVI 4．宿泊予約の流れ
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①

②

③

⑤

⑥

⑦「会員登録完了」のメールが届いたらメ

ールに記載されたURLにアクセスしマ

イページを確認

マイページ作成

【ステップ１】メールアドレスを登録する

【ステップ２】会員登録をする

【ステップ３】会員登録完了

①【会員登録】をクリック

②メールアドレスを入力

③【同意して仮登録する】をクリック

※管理画面のログインIDと同じメールアドレスでも
ご利用いただけます。

※メールアドレスは実際に送受信できるアドレスを
ご用意ください。宿泊割引クーポンを発行した時に、
登録メールアドレスへ発行確認メールが送信されます。

④「仮会員登録完了」のメールが届いたら

メールに記載されたURLをクリック

⑤アカウント名とパスワードを入力

※アカウント作成時の名前は施設名で作成します。
※アカウント名：
半角英字（大文字・小文字）・数字のみ 255文字以内

※パスワード：
半角英字（大文字・小文字）・数字・
記号（!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]̂ _̀ {|}~）を
3種類以上含む8～3232文字

⑥【同意して会員登録をする】をクリック

STAYNAVI旅行者向けサイトで新規のアカウントを作成してください。

https: /staynavi.direct/member

⑦

マイページ画面TOP

STAYNAVI 5．宿泊割引クーポン代理発行の為の事前準備

https://staynavi.direct/member
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宿泊割引クーポンの発行と印刷

【ステップ１】マイページにログインする

①マイページにログイン

（会員登録の際のメールアドレスと

パスワードを入力）
①

【ステップ２】キャンペーンを選択する

通常は、旅行者が発行と印刷を行いますが、宿泊施設様にて代理発行を行う場合は、事前準備し

たマイページアカウントにて、宿泊割引クーポンの発行をします。

チェックイン日よりあとに宿泊割引クーポンの発行はできません。

チェックイン時までに宿泊割引クーポンが発行されていない場合は、助成対象にはなりませんの

でご注意ください。

代理発行した宿泊割引クーポンは、チェックイン時に代表者に内容を確認の上、署名をもらう

必要があります。宿泊割引クーポンはマイページで発行後、管理画面より印刷します。

深夜0時を過ぎた場合の当日予約については、翌日以降のチェックイン日で宿泊割引クーポンを

作成し、管理画面上でチェックイン・チェックアウト日を修正の上、印刷し代表者に署名をもら

ってください。

②「愛郷ぐんま全国割」をクリック

愛郷ぐんま全国割
②

STAYNAVI 6．宿泊割引クーポンの代理発行方法
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【ステップ３】施設検索をする

③「検索ワード」に宿泊施設名を入れて
「検索する」をクリック

※見つからない場合は「検索ワード」に

宿泊施設名の一部を入力して検索してください。

例）施設名が「〇〇温泉ホテル△△」の場合、

検索ワードに「〇〇」「△△」のみを入力

して検索する

※管理画面「施設情報設定」→「施設情報変更」

施設名がここで検索されます。

⑤予約情報を入力し「キャンペーン条件に
同意し、登録内容を確認」をクリック

※登録詳細は16ページをご参照ください。

⑥確認画面で登録内容を確認し
「クーポン券を発行」をクリック

宿泊割引クーポンの発行が完了しました。
・そのまま確認画面で詳細確認ができます。
・メールで発行完了の通知が届きます。

⑤

⑥

○○市

④「予約情報を登録」をクリック

【ステップ４】予約情報を登録し、宿泊割引クーポンを発行する

愛郷ぐんま全国割

愛郷ぐんま全国割

〇〇県

③

④

※宿泊割引クーポンの確認と印刷は 管理画面より行います。
ページ15【ステップ5】へお進みください。

※マイページの確認画面では印刷をしたときに署名欄がありま
せん。管理画面から印刷したときに署名欄が表示されます。
代理発行のため代表者に署名をもらう必要があるので、管理
画面から宿泊割引クーポンの印刷をします。
なお、マイページから印刷し、空白の部分に署名をもらった
場合でも問題はありません。

○○県

愛郷ぐんま全国割

STAYNAVI 6．宿泊割引クーポンの代理発行方法
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【ステップ５】管理画面で宿泊割引クーポンを印刷する

⑧管理画面にログインし、
「予約管理」から「クーポン検索
・実績管理」を開き、対象の
クーポンを検索する

⑨

⑨対象の宿泊割引クーポンの予約番号を
クリックし、詳細画面を開く

⑩下部にある「印刷」ボタンをクリック

※必ず管理画面より印刷してください。
管理画面より印刷すると、下部に代表者に
署名をもらう箇所があります。

※マイページで印刷しても問題ありませんが、
署名欄がないので、宿泊割引クーポンの空白の部分
に必ず署名をもらってください。

管理画面ログイン

１，宿泊施設様にて代理で宿泊割引クーポンを発行した

２，旅行者発行の宿泊割引クーポンを上書き修正した

上記どちらかの場合は、必ず管理画面から印刷の上、

代表者に署名をもらってください。

署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管が必要です。

管理画面ログイン
https: /mng.staynavi.direct/admin/login

地域クーポンの表示について
【地域クーポン】の表示箇所に「地域限定クーポン」等、各
キャンペーンの地域限定クーポンの配布金額が表示されま
す。名称は共通表示項目の為、各キャンペーンの地域限定
クーポンの名称にはなっておりません。

⑩

⑧

STAYNAVI 6．宿泊割引クーポンの代理発行方法

https://mng.staynavi.direct/admin/login
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予約情報登録画面＜詳細＞

●宿泊施設

・「施設を選択」画面で選択された宿泊施設名、

エリア、住所が青文字で表示されます。

●チェックイン／チェックアウト

・カレンダーから選択します。

●予約経路

・プルダウンから選択します。

●予約番号

・予約番号を入力します。

※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、

半角アンダーライン「_」が使用できます。

●ご予約日

・予約日をカレンダーから選択します。

●プラン名

・予約したプラン名を入力します。

・プラン名は略称やナンバーでもかまいません。

●代表者の都道府県 ●代表者の住所

●代表者（姓）カナ ●代表者（名）カナ

●代表者電話番号

・実際に宿泊される旅行者のお名前と番号です。

・住所はチェックイン日の居住地で登録します。

●宿泊人数

・大人、子供の人数を入力します。

・入館料や食事代のみでも代金が発生する場合、

また、宿泊代金がある場合は「こども」

・添い寝や無料同伴幼児は「こども（無料）」

●同行者（姓）カナ

●同行者の都道府県

●同行者（名）カナ

●同行者の住所

※同行者情報は宿泊割引クーポン発行時に必須入力とな

ります。

●予約総額（税サ込）

・予約金額の総額を入力します。

・入湯税が予めプランに含まれている場合は総額に

含みます。入湯税が現地払いの場合は含めません。

※「こども」「こども（無料）」どちらも対象人数

として総額の計算に含めます。

●施設使用欄

・【☑代理者が発行する】に☑を入れてください。

※発行した宿泊割引クーポンをマイページで修正する

ことはできません。登録後、予約の変更などにより

修正が必要な場合は、管理画面より修正を行います。

※発行した宿泊割引クーポンが不要になった場合は

管理画面よりキャンセルを行います。

マイページからキャンセルした場合、再利用する

ことはできません。間違えてキャンセルした場合は

再発行が必要です。

※宿泊割引クーポンは、マイページでのみ発行ができ

ます。管理画面では発行できません。

STAYNAVI 6．宿泊割引クーポンの代理発行方法
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①確認書類の目視確認

チェックイン時に、本人確認やワクチン接種証明などの必要な確認を行います。

-1 本人確認書類（割引を受けようとする方全員・原本が必要）

・健康保険証（後期高齢含む）または介護保険証・旅券(パスポート)

・運転免許証または運転経歴証明書・住民票の写し

・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード

・身体(精神)障がい者手帳または療育手帳・年金手帳または年金証書

・在留カードまたは特別永住者証明書

・外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限ります)

※いずれも有効期限が切れていないものに限ります。

※マイナンバー通知カードは本人確認書類としてご使用になれません。

-2 ワクチン３回接種済または検査結果が陰性であることを証明する書類

（ 原本の他、コピーや写真・電子媒体の提示も可能）

・新型コロナワクチン接種証明書アプリ・予防接種済証など

※電子媒体の提示も可能

・PCR検査等の検査結果通知書、陰性証明等

※有効期限はそれぞれ以下の通り

PCR検査・抗原定量検査は検体採取日（＝検査日）+3日

抗原定性検査は検体採取日（＝検査日）+1日

②宿泊割引クーポンを確認する

旅行者が印刷し持参した宿泊割引クーポン、または画面をご提示いただく。

※代理発行された宿泊割引クーポンは、管理画面から印刷をし、代表者に署名をもらってください。
マイページから印刷したものでも問題ありませんが、署名欄がないため、空白の部分に必ず署名を
もらってください。

※金額・人数など予約内容に変更が生じた場合は、宿泊割引クーポンの修正が必要です。
旅行者が発行した宿泊割引クーポンを宿泊施設が管理画面で修正した場合は、管理画面より宿泊割
引クーポンを印刷し、代表者に内容を確認の上、署名をもらってください。

※署名をいただいた宿泊割引クーポンは宿泊施設にて5年間保管となります。

事務局により監査が入ることがあります。保管されていない場合、遡及して受け取った給付
金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

③地域クーポンを配布する

管理画面のクーポン詳細に表示された金額、および印刷した宿泊割引クーポンに表示

された金額をご確認ください。

④宿泊割引クーポンの実績ステータスを変更する
管理画面「クーポン検索・実績管理」にて宿泊割引クーポンの実績ステータスを

「宿泊（承認）」に更新する（チェックアウト時でも可）

チェックイン時の流れ

STAYNAVI 7．チェックイン時の流れ
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宿泊施設様で代理発行した宿泊割引クーポンは、代表者に署名をもらう必要があります。

また、旅行者が発行した宿泊割引クーポンを宿泊施設様が管理画面で上書き修正した場合も

、印刷の上、代表者に署名をもらう必要があります。

代理発行した場合は、旅行者に宿泊割引クーポンの内容を確認していただいた上で、代表者に署

名をもらってください。登録内容に修正があった場合は、修正後に印刷の上、代表者に署名をも

らってください。印刷は白黒で問題ありません（カラー印刷は不要です）。

署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管してください。

署名について

備考

連絡先署名

見本

地域クーポン

地域クーポン配付金額
※地域クーポンの名称はキャンペーンによって異なります。

E. 地域クーポン対象額合計

宿泊施設様が代理発行
した場合、または旅行
者が発行した宿泊割引
クーポンを宿泊施設様
が管理画面で上書き修
正した場合は、印刷の
上、代表者に署名をも
らう必要があります。

予約総額から割引金額
を差し引いた、旅行者
に現地払いにて支払っ
てもらう金額です。

地域クーポンの表示箇
所に「地域限定クーポ
ン」の配布金額が表示
されます。
名称は共通表示項目の
為、各キャンペーンの
地域限定クーポンの名
称にはなっておりませ
ん。

見本

STAYNAVI 7．チェックイン時の流れ
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予約内容の変更が生じた場合は、宿泊割引クーポンの情報を管理画面で上書き変更します。

印刷して署名欄に代表者の署名をもらってください。

※署名をいただいた宿泊割引クーポンは宿泊施設にて5年間保管となります。

事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

宿泊施設様の管理画面で上書き修正ができる項目の場合

【ステップ１】該当の宿泊割引クーポンの詳細画面を表示する

①管理画面の「クーポン検索・実績管理」から

条件を指定して「検索」をクリック

②該当の宿泊割引クーポンの「予約番号」を

クリックし、 詳細画面を表示①

②

③

【ステップ２】内容を修正する

③変更や間違いがあった項目を修正し、

「登録する」 をクリック

※予約金額（総額）、人数、泊数等を変更した場合は、

宿泊割引クーポンを発行したアカウントに登録の

メールアドレスに、変更内容のメールが自動送信されます。

【ステップ３】宿泊割引クーポンを印刷し、代表者の署名をもらう

④宿泊割引クーポンを印刷し、署名欄に代表者の署名をもらう

※署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管してください。

事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

山田太郎④

STAYNAVI 8．宿泊割引クーポンの変更・修正方法
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予約内容の変更が生じ、上書き修正ができない項目の場合は以下の通りご対応ください。

下記のいずれかでご対応ください：

●正しい内容でクーポンを発行してから、間違った宿泊割引クーポンをキャンセルします。

●管理画面から印刷した宿泊割引クーポンの間違った項目を手書きで修正し、代表者の署名を

もらって５年間保管で対応していただいても構いません。

事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

宿泊施設様の管理画面で上書き修正ができない項目の場合

【修正できない項目】
・予約番号（施設様の予約番号）
・STAYNAVIクーポン番号
・代理申請
・メールアドレス

STAYNAVI 8．宿泊割引クーポンの変更・修正方法
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実績報告と精算フロー

基本は、1か月分をまとめて翌月5日（または事務局指定日）に締め、月末に入金手続きとな

ります。

※年末年始や祝日等によって入金手続きが翌月初になる場合があります。

１，実績の報告

チェックアウト日基準で、実績の報告を行います。（※詳細手順は次ページ参照）

※精算対象期間の各宿泊割引クーポンの実績を正しく登録してください。

・宿泊済みのもの→「宿泊（承認）」を選択して更新する

・キャンセルのもの→「キャンセル・NoShow」を選択して更新する

※「宿泊（承認）」の宿泊割引クーポンの金額・人数など必ずご確認ください。

間違いがあったら上書き修正して正しい状態にしてください。

※宿泊割引クーポン内容が間違ったままだと不正受給とみなされる場合があります。

※締め日を過ぎると同行者情報入力などの宿泊割引クーポン内容の修正はできません。

締め日は【クーポン検索・実績管理】画面の上部に表示があります。

２，報告書類の提出

STAYNAVIの宿泊割引クーポンのデータを個別に提出する必要はありません。報

告に必要な書類があるかどうかは、事務局のマニュアルをご確認ください。ま

たは事務局の指示に従ってください。

３，給付金の入金

実績の報告をもとに事務局で審査を行い、審査を通過した宿泊割引クーポンに

対して、1か月前後で入金手続きとなります。

STAYNAVI 9．精算の流れ

※上記フロー、精算スケジュール、また運用は見直される場合があります。

群馬県においては10月末までの事業実施が発表されておりますが、参考までに12月分までのスケジュー

ルを掲載しております。

対象期間 チェックアウト日基準 締め日 入金予定

10月分 2022年10月1日～31日チェックアウト分 2022年11月5日 2022年11月末まで

11月分 2022年11月1日～30日チェックアウト分 2022年12月5日 2022年12月末まで

12月分 2022年12月1日～31日チェックアウト分 2023年1月5日 2023年1月末まで

ステイナビシステム手数料は一切かかりません

給付⾦額合計 ＝ 着金額
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実績報告詳細

※STAYNAVI自動締切日（毎月5日）の23：59に実績ステータスは「審査中」の表記となり変更が
できなくなります。（画面上に毎月の締め日・締め時間が表示されています）

※審査後問題がなければ「確定」と表示、実績ステータスが何も登録されていなかった場合は
「否認」と表示されます。

※「キャンセル・No Show」「否認」の場合、給付金は支払われません。
※月末までに順次、確定した給付金が振り込まれます。
※振込手数料はSTAYNAVIが負担いたします。
※振込名義は「STAY NAVI」です。（キャンペーン名、事務局名ではありません）

【ステップ１】精算対象の宿泊リストを表示する

①「クーポン検索・実績管理」画面でチェックアウト日を指定する
例）10月分の精算をする場合は、チェックアウト日を10月1日～10月31日で選択

②「検索」をクリックしてリストを表示する

②

①

【ステップ２】実績ステータスを修正する

③各予約の実績ステータスを確認し、間違いがあれば正しい実績ステータスに修正する

「宿泊（承認）」または「キャンセル・No Show」に変更する

※更新ボタンを押し忘れると実績ステータスが変更されません。

※一括更新は、表示されているページのみ更新されます。次ページ以降は更新されません。

③

未設定 初期値は「未設定」になっている

宿泊（承認） 宿泊を承認

キャンセル・No Show キャンセルまたはNo Show

【ステップ３】実績ステータスを再確認する

④再度、①②の手順でリストを表示し間違いがないか確認する
※間違った実績ステータスでは正しく給付が行えませんのでご注意ください。

STAYNAVI 9．精算の流れ
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愛郷ぐんま全国割
2022年7月10日
2022年7月11日

※振込手数料はSTAYNAVIが負担いたします。

※下記の名義より振り込まれます。（キャンペーン名、事務局名ではありません）

「STAY NAVI」

※宿泊施設様にて宿泊割引クーポンの処理が適切に完了していない場合、また、

なんらかの事情で事務局承認が下りない場合は、給付金の入金はされません。

※間違った受給があった場合、あとから返還を求める場合があります。

給付金の入金管理

審査を通過した宿泊割引クーポンに対して、入金予定もしくは入金済の内容が確認できます。

①管理画面の「入金管理」をクリック

②対象期間のプルダウンで「2022年●月締め分」を選択し検索をクリック

③入金状況が表示される

①
②

③

2022年7月31日入金済み

ステイ ナビコ

¥30,000
¥15,000
¥15,000

¥15,000

入金処理完了

状況に表記される文言

送金手続済 STAYNAVIから送金システムへ手続きを行った状態

入金処理完了 システムで各金融機関へ送金が完了した状態

送金エラー 口座情報の不備等で送金できなかった

STAYNAVI 9．精算の流れ
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※当マニュアルを複製・転載することを禁止します。

※本キャンペーンの制度詳細、地域クーポン及びクーポン配布アプリに関するお

問い合わせは全国旅行支援群馬県事務局（027-386-3027）までお願いします

。

※マニュアルに掲載のない内容につきましては、よくある質問も併せてご覧ください。

※重要なお知らせなどは随時メールにてご連絡しております。

必ずメールのご確認をお願いします。

また管理画面のTOP「お知らせ」も併せてご覧ください。

お問い合わせ先

愛郷ぐんま全国割ステイナビサポートセンター

●電話（平日10:00－17:00） 土日祝休み

宿泊施設専用 050-3174-1879

●お問い合わせフォーム

メールでのお問い合わせはこちらから

https: /gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/gunma/yado_form.html

●よくある質問はこちら

愛郷ぐんま全国割
【宿泊施設向け】

https: /tayori.com/q/gunma-jigyosha/

STAYNAVI 問い合わせ先

https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/saga/yado_form.html
https://tayori.com/q/gunma-jigyosha/
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地域クーポンについて

地域限定旅行クーポン（地域クーポン）は愛郷ぐんま全国割の
適用を受ける旅行者が旅行代金・宿泊代金の割引とあわせて
配布されるものです。旅行期間中、群馬県内の加盟店で利用
できます。
宿泊日により配布枚数が異なりますのでご注意ください。
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名称 「群馬県地域限定旅行クーポン」

発行券種 紙クーポン
・券種：1,000円

利用期間

（クーポンの有
効期限）

宿泊旅行：チェックインからチェックアウトの日まで

日帰り旅行：旅行当日限り

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、配付及び利
用を停止することがあります。

配付方法 宿泊旅行 ：宿泊施設から旅行者へ配付
宿泊当日チェックインの際、配布いたします。

日帰り旅行：旅行会社から旅行者へ配付 旅行会社の指定する場所で配布いたします。
※日帰り旅行者へ宿泊施設から地域クーポンを配付することはありません。

利用エリア 群馬県内

利用可能店舗 群馬県地域限定旅行クーポン加盟店舗

（土産物店、飲食店などのほか、観光施設、アクティビティ、
交通機関等を含む）

※加盟加盟店舗はHPでお調べいただけます。

URL:https://premium-gift.jp/gunmatripwari

給付額 宿泊の場合は１人１泊、日帰りの場合は１人につき、

平日3,000円分、休日1,000円分を旅行者に配付。
※無料幼児・子供を旅行人数に含める場合はクーポン配

付対象、含めない場合は配付対象外となります。

注意事項 クーポン券と現金の交換は出来ません。
クーポン券面額以下のお支払いの場合でもお釣りは出ません。

地域クーポン券による支払いで不足する分は現金等でお支
払いください。

概要

群馬県地域限定旅行クーポンについて
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地域クーポンを旅行者に配布する

【ステップ2】地域限定旅行クーポンに有効期限と宿泊施設名を押印し配布する

2泊3日旅行の場合＝3日間

有効期間

11/20

Day1

（チェックイン・宿泊）

11/21

Day2

（宿泊）

11/22

Day3

有効期限を押印、
または記入する

表面

【ステップ1】地域限定旅行クーポン読み取りアプリでQRコードを読み取る

詳細は、地域クーポン配布管理Appマニュアル参照

※地域クーポンは連番にて配布されますので崩さず若い番号から使いください。
※汚損・誤記入した地域クーポンは本事業終了後、事務局に返却する必要があります。破棄
しない様に留意願います。

裏面

地域クーポンの券番号
記載箇所

見 本

※アプリでの対応が難しい施設様
・クーポン番号
・チェックイン日
・部屋番号（数字のみ）
・人数
・配布枚数
以上の情報を必ずお控えください。
（別紙1）別紙地域限定旅行クーポン券配布管理表を
ご利用いただきますようお願いいたします。
こちらは事業者用ホームページに掲載しております。

また、こちらの用紙は月末までに取りまとめ、
事務局までFAX・メールでお送りください。

群馬県地域限定旅行クーポンについて

（チェックアウト）

有効期限：チェックインの日からチェックアウトの日まで

１泊２日旅行の場合＝２日間

有効期間

11/20

Day1

（チェックイン・宿泊）

11/21

Day2

（チェックアウト）

表面

施設名の押印は不要です
ご記入の場合の訂正は不可です
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地域クーポンの利用 ※参考 旅行者への案内

チェックイン時に宿泊施設のフロントにて地域クーポンをお受け取りください。

※旅行会社でお申し込みの日帰り旅行は旅行会社より受取りください。

表面

ご利用の際は切り離さずご使用ください。

×

宿泊施設・旅行業者から受け取る際、有効期限
(利用可能日）が記載されていることをご確認くだ
さい。（スタンプ、手書き どちらも可）

群馬県地域限定旅行クーポンについて
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地域クーポンをご利用頂ける店舗には、ステッカーやポスターが掲示されています。

ステッカー ポスター

＜地域クーポンご利用上のご注意＞
・地域クーポンをご利用いただける対象施設は、愛郷ぐんま全国割サイトの「地域クーポン券

利用可能施設一覧はこちら」よりご確認ください。https://www.gunma-trip.jp/

※対象店舗情報は順次更新してまいります。

・利用対象外となる商品・サービス等ございますので、ご利用時は対象施設でご確認ください。

・釣銭は出ません。

・現金との引換え、換金性の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入には利用できません。
・偽造、悪用、乱用した場合、発行の主旨・目的に反する行為をした場合は、返還請求を求

め、相応の処置をとることとします。

・盗難、紛失、滅失または偽造、変造、模造等に対し、発行者・配付施設・利用施設は一切

その責任を負いません。

・利用可能日を経過したクーポンは無効です。
・利用可能日内に利用しなかった場合、また対象施設の事情により利用できなくなった場合でも

払い戻しはできません。

・売却・交換は認めません。

・破損、折り曲げ、切り取りをしないでください。

・新型コロナウイルス感染拡大状況や災害発生等により、利用できなくなる場合があります。

群馬県地域限定旅行クーポンについて
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ア 行政機関等への支払い
① 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
② 社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
③ 宝くじ（ジャンボ宝くじ、toto、BIG等）
④ その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）

※運送サービスの料金、博物館・美術館の入館料等、行政機関が運営する現業
の対価は対象

イ 日常生活における継続的な支払い
① 電気、ガス、水道、電話料金等
② NHK放送受信料
③ 不動産賃料
④ 駐車場の月極・定期利用料

※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
⑤ 保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

ウ 換金性の高いものの購入
① 金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、店舗が独

自に発行する商品券等）
② プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等
③ 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

エ その他
① クーポン券の利用エリア内でサービスが完結しないもの

※利用者が利用エリア外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象）
② 事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
③ 授業料、入学検定料、入学金等

※アクティビティのガイド料等は対象
④ 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
⑤ 既存の債務の弁済
⑥ 各種サービスのキャンセル料
⑦ 電子商取引
⑧ 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの
⑨ 公序良俗に反するもの
⑩ 社会通念上不適当とされるもの
⑪ その他各取扱店舗が指定するもの

クーポン券は以下のものは利用対象になりません。

群馬県地域限定旅行クーポンについて

宿泊施設が利用可能施設に登録されていた場合でも、宿泊代金又は宿泊を
伴う旅行商品の代金のお支払いにはご利用いただけませんのでご注意ください。
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※送付先にご注意ください。

＜送付先＞ 全国旅行支援群馬県事務局

宿泊施設担当 宛

〒370-0841 群馬県高崎市栄町２２−２９ ペヤングビル８F

Tel：027-386-3027/Fax：027-386-3570/

Mail：gunma-office_01@10.tripwari.jp

汚損・誤記入した地域クーポンの返却

地域クーポンが汚損した場合、誤記入をした場合はVoid(無効)券扱いとなります。本事

業終了後にまとめて事務局にご返送ください。

※本事業終了まで紛失等のないように、しっかりと保管をお願い致します。

残ったクーポン券の返却

本事業終了時点で残った地域クーポンは、事務局にご返送ください。

※Void（無効）券と余ったクーポンは一緒に送ってもかまいません。

※本事業終了後の送付は、着払いで送付してかまいません。

事業途中の返却・送付については宿泊施設の負担で送付してください。

群馬県地域限定旅行クーポンについて
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（別紙１）地域限定旅行クーポン券配布管理表

地域クーポン配布管理表 管理番号： 施設名：

チェックイン日 部屋番号 人数 配布枚数 クーポン番号 担当者

00000000

～

00000000

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

例）〇/〇 〇〇〇 〇人 〇枚 群馬

クーポン配布アプリが使用できない場合、こちらのクーポン配布管理表をご利
用ください。
月末に取りまとめ頂き、ＦＡＸまたはメールにて事務局へお送りください。
（https://premium-gift.jp/gunmatripwari）からご利用ください。

https://premium-gift.jp/gunmatripwari
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（別紙２）クーポン追加発注依頼書

追加発注をご希望の場合、
下記書類をＦＡＸまたはメールにて事務局へお送りください。
状況によりおおよそ１週間かかりますので早めの発注をお願いいたします。
また、クーポン券在庫数によりご希望の数をお渡しできない場合がございます。
・追加発注依頼書 （https://premium-gift.jp/gunmatripwari）

群馬県地域限定旅行クーポン券追加発注依頼書 

 

年   月   日 

全国旅行支援群馬県事務局 宛 

 

 

愛郷ぐんま全国割事業に参画しており、群馬県地域限定旅行クーポン券が不足しますので、 

下記追加発注を依頼致します。 

 

 

 

 

施設名 枚数 施設連絡先 担当者名 

 ５００枚× 

            

        束 

  

※クーポン券の枚数は５００枚単位になります。（最大３束となります） 

※事務局へは下記問合せ先メール・ＦＡＸにて送信ください。 

※ご連絡からおおよそ１週間を目途に発送をさせて頂きます。 

 さ 

 

 

 

問合せ先 

全国旅行支援群馬県事務局 

高崎市栄町２２－２９ ペヤングビル 8 階 

ＴＥＬ：０２７－３８６－３０２７ 

ＦＡＸ：０２７－３８６－３５７０ 

メールアドレス：gunma-office_01@10.tripwari.jp 

担当：東海林・小野・井上 

https://premium-gift.jp/files/218/document/3051/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E9%99%90%E5%AE%9A%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E5%88%B8%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E7%99%BA%E6%B3%A8%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E6%9B%B8%EF%BC%88%E4%BF%AE%E6%AD%A3%EF%BC%89.docx
https://premium-gift.jp/gunmatripwari
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地域クーポン配布管理アプリ（デンソーウェーブアプリ）
の運用について

地域限定旅行クーポンの配布を管理するシステムです。
クーポン券のQRコードをスマートフォン等で読み取り、
お客様と配布する地域クーポン券の情報の紐づけを行い
ます。
クーポン券配布の際は裏面記載の8桁の番号をお控え頂く
必要がありますが、このアプリを利用することで、事業
者様の負担軽減を図ります。
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概要

本書は、本アプリの操作について、以下の 3 つの構成で説明します。

アプリを使うための

事前準備
事前に本アプリをインストールして、ログインします。

本アプリをインストールできる対象機種を確認する本アプリをインストールする

パスワードを設定する

本アプリへログインをする

地域クーポンを配布するための

アプリの使い方
アプリを使うときに必要なものを事前に確認しておくとスムーズにクーポンを配布できます。

宿泊施設で用意するもの

本アプリ

本アプリを使用できるスマートフォン

地域クーポン

地域クーポン配布管理に関する

管理ポータル
地域クーポン配布管理の情報を提供するサイトです。お知らせの確認、履歴確認のほか、

アカウント設定も行えます。

お知らせの確認

履歴（地域クーポン配布履歴）の確認アカウント設定（パスワードの変更）

（地域クーポン配布管理アプリ）システムの概要

※ご注意

アプリを起動せず、地域クーポン券のQRコードの読み取
りはおひかえください。

スマートフォンの機種によって、電話番号として認識し、

意図せず間違え電話をする可能性がございます。



51

アプリを使うための事前準備

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備

事前に本アプリをインストールして、ログインします。一度ログインを済ませておくと、次回

からのログインは不要です。

対象機種を確認する

本アプリは縦向きでのご利用を前提としています。動作確認済みの Android/iOS 機種と OS（

組合せ）は下記となります。 （一部の機種によっては動作しない可能性があります）なお、

watch OS には対応しておりません

❖ 動作可能な OS バージョン

❖ 動作確認済み機種

Android iOS

機種 OS バージョン 機種 OS バージョン

Xiaomi Redmi Note 8 Android 11 iPhone XS Max iOS 15.4.1

Samsung galaxy S10+ Android 10 iPhone 11 iOS 13.6

Nokia G10 Android 9 iPhone 12 iOS 15.5

Samsung A30 Android 10 iPhone 12 Pro iOS 15.5

Pixel 5a Android 12 iPhone X iOS 15.4.1

Sony Xperia F5122 Android 8 iPhone 8 iOS 15.4.1

AQUOS SH-53A Android 11 iPhone SE（第 2 世代） iOS 15.5

HUAWEI P30 Android 9 iPhone 13 mini iOS 15.5

OPPO RENO 5A Android 11 iPhone 13 Pro Max iOS 15.5

Galaxy Z Flip3 5G Android 11 iPad Pro 12.9(5th_Apple) iOS 14.8.1

Xperia 1 III Android 11 iPad mini(6th) iOS 15.4.1

Xperia 5 III Android 11 iPad(9th) iOS 13.6

Lenovo TAB6 Android 11

LAVIE T8 Android 11

Xperia1 Android10

LG VELVET L-52A Android11

SONY XPERIA SO-01K Android9

HUAWEI P20 lite Android9

Android 9以上

iOS 12 以上
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アプリをインストールする

ご利用端末の OS に合わせて、本アプリをインストールしてください。以

下のどちらかの方法でインストールします。

QR コードを読み取ってインストールするス

トアで検索してインストールする

❖ QR コードを読み取ってインストールする

QR コードを読み取り、各ストアからアプリをダウンロードします。

Android iOS

QR コードが読み取れず、ストア検索もできなかった場合は、下記の URL を入力してインストールを行

ってください。

[Google Play] 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.densowave.haipon

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1631669308

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.densowave.haipon
https://apps.apple.com/jp/app/id1631669308
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❖ ストアで検索してインストールする

ご利用端末の OS に合わせて、インストールしてください。

Android 端末へのインストール

ホーム画面で Play ストアのアイコンをタップし

ます。

Play ストアの検索窓に 「地域クーポン配布管理

App」 と入力し、検索します。

「地域クーポン配布管理 App」の「インストール」

をタップします。

インストールが完了すると、「開く」と表示されま

す。「開く」をタップします。

本アプリのトップページが表示され、次にログイ

ン画面が表示されます。

ホーム画面からアプリを起動する場合は「地域ク

ーポン配布管理App」のアイコンをタップします。

1 2

3 4

地域クーポン配布管理 Appと

入力します

５

タップ

タップ

タップ

タップ

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備
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iOS 端末へのインストール

ホーム画面で App Storeのアイコンをタップしま

す。

App Store の検索窓に 「地域クーポン配布管理

App」 と入力し、検索します。

「地域クーポン配布管理 App」インストールペー

ジの「入手」をタップします。

インストール完了すると、「開く」と表示されます。

「開く」をタップします。

本アプリのトップページが表示され、次にログイ

ン画面が表示されます。

ホーム画面からアプリを起動する場合は「地域ク

ーポン配布管理App」のアイコンをタップします。

iOS端末へのインストール後、ホーム画面にアイコンが追加されない場合は、 App ライブラリのアプリ一覧か

ら「地域クーポン配布管理App」アイコンをタップして起動してください。

1 2

3 4

地域クーポン配布管理 App

と入力します

５

タップ

タップ タップ

タップ

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備
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パスワードを設定する

キャンペーン開始前にアプリ・管理ポータルへのログイン用パスワードの「設定メール」が事務局

（hai-pon@qr-ux.com）より送付されます。メールの指示に従ってパスワード設定をお願いします。

※メールの内容はイメージです。

件名：【（キャンペーン名）】パスワード設定のお願い(地域クーポン配布管理ポータル/App)本
文：

=========================================================================
このメールは（キャンペーン名）にご登録いただいた事業者様にお送りしています

=========================================================================

○○ホテル様

下記 URLから地域クーポン配布管理ポータル(PC専用サイト)及び、
地域クーポン配布管理 App(スマートフォン用アプリ)で使用するパスワードの設定をお願いします。
パスワードを設定しましたらキャンペーン開始前に事前にログインをお願いします。

■パスワードの設定
URL：xxxx

■ログインまでの流れ
＜地域クーポン配布管理ポータル(PC専用サイト)＞

1.上記パスワードの設定を完了させ、ログインページに進んでください。
2.以下の情報を入力し「ログイン」をクリックしてください。
・メールアドレス：このメールをお受け取りになられたメールアドレス
・パスワード：ご自身で設定されたもの

3.ログインは完了となります。

※ポータルの URLはブックマークで登録することをお勧めします。
万が一 URLを忘れてしまった場合は、以下 URLをクリックしてご利用ください。

URL：xxxx

＜地域クーポン配布管理 App(スマートフォン用アプリ)＞
1.以下のインストールマニュアルを参考にお手持ちのスマートフォンにアプリをインストールしてください

URL：xxxx

2.アプリを起動するとログイン画面が表示されますので、以下の情報を入力し「ログイン」をタップしてください。
・メールアドレス：このメールをお受け取りになられたメールアドレス
・パスワード：ご自身で設定されたもの

3.ログインは完了となります。

※一度ログインしますとログイン情報は記憶されます。

■注意事項
・メール本文の URLが改行されている場合は、1行につなげてアクセスしてください。
上記 URLへのアクセスは、パソコン、スマートフォンまたは、タブレットをご利用ください。
スマートフォン以外のケータイ、PHSからは、ご利用になれません。

・設定したパスワードは、地域クーポン配布管理ポータル(PC専用サイト)と地域クーポン配布管理 App 

(スマートフォン用アプリ)共通になります。
・本メールの内容にお心当たりのない方は、大変お手数ですが下記事業者専用窓口までご連絡ください。
・このメールアドレスは送信専用です。
返信いただいてもご回答できませんので、ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パスワードの設定や地域クーポン配布管理及び Appの使い方について
ご不明点がございましたら事務局までお問い合わせください。
・キャンペーン事務局：XXX-XXXX-XXXX

・受付時間：XX:XX～XX:XX
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こちらの URLから

パスワードを設定いただけます

ポータルには

こちらの URL からアクセス可能です

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備

mailto:hai-pon@qr-ux.com
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❖ パスワード設定画面について

パスワードの設定メールに記載の URL をクリックすると、パスワード設定用の画面が開きます。画

面の指示に従ってパスワード設定をお願いいたします。※画面の内容はイメージです。

なお、パスワードを再設定する際（詳細：P11）も同様の手順です。

1 事務局から届いたパスワー

ドの「設定メール」に記載

されている、パスワード設

定用の URL をクリックし

ます。

入力

2 パスワードを設定します。上

下 2箇所、同じパスワード

を入力します。

パスワードは、大文字、小文字

、数字を含む 8～16桁の

英数字を入力してください

クリック

3 「登録」ボタンをクリック

します。

4 パスワードの設定が完了し

ます。

設定したパスワードで

地域クーポン配布管理 App

へログインできます

5 「ログインページへ遷移」

ボタンをクリックすると、

地域クーポン配布管理ポー

タル

（詳細：P23～）のログイン

画面が表示されます。必要

に応じてログインしてくだ

さい。

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備
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ログインする

ホーム画面でメールアドレスとパスワードを

入力し、「ログイン」をタップします。

ログインが成功すると、メインメニュー画面が表

示されます。

ホーム画面の左上部にある、横線 3本のアイコン

をタップします。

メニュー内のコンテンツ画面が表示されます。メ

ニュー上部には、ログインアカウントおよびログ

インした宿泊施設名が表示されます。

本アプリへは、事務局に事業者登録申請を行った際に登録したメールアドレスと、事前に

送付される「設定メール」よりご自身で設定されたパスワードでログインできます。

1 2

タップ

❖ メニューバーについて

メインメニューのメニューアイコンより各コンテンツページへ推移します。

1 2

タップ

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備
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パスワードを再設定する

パスワードが分からなくなった際、事務局への問い合わせで、以下のパスワード再設定用のメールが

事務局（hai-pon@qr-ux.com）から届きますので、メールの指示に従ってパスワードを再設定してく

ださい。※メールの内容はイメージです。

なお、現在のパスワードを覚えていて、パスワードを変更したい場合は、地域クーポン配布管理ポータ

ルの「アカウント設定（P.25）」で変更することが可能です。

件名：【（キャンペーン名）】パスワード再設定のお知らせ(地域クーポン配布管理ポータル)本
文：

=========================================================================
このメールは（キャンペーン名）において、事務局にパスワードの
再設定申請をされた事業者様にお送りしています

=========================================================================

○○ホテル様

地域クーポン配布管理ポータル及び Appのパスワードの再設定申請を受け付けました。
パスワードの再設定をご希望の場合は、以下 URLをクリックし新しいパスワードをご登録ください。

■パスワードの再設定 URL 

URL：xxxx

※パスワードの再設定 URLの有効期限は本メール受信後 48時間となります。
有効期限を過ぎると URL は無効となりますので、必要な場合は再度キャンペーン事務局までお問い合わせください

。

■ポータルの URL（ログイン画面）
URL：xxxx

※万が一パスワード設定完了後にブラウザを閉じてしまった場合等、上記 URLをクリックしてご利用ください。
尚、こちらの URLはブックマークで登録することをお勧めします。

■注意事項

・パスワード再設定を行った場合でも、既にログイン済みの地域クーポン配布管理ポータル及び Appは自動で
ログアウトされません。
再設定したパスワードでログインする必要がある場合は、一度ご自身でログアウトし、再度再設定したパスワード
にてログインしてください。
（ログイン時のメールアドレスはこのメールをお受け取りになられたメールアドレスになります）

・パスワードの再設定申請に心当たりがない場合は、対応は不要となります。

・このメールアドレスは送信専用です。
返信いただいてもご回答できませんので、ご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パスワードの設定や地域クーポン配布管理及び Appの使い方について
ご不明点がございましたら事務局までお問い合わせください。
・キャンペーン事務局：XXX-XXXX-XXXX

・受付時間：XX:XX～XX:XX

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

こちらの URLからパスワードを再設定いただけます

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリを使うための事前準備

mailto:hai-pon@qr-ux.com
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地域クーポンを配布するためのアプリの使い方

本アプリでは「配布の登録、配布履歴の確認、配布登録の取り消し」を行うことができます。

地域クーポンの配布登録をする

メインメニューから「配布登録」のボタンを

タップします。

宿泊情報入力画面で、全ての項目を入力し、「次へ」を

タップします。

※地域クーポンの枚数は自動計算されます。

⚫ チェックイン日：タップすると、カレンダーから選択できます

⚫ 宿泊数： 1～7の入力が可能

⚫ 人数：1～9999の入力が可能

⚫ 代表者の部屋番号：数字のみ、10桁まで入力可能

（部屋番号が数字でない宿泊施設様は予め、各部屋に番号を

割り振って運用いただけます様お願いいたします。）

⚫ 備考：任意で入力（数字でない部屋番号等）

宿泊者へ配布する地域クーポンの枚数分の QR コ

ードを読み取ります。

内容確認画面で、クーポン番号を確認し、「クーポ

ンを配布」ボタンをタップします。

1

2

3

4

タップ 入力後にタップ

地域クーポンを宿泊予約情報に紐付けます。同時に配布登録を行います。

１ 2

→数が大きくなります

→数が小さくなります

3 4

読み取る

5

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリの使い方

読み取ったクーポンコードの

一覧が表示されます



60

前の画面へ戻る場合

ヘッダーの左に表示されている「戻る」をタップすると、前の画面へ
タップ

戻ることができます。

QRコード読み取り時のご注意事項

・QR コードを読み込むためには、アプリからのカメラの使用を許可してください。

・QR コードが歪んでいたり、光の反射や汚れていたりすると、コードが読み込めない場合があります。汚れ

などを取り除き、なるべく正面から撮影してください。

・QR コードの余白部分が隠れてしまうと読み取れない可能性がございます。

・部屋が暗い場合などは明るくしてから読み取ることをお奨めします。

５

登録が成功すると、完了画面が表示されます。

連続して次のお客様の配布手続きをする場合は、

［メインメニュー］をタップし、最初から配布登

録の操作を行ってください

表示された有効期間を地域クーポンに記入してく

ださい。

※キャンペーンによっては有効期間が非表示の場

合がございます。

（地域クーポン配布管理アプリ）アプリの使い方



61

地域クーポンの配布履歴を確認する

地域クーポンの配布履歴を確認することができます。履歴は当日申請した履歴を確認できるほか、

「チェックイン日から検索」、「クーポン番号から検索」、「クーポンを読み取って検索」から過去の配

布履歴を検索する方法があります。

❖ チェックイン日で検索する場合

メインメニューから「配布履歴」のボタンをタッ

プします。
配布履歴画面でチェックインの日付を入力します。

「検索」ボタンをタップします。 地域クーポンの配布日時やクーポン番号の明細が

確認できます。

部屋番号または備考を変更したい場合は、「変更」

ボタンをタップします。

修正したい内容を入力し、「変更内容を保存」をタ

ップします。

1 2

タップ

タップ

チェックインの日付を入

力します

部屋番号を合わせて検索

することも可能です

43

タップ

タップ

5 6

タップ

正しい部屋番号・備考を

入力します。

（地域クーポン配布管理アプリ）配布履歴を確認



62

❖ クーポン番号から検索する場合

メインメニューから「配布履歴」をタップします
。

地域クーポンの番号を入力します。

「検索」ボタンをタップします。 地域クーポンの配布日時やクーポン番号の明細が

確認できます。

部屋番号または備考の内容を変更したい場合は、

「変更」ボタンをタップします。

修正したい内容を入力し、「変更内容を保存」をタ

ップします。

1 2

タップ

地域クーポンに記載され

ている一意の地域クーポ

ン番号を入力

3

タップ

4

タップ

タップ

5 6

タップ

正しい部屋番号・備考を

入力します。

（地域クーポン配布管理アプリ）配布履歴を確認
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メインメニューから「配布履歴」のボタンをタッ

プします。

「QRを読み取って検索」ボタンをタップします。

地域クーポンの QRコードを読み取ります。 地域クーポンの配布日時やクーポン番号の明細が

確認できます。

部屋番号または備考の内容を変更したい場合は、

「変更」ボタンをタップします。

修正したい内容を入力し、「変更内容を保存」をタ

ップします。

❖ クーポンの QR コードを読み取る場合

1 2

タップ

3

タップ

4

読み取る

タップ

タップ

5 6

タップ

正しい部屋番号・備考を

入力します。

（地域クーポン配布管理アプリ）配布履歴を確認
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地域クーポン配布の全取り消しを行う

配布登録完了後に予約が全て変更になった場合等に、旅行者の予約情報とクーポン情報の紐付け

を「全取り消し」として全て取り消します。

なお、使用済の地域クーポンについては取り消しができません。

❖ クーポン番号から検索する場合

メインメニューから「取り消し」のボタンを

タップします。

クーポン検索画面で、地域クーポンの番号を入力

し「検索」ボタンをタップします。

内容確認画面で、表示された配布登録情報の内容

を確認後、「全取り消し」のボタンをタップします。

配布取り消しを行う地域クーポンの QR コードを

全て読み取ります。

地域クーポンの配布取り消しが完了します。

1 2

タップ

3

タップ

4

5

全てのクーポン

QRを読み取る

タップ

「全取り消し」をタップする

と、表示されたクーポンを全

て取り消すことができます。

地域クーポンに記載され

ている一意の地域クーポ

ン番号を入力

（地域クーポン配布管理アプリ）全取り消しを行う
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❖ クーポンの QR コードを読み取る場合

メインメニューから「配布取り消し」のボタンを

タップします。

取り消したい配布登録に紐づくクーポンのうち、

1枚のQRコードを読み取ります。

クーポン検索画面へ推移します。

「QRを読み取って検索」をタップします。

内容確認画面で、表示された配布登録情報の内容

を確認後、「全取り消し」のボタンをタップします。

配布取り消しを行う地域クーポンの QR コードを

全て読み取ります。

地域クーポンの配布取り消しが完了します。

1 2

タップ

5 6

3 4

読み取る タップ

「全取り消し」をタップすると、

表示されたクーポンを全て

取り消しすることができます。

タップ

全てのクーポン

（地域クーポン配布管理アプリ）全取り消しを行う

QRを読み取る
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地域クーポン配布の部分取り消しを行う

配布登録完了後に予約の一部が変更になった場合等に、旅行者の予約情報とクーポン情報の紐付け

を「部分取り消し」として取り消します。なお、使用済の地域クーポンは取り消しができません。

❖ クーポン番号から検索する場合

1

タップ

メインメニューから「取り消し」のボタンを

タップします。

2
地域クーポンに記載され

ている一意の地域ク

ーポン番号を入力

タップ

クーポン検索画面で、地域クーポンの番号を入力

し「検索」ボタンをタップします。

3 「部分取り消し」をタップ

すると、表示されたクーポ

ンの内、一部を取り消すこ

とが

できます。

タップ

内容確認画面で表示された配布登録情報の内容を確

認後、「部分取り消し」のボタンをタップします。

4

タップ

配布宿泊情報を修正すると、情報修正前と修正後

のクーポン配布枚数が表示されます。確認し「次

へ」をタップします。

5
全てのクーポン

QRを読み取る

取り消したい枚数分の地域クーポンQR コードを

読み取ります。

6

地域クーポンの配布取り消しが完了します。

（地域クーポン配布管理アプリ）部分取り消しを行う
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宿泊数・人数の増減について

宿泊数・人数を増やします。

宿泊数・人数を増やした場合、クーポンの配布枚数は増えます。

人数・宿泊数を減らします。

宿泊数・人数を減らした場合、クーポンの配布枚数は減ります。

❖ クーポンの QR コードを読み取る場合

メインメニューから「配布取り消し」のボタンを

タップします。

取り消したい配布登録に紐づくクーポンのうち、

1枚のQRコードを読み取ります。

クーポン検索画面へ推移します。

「QRを読み取って検索」をタップします。

内容確認画面で、表示された配布登録情報の内容

を確認後、「部分取り消し」のボタンをタップしま

す。

1 2

タップ

3 4

タップ

「部分取り消し」をタップ

すると、表示されたクーポン

の内、一部を取り消すことが

できます。

タップ

読み取る

（地域クーポン配布管理アプリ）部分取り消しを行う
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完了画面が表示されない場合

完了画面が表示されない場合は、申請取り消しがされていない場合があります

。もう一度「配布取り消し」の操作をお試しください。

配布取り消し時のご注意事項

・全取り消しの場合、予約情報に紐付くクーポンを手元にすべてお持ちの場合に、紐付けの取り消しがで

きます。クーポンを紛失された場合は取り消しができません。

・クーポンを発行した宿泊施設でのみクーポンの紐付けが取り消せます。

5

タップ

配布宿泊情報を修正すると、情報修正前と修正後

のクーポン配布枚数が表示されます。確認し「次

へ」をタップします。

6
全てのクーポ
ン

QRを読み取る

取り消したい枚数分の地域クーポンQR コードを

読み取ります。

7

地域クーポンの配布取り消しが完了します。

（地域クーポン配布管理アプリ）部分取り消しを行う
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地域クーポンの在庫枚数を確認する

メインメニューから「在庫確認」のボタンを

タップします。

画面上部に在庫枚数が表示され、事務局から宿泊

施設へのクーポン配送履歴（配送日、クーポン枚

数）が一覧で確認できます。

在庫枚数確認時のご注意事項

・表示される在庫枚数は事務局から宿泊施設への配送実績とクーポン配布登録に基づくデータ上の数字で

あり、確認されるタイミングによっては実際の在庫枚数と差分が出る可能性があります。

宿泊施設様への地域クーポンの配送実績と配布登録枚数を元に、現在宿泊施設様に地域クーポン

の在庫枚数が何枚あるかを表示します。また、事務局から宿泊施設様への地域クーポンの配送実績詳

細も確認することができます。

1 2

地域クーポンの在庫枚数

と、事務局からのクーポン

配送履歴が表示されます

タップ

（地域クーポン配布管理アプリ）在庫枚数を確認
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地域クーポン配布管理ポータル

地域クーポン配布管理ポータルでは「お知らせの確認、配布履歴の確認、アカウント設定（パスワード

の変更）」を参照することができます。

地域クーポン配布管理ポータル

https:// hai-pon.qr-ux.com/shop

管理ポータルからのお知らせを確認する

事務局などからのお知らせを確認することができます。

❖ 管理ポータルへログインする

地域クーポン配布管理ポータルへの参加申請で登録されたメールアドレスと、事務局からの「設定メ

ール」より事前登録したパスワード（アプリと共通のもの）でログインできます。

メールアドレスとパスワード

を入力後「ログイン」ボタンを

クリックします。

パスワードを忘れてしまった場合は

「地域クーポン配布管理ポータル事務

局」へお問い合わせください。

1 左のメニューから「お知

らせ」をクリックします

。

2 お知らせが確認できます。

お知らせの数が多くなった場合

、ページ移行が可能です。

（地域クーポン配布管理アプリ）地域クーポン配布管理ポータル
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地域クーポンの配布履歴を確認する

地域クーポンの配布履歴を確認することができます。

1 左のメニューから「配布

管理」をクリックします

。

2 地域クーポン番号、部屋番

号、チェックイン日、配布

登録日時のいずれか１つ以

上の項目を入力・設定しま

す。

3 「検索」ボタンをクリック

します。

4 指定した条件で配布履歴

の一覧が表示されます。

検索結果の数が多い場合

、ページ移行が可能で

す。

（地域クーポン配布管理アプリ）配布履歴を確認
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パスワードを変更する

アカウント設定では、パスワードを変更することができます。

現在のパスワードを入力しま

す。

左のメニューから「アカウン

ト設定」をクリックします。

2

1

「更新」ボタンをクリックし

ます。

新しいパスワードを設定しま

す。上下２か所、同じパスワ

ードを入力します。

4

3

クリック

パスワードは、大文字、小文字、

数字を含む 8～16桁の

英数字を入力してください

新しいパスワードへ更新すると、

地域クーポン配布管理 Appへの

ログインパスワードも変更されます

入力

入力

（地域クーポン配布管理アプリ）パスワードを変更
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Q&A 集

（地域クーポン配布管理アプリ） Q&A 集

よくあるご質問

Q1 ログインするときのメールアドレス、パスワードとはなんですか。

メールアドレスは、宿泊施設様が本キャンペーンに参加申請された際に登録されたもので

す。パスワードは、キャンペーン開始前に登録メールアドレス宛にシステム(hai-pon@qr-

ux.com)から設定メールが送付されますので、そちらで設定いただきます。

Q2 パスワードを忘れてしまいました。/変更したいです。

パスワード再設定のメールをお送りしますので、事務局へお問い合わせください。現在

のパスワードを覚えている場合は、地域クーポン配布管理ポータルからパスワードの変

更が可能です。

Q3 「地域クーポン配布管理 App」のインストール方法がわかりません。

Android 端末の場合は Google play から、iOS の場合は App Store からインストール

可能です。本マニュアルの「アプリをインストールする」に記載された手順に従い、スト

アからアプリをダウンロードしてください。尚、「お使いのデバイスはこのバージョン

に対応していません。」と表示された場合は、対応していない OS の可能性があります

。
Q4 同一アカウントを複数端末でも利用できますか。

ご利用可能です。

Q5 同じクーポンを 2回読み取ってしまうことはありますか。

ありません。

Q6 地域クーポンを 1枚ずつ読み取るのが面倒なのですが、効率的な読み取り方はありま

すか。

画面内にある複数の QR コードをほぼ同時に読むことが可能ですので、お試しくださ

い。ただし、QR コードの余白部分が隠れてしまうと読み取れない可能性がございま

すのでご注意ください。

Q7 地域クーポンのQRコードが読み取れません。

アプリを再起動して再度お試しください。また、「地域クーポン配布管理 App」以外の

アプリのカメラ機能では読み取れませんので、ご注意ください。また、部屋が暗い場合

などは明るくしてから読み取ることをお奨めします。
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Q8 前日等にバックオフィスで地域クーポンの事前準備（予約情報とクーポンの紐付け作

業）を行うことは可能ですか。

アプリのシステム上は可能です。ただし、クーポン登録後にお客様の予約内容変更があ

った場合は以下操作が必要となります。

・渡すクーポン枚数が減った場合：[配布取り消し]で部分取り消しを選択し、配布ク

ーポン枚数の修正を行ってください。

・渡すクーポン枚数が増えた場合：増えた枚数だけ追加で[配布登録]を行ってください
。

（地域クーポン配布管理アプリ） Q&A 集

Q9 一度「配布取り消し」機能で登録を取り消したクーポンは、再度配布することが可能

ですか。

可能です。

アプリ全般に関するご質問

Q1 「地域クーポン配布管理 App」はオフライン環境でも利用できますか。

ご利用できません。オンライン環境でのみご利用可能です。通信環境については Wi-fi 

アクセスポイントを設置する等宿泊施設様の責任にてご用意ください。

Q2 「地域クーポン配布管理 App」は無料で利用できますか。

アプリは無料でご利用いただけます。ただし、通信費は宿泊施設のご負担になります。

Q3 アプリを利用するために事前に準備しておくべきものはありますか。

アプリ以外ですと、アプリを使用できるスマートフォンと地域クーポンが必要です。

Q4 タブレット端末でも利用できますか。

一部のタブレット端末で動作確認を行っております。詳細は、本マニュアル P.4 の動

作確認済み機種をご確認ください。尚、お持ちのタブレット端末で動作しない場合は

、P.4 記載のスマートフォンの準備をご検討ください。

Q5 スマートフォンは動作可能な OSバージョンを満たしているが、動作確認機種に記載が

ありません。アプリは利用できますか。

対応 OS で動作することを想定しておりますが、対象機種が多岐に渡るため、全機種で

の動作確認はできておりません。ただし、「動作確認済み機種」に記載の機種は、アプ

リが正常に動作することを確認しておりますので、安心してご利用いただけます。

Q6 作業中に誤ってアプリを閉じてしまいました。どのように対処すればよいですか。

再度アプリを立ち上げて最初から操作を行ってください。作業中だったクーポンが登

録/削除できているか確認したい場合は、［配布履歴］で確認ください。※電池切れ等

でスマホの電源が落ちた場合も同様の操作を行ってください。
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Q7 エラーが発生し、先に進めない場合はどうすればよいですか。

しばらく待ってもエラー表示が消えない場合は、再度操作するか、アプリを再起動して

ください。

（地域クーポン配布管理アプリ） Q&A 集

Q8 クーポンの QRコードを読み込もうとすると、アプリが固まってしまいます。

アプリを再起動して再度お試しください。

インストールに関するご質問

Q1 「地域クーポン配布管理 App」はいつからインストールできますか。

2022/7/13 より各アプリストアからインストール可能です。

Q2 アプリがインストールできません。

動作可能な OS バージョンをご確認ください。

ログインに関するご質問

Q1 ログインができません。

ID・パスワードに間違いが無いかもう一度ご確認ください。半角文字を全角で入力した

場合、ログインできませんのでご注意ください。「@」も半角で入力してださい。

Q2 ログインの際、メールアドレスやパスワードを間違えてしまい、ロックがかかってし

まいました。

パスワードの入力を 4 回失敗するとロックがかかります。

1 分経過するとロックが解除されますので、1 分後に再度お試しください。

クーポン配布時（配布登録）に関するご質問

Q1 予約内容を間違えて入力したまま、配布登録を完了してしまいました。どこで修正で

きますか。

手元に誤って配布登録したクーポンを用意してください。予約人数、宿泊数、部屋番

号、備考を間違えた場合は、［配布取り消し］の部分取り消しを選択することで変更可能

です。部屋番号、備考は［配布履歴］からも変更可能です。チェックイン日を変更した

い場合は、内容の修正はできませんので、登録したクーポンを全て手元に用意し［配布

取り消し］で全取り消ししてください。その後、再度［配布登録］で正しい予約情報を

入力し、登録してください。なお、一度取り消したクーポンでも再度配布登録可能で

す。
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（地域クーポン配布管理アプリ） Q&A 集

Q2 部屋番号の入力箇所に数字以外も入力できますか。

数字以外の入力はできません。部屋名が数字以外の場合、宿泊施設様にて各部屋に一意

の番号を振り出していただき、その数字を入力してください。備考欄に数字以外の部屋

名を入力することができますので、合わせてご利用ください。

Q3 部屋番号の入力箇所に 2部屋以上の情報を登録できますか。

できません。1 部屋のみの入力をお願いいたします。

Q4 2部屋以上予約されている団体のお客様の場合、1部屋に全てのクーポン情報を紐付け

て登録してもよいですか。

紐付く予約が判別可能であれば問題ございませんので、代表者が宿泊する部屋番号を入

力し、全てのクーポンをまとめてご登録いただいて問題ございません。

Q5 宿泊中に泊数を増やされたお客様へ追加でクーポンを渡す際は、チェックイン時の業

務フローでよいのでしょうか。

はい。チェックイン時の業務フローで、追加でお渡しする地域クーポンをご登録く

ださい。ただし、地域クーポンがお渡しできるのは 7 連泊分が上限となりますので、

ご注意ください。

Q6 チェックイン後、宿泊日数を減らすことになったお客様への対応はどのようにすれば

よいですか。

減らす必要のあるクーポン枚数をお客様から回収してください。その後、［配布取り消し

］で部分取り消しを選択し、回収したクーポンの配布登録を取り消してください。なお

、一度取り消したクーポンでも再度配布登録可能です。

Q8 誤ってクーポンを本来渡すべき枚数より多く旅行者に渡してしまいました。どうすれ

ばいいですか。

宿泊施設様で回収してください。すでに旅行者が地域クーポンを使用している場合は、

宿泊施設様にて後日ご負担いただく可能性がございます。

Q9 クーポンの券番を控えておき、後からアプリに手入力して登録することはできます

か。

手入力で登録を行う機能はございません。券面の QR コードを読み取って配布登録を

実施ください。

Q10 QRコードを読み取る前の地域クーポンを旅行者に渡してしまいました。どの様に対処

すれば良いですか？

旅行者へ配布したクーポンを回収し、配布登録から再度ご対応ください。

Q11 アプリでの地域クーポンの読み取りができていなかったことに後日気づきました。券

番もわかりません。どうすればいいですか。

速やかに事務局にご連絡ください。お手元にある他のクーポン番号などから、読み取り

ができていないクーポンをお調べできる可能性があります。
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（地域クーポン配布管理アプリ） Q&A 集

Q12 アプリで登録した地域クーポンを、誤ってキャンセルしてしまいました。

再度［配布登録］で登録してください。一度取り消したクーポンでも再度登録可能です
。

Q13 旅行者へお渡しする地域クーポンは、連番でなくとも良いですか？

問題ございません。

Q14 アプリに表示されるクーポンの在庫数は、何に基づいた数字ですか。

クーポンの各宿泊施設様への配送実績に基づいています。

Q15 クーポンの在庫情報はいつ更新されますか。

クーポンの配送日（出荷日）に更新予定ですので、一時的にアプリ上の在庫数と合わな

い可能性がございます。

Q16 どの地域クーポンのQRコードを読み取ったのか分からなくなってしまいました。

アプリのメニューから[配布履歴]をタップし画面の指示に沿ってご確認ください。

Q17 今月読み取ったクーポンの枚数を知りたいです。どの様に確認したら良いですか？

アプリまたはポータルの[配布履歴]からご確認ください。

Q18 登録したクーポン情報の一覧を CSV等でダウンロードすることはできますか。

可能です。ポータルの[配布履歴]で検索した結果を CSV でダウンロードすることが

できます。

Q19 部分取り消しをしましたが、どのクーポンを取り消したのか分からなくなってしまい

ました。

アプリのメニューから[配布履歴]をタップし画面の指示に沿ってご確認ください。



愛郷ぐんま全国割 FAQ＜宿泊事業者用＞

No 区分 質問 回答

1 総論・制度概要 「全国旅行支援」とは何ですか。
「全国を対象とした観光需要喚起策」のことです。
国が地域観光をより一層強力に支援するため、地域観光事業支援における需要創出支援として、国が補
助対象事業者である各都道府県に財政支援をし、各都道府県が実施する事業です。

2 総論・制度概要
Q1の地域観光事業支援における「
需要創出支援」とは何ですか。

需要創出支援とは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響により旅行需要が落ち込んでい
る中、地域的な感染の拡がりを抑制しつつ、都道府県において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタ
イル」への対応や、地域の観光資源の魅力の再発見など、将来的な訪日外国人旅行者の誘致に寄与する
ために、補助対象事業者である都道府県が実施する旅行商品や宿泊サービスに対する補助および旅行期
間中に使用可能なクーポン券等の付与のために必要な費用を支援する事業です。

3 総論・制度概要
外国人の旅行は本事業の対象で
すか。

日本国内居住者であれば、外国人でも利用可能です。
そのため、観光・ビジネス目的などの短期滞在となる在外の外国人は対象外です。技能実習生などの外国
人については、在留許可証など公的な書類によって日本での居住予定が明らかであれば、利用可能です。

4 総論・制度概要
日本へ一時帰国中の海外在住の
日本人は対象ですか。

本事業の対象者は、日本人であっても日本国内居住者に限られています。
海外在住で一時帰国中の日本人で現在国内での居住実態がない人は対象外です。

5 総論・制度概要
群馬県が感染状況等により事業停
止した場合、群馬在住者の県外
旅行も対象外となるのでしょうか。

補助の対象となります。
都道府県の判断で事業停止する場合、群馬県在住者が、事業実施中の都道府県への旅行は補助対象
となります。
あくまでも事業停止となった都道府県を目的地とする旅行が対象外です。
〇群馬県→東京都への旅行 ✕東京都→群馬県への旅行
ただし、国の判断で事業停止する場合においては、双方への旅行において補助金は適用されません。

6 実施期間
補助金が適用となる対象期間を教
えていただけますか。

対象期間は、次の国が要綱で定める事業期間内で、群馬県が対象期間を定めます（事業期間内であっ
ても都道府県の判断で新規予約の受付を停止することがあります）。
【事業期間】
◆宿泊商品
2022年10月11日（火）宿泊～2022年12月20日(火)チェックイン分

7 本人・居住地確認
本人確認・居住地確認書類はコ
ピーを取って保管する必要がありま
すか。

保管を求めません。目視で確認ください。

8 本人・居住地確認
本人確認・居住地確認のための書
類について具体的に教えてください。

P.7をご確認ください。

9 本人・居住地確認

日本在住の外国人において、P.7
に該当する確認書面を所持しない
場合の本人確認・居住地確認のた
めの書類について具体的に教えてく
ださい。

・在留カード
・特別永住者証明書

・外国人登録証明書

10 本人・居住地確認

Q8・9に該当する確認書面を所持
しない在日米軍の本人確認・居住
地確認のための書類について具体
的に教えてください。

【在日米軍（軍の構成員）】
・軍発行の身分証明書
【在日米軍（軍属と軍構成員の家族）】
・アメリカ政府発給のパスポートなお、都道府県の定めにおいて補助の対象外と規定される場合もあります。
対象都道府県の定めをご確認ください。

11 本人・居住地確認
旅行者が旅行当日、本人・居住
地確認書類の提示ができない場合
はどうすればいいですか。

後日送付などでの提示は認められないことから、補助の対象外です。

12 本人・居住地確認
旅行申込は旧姓で予約しましたが、
当日の本人確認書類が新姓であ
る場合はどうすればいいですか。

補助の対象外です。
旅行申込記録と本人確認書類の氏名は同一である必要があります。
ただし、新姓・旧姓の確認書類が揃う場合は補助の対象となります。

13 本人・居住地確認
旅行者に対して案内が必要なこと
はなんでしょうか。

本事業の補助の対象となる商品を販売した場合、次の内容を旅行者へ必ず周知してください。
旅行商品に関連する各都道府県の規程を自身で出発までに確認すること
・旅行当日に「本人確認および居住地確認」が実施される
・ワクチン接種歴や検査結果の確認が実施される 等
なお、直接予約の場合はSTAYNAVIでの宿泊割引についてもご案内ください。

14 販売補助金全般
販売補助金算出の基となる旅行
代金等は税込価格ですか、税抜
価格ですか。

税込価格になります。税込の旅行代金を基に40％を乗じます。

15 販売補助金全般
入湯税や宿泊税などは含めることが
できますか。

旅行出発までに予約が完了し、旅行代金として確定している必要があります。

16 販売補助金の算出
子供や乳幼児は対象となるのでしょ
うか。

子供や乳幼児も1名としてカウント可能です。
（計算例）
旅行代金：80,000円（大人1人1泊 20,000円、乳幼児 0円）2泊3日の宿泊商品 大人2人、乳
幼児1人の旅行上限額：5,000円×2泊×3名＝30,000円（0円の乳幼児を含めて3名で計算）
この場合、販売補助金の計算は80,000×40％＝32,000円のため、販売補助金は上限額の30,000
円が適用されます。

17 販売補助金の算出
大人と子供の宿泊代金が異なる場
合、販売補助金はどのように計算
すればいいですか。

宿泊代金等の異なる宿泊者も合算し、総額の宿泊代金として算出します。

18 販売補助金の算出
販売補助金の算出における端数の
処理は具体的にどのようになります
か。

1円未満切り捨てとします

19 販売補助金の算出
宿泊代金を各種ポイントやマイル、
ギフト券等で支払いは可能ですか。

個人が保有するポイント類、旅行券、ギフト券等、名称の如何を問わず、「旅行者個人に付帯するもの」等、
クレジットカード・現金と同様の支払い手段として利用する場合については、これらを利用可能です。宿泊代
金に対して販売補助金を適用させて算出される、旅行者支払い額に対して現金同様に利用できます。

20 販売補助金の算出
ノーショウの場合、補助金の申請は
どのようになるのですか。

宿泊代金全額を収受していたとしても、当該旅行へ実際の参加がない場合は補助の対象外です。取消さ
れた宿泊に対しては、補助金の申請はできません。この場合は、通常通り各事業者の約款等に沿って取
扱ってください。

21 販売補助金の算出
換金性の高いものとは、どのようなも
のですか。

一般的に流通性が高く、現金同様に使用できたり、現金化が可能であったり、または払い戻しができるような
商品や金券類のことです。
このような商品や金券類は補助の対象となる旅行商品に含めることは出来ません。
（例、QUOカード等のプリペイドカード、ビール券、おこめ券、旅行券、商品券等）



22
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
金券類のうち『館内利用券』につい
て、具体的に教えてください。

次の条件を全て満たした「館内利用券」については、金額の記載のあるものも宿泊商品に含む
ことができます。

① 物品やサービスの価額が当該宿泊料金の水準を超えないこと

② 旅行者自身が旅行期間中に使用すること

③ 宿泊施設内および宿泊施設の一部として同一敷地内で展開する店舗で利用する
物品やサービスあること（併設・隣接する店舗や、テナント店舗は対象外）
④ ③に規定する店舗に限って使用可能であること（他の場所にある提携施設との共通利用
券等は対象外）
(具体例) 〇宿泊施設の館内でのみ利用可能な1,000円券
✕ 宿泊施設に併設するショッピングモール内で利用可能な1,000円券

23
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

金券類のうち、「使途が具体的に
特定されている、または限定された
複数の使途の中からひとつを選択し
て利用するものである」とは具体的
にどういうものですか。

次の具体例のとおり、使用用途が「特定」または「限定された中から選択」するものを指します。
この条項趣旨は現金同様に旅行者が自由に使途を決められるような使い方ができる金券の排除です。
（具体例）〇A定食の夕食引き換え券 ＝使途が「特定」されているもの〇5つの夕食セットメ
ニューの中からひとつを選択 ＝使途が「限定された中から選択」するもの
✕ プレミアム商品券 ＝使途が特定・限定されていないため不可

24
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

金券類のうち「当該商品の旅行期
間内に目的地内でのみ利用でき
る」とは具体的にどういうものですか。

次の具体例のとおり、その使用が当該旅行の目的地、旅行期間を越えて享受することはできないということを
指します。
つまり、旅行目的地内・旅行期間内に限定されたもののみ対象となるということです。
（具体例）
✕ 全国のコンビニで使用可能なドリンク引換券（有効期限なし）

〇旅行目的地の店舗で使用可能なドリンク引換券（旅行期間のみ有効）

25
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「商品に含まれる物品やサービスの
内容が当該旅行目的地に相応」と
は具体的にどういうものですか。

商品に含む物品やサービスの内容は、当該商品の旅行目的に沿っており、かつ、旅行目的地での消費に寄
与している（旅行目的地に関連している）必要があります。
（例）
〇酒蔵めぐりツアーで地酒1本の土産付きの宿泊商品
✕群馬県の宿泊に北海道産の毛ガニ付きの宿泊商品

26
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「③品に含まれる物品やサービスの
価額が通常の宿泊料金の水準を
超えないこと」とは具体的にどういうこ
とですか。

当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を、商品に含まれる物品やサービスの価額の目
安としています。なお、1円でも超えたら対象外という線引きではなく、社会通念上の観点から総合的に判断
します。
（例）
〇通常の宿泊料金4,500円のホテルにおいて、8,000円のマッサージ付きで12,500円で販売。
✕ 通常の宿泊料金2,500円の民宿において、10,000円の地場フルーツのお土産付きで12,500円で販

売。

27
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「旅行者自身が旅行期間中に購
入または利用するものであること」と
は具体的にどういうことですか。

商品に含む物品やサービスは旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるもののことです。
(例)
〇お部屋に地域特産の果物盛り合わせがサービスされる宿泊商品
✕ 後日自宅に地域特産の果物が宅配で届く宿泊商品

ただし、旅行の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなもの（直接的に
関連するもの）は商品に含むことができます。
（例）〇行程に組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。
〇旅行者のスーツケース（手荷物）を宿泊ホテルへ事前に配送する。または宿泊ホテルから自宅に配送す
る。

28
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

宿泊商品にお土産を含む場合、ど
のような内容の物品であればいいで
すか。

基準として下記すべてを満たすものと考えられます。
(1) 社会通念上、お土産とされる物品が対象であること（試食品のようなものなどお土産品とし
ての体裁が整っていないもの、ごく廉価な物品の提供のみという形式的に提供されているようなもの等は補助
の対象外）。
(2) 当該旅行目的地に相応な物品であること。
（不可例：旅行目的地が群馬県で物品が群馬県では捕れない種類の毛ガニ等。）
(3) 旅行期間中の引き渡しに限り、かつ現地以外での引き渡しが一切ないこと。
(4) 通常の商習慣に照らし相応な対価を支払って購入した物品であること。
(5) 宿泊施設などに付随した物品の場合、当該施設内で通常販売している物品であること。
(6) 物品（お土産）の価額が当該旅行・宿泊商品における「宿泊料金の概ね2倍以内」を超
えないこと。

29
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
宅送サービス付きの物品（お土産
等）は補助の対象となるのですか。

補助の対象外です。
宿泊商品に含む物品やサービスは、旅行の開始から終了の期間内で旅行者が享受できるものに限ることか
ら、旅行後に享受する宅送サービス付きの物品（お土産等）は本事業の補助対象外です。ただし、旅行
の開始前または終了後においても、その特性上、当該旅行に付随するようなものは商品に含むことができま
す。
（例）〇プランに組み込まれた陶芸体験で、後日焼き上がりの茶碗が自宅に配送される。
〇プランに組み込まれた稲刈り体験で、実際に刈ったお米が後日精米されて自宅に配送される。
✕ 稲刈り体験の含まれるプランであるが、（実際に刈ったもの・収穫量ではないような）お米10kgが後日

自宅に配送される。

30
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

各種免許、ライセンスや資格取得
を目的とした商品は補助の対象と
なるのですか。

補助の対象外です。
ただし、この場合であっても、「宿泊」の部分が各種免許、ライセンス、資格の取得を目的とした物品やサービ
スの代金と明確に切り分けて販売されていれば、当該「宿泊」部分は本事業の補助の対象とします。
一方、各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティ
ビティ）が目的となることを明示している宿泊商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
（例）
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品（〇ダイビング体験付の旅行商品〇陶芸体験付の旅行

商品）

31
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

各種体験アクティビティ（陶芸体験
やゴルフ体験等）を目的とした商品
は補助の対象となるのですか。

補助の対象となります。
各種免許、ライセンス、資格の取得ではなく、旅行先でアクティビティをすること自体（体験型アクティビティ）
が目的となることを明示している旅行商品の場合は、本事業の補助の対象となります。
（例）〇ダイビング体験付の旅行商品〇陶芸体験付の旅行商品
✕ 運転・操縦免許等取得費用を含む宿泊商品
✕ ダイビングライセンス取得費用を含む宿泊商品

32
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
コンパニオンサービスを含む商品は
補助の対象となるのですか。

補助の対象外です。
接待等を伴うコンパニオンサービスを含む商品は対象外です。



33
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

旅行者が、宿泊施設での滞在時に
追加で支払いを行った費用も、補
助の対象となるのですか。

補助の対象外です。

商品に事前に含まれている物品・サービスが補助の対象となります。
（例）1泊朝食付き宿泊商品として申し込み、宿泊施設滞在時に夕食を追加で注文した場合〇朝食代
金を含めた宿泊料金は補助の対象です。 ✕ 現地で追加した夕食代金は補助の対象外です。
なお、「商品に事前に含まれている物品・サービス」「現地で追加した物品・サービス」どちらも合わせて宿泊施
設のチェックアウト時に支払う場合であっても、補助対象となるか否かの考え方は同一となります。

34
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
「食事券」を含む旅行商品は補助
の対象ですか。

食事券の内容により異なります。
補助対象外・・・金券類補助 対象・・・館内利用券や、特定の食事メニューに引き換えられる場合
（具体例）
✕ 全国の店舗で使用可能なグルメ券3,000円分 〇宿泊施設内レストランで使用可能な夕食券

3,000円分
〇宿泊施設近隣食事施設で宿泊期間中に使用可能なA定食の食事券

35
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方
カラオケの利用を含んだ旅行商品は
補助の対象になりますか。

対象となります。

36
補助対象とする旅行商

品の基準・考え方

「宿泊を伴う旅行商品」において、
宿泊施設のデイユース利用は対象
となるのですか。

宿泊サービスのうち、宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるような、いわゆる「デイユース」につ
いては、補助の対象外です。

37 公費出張
公費による公務員の出張において、
本事業を使えるのですか。

公費によるものは補助の対象外です。

38 公費出張
修学旅行等を引率する教員の扱
いはどうなりますか。

公費によるものは補助の対象外です。

39 教育旅行
修学旅行を含む教育旅行は、本
事業の補助対象となるのですか。

補助の対象となります。

40 教育旅行
大会への参加目的の旅行は補助
対象となるのですか。

補助対象です。
ただし、次に定める特定の全国大会についてのみ、参加資格を有する選手、監督、コーチ、スタッフ等による
大会への出場およびその運営や補佐を目的とした旅行は、大会運営側より宿泊箇所が指定されること等事
由として「旅行全体」が本事業の対象外となります。
・国民体育大会
・全国障害者スポーツ大会
・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）
・全国中学校体育大会（全中）
・全国健康福祉祭（ねんりんピック）
・全国植樹祭
・全国育樹祭
・全国豊かな海づくり大会（豊漁祭）
・全国高等学校総合文化祭（高校総文祭）
※参加者の応援をするために個人として予約される旅行は通常どおり本事業の対象です。
（例）〇 大会本部外の応援団（保護者、ベンチ外部員、学校関係者等）、見学者等

41 感染症対策

旅行当日に旅行者が新型コロナウ
イルス感染症の陽性となり、キャンセ
ルとなりました。取消料についてはど
のように対応すればよいですか。

取消料については各事業者の規定に沿ってご対応ください。キャンセルが行われた旅行商品については、補
助の対象外となります。感染を理由とした特例は本事業にはありません。

42 感染症対策
旅行者が旅行中に新型コロナの陽
性となりましたが、どう対応すればよ
いですか。

管轄の保健所等に従った行動を旅行者に案内してください。
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変更内容

更新日 項目 内容

10/13
(ver.1.2)

事業期間
クーポン券

QRコード注意

(全体)事業期間を変更 終了日「12/20」に変更
(p.6)団体旅行も宿泊施設からお渡しと追記
(p.42)アプリ起動せずQRコード読み取り時の注意

10/22
(Ver1.3)

実施概要

地域クーポン券
FAQ

(p.4-14）確認書類について追記
概要について対象商品等について追記

(p.40-46)クーポン券取扱について追記
(p.78-80)事業全体のFAQを追加

11/29
(ver1.4)

事業期間 （全体）事業期間を変更 終了日「12/27」に変更


