
 
はじめに    

本書は、「地域クーポン配布管理 App」（以降、本アプリ）の操作手順を記載しています。 

本キャンペーンに登録している対象宿泊施設では、予約した旅行者に対して、旅行代金に応じた地
域クーポン（以降、地域クーポン）を配布します。 

本アプリでは、宿泊施設が旅行者にクーポンを配布する際に、旅行者の予約情報と配布するクーポ
ン情報とを紐付けます。 

紙クーポンの運用など、本キャンペーン全般に関する内容は、別途事務局が発行している事業に関
するマニュアルを参照していただけますようお願いします。 

※本アプリは 2022/7/13（予定）よりダウンロード可能です。 
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はじめに    

本書は、「地域クーポン配布管理 App」（以降、本アプリ）の操作手順を記載しています。 

本キャンペーンに登録している対象宿泊施設では、予約した旅行者に対して、旅行代金に応じた
地域クーポン（以降、地域クーポン）を配布します。 

本アプリでは、宿泊施設が旅行者に地域クーポンを配布する際に、旅行者の予約情報と配布する
地域クーポン情報とを紐付けます。 

紙クーポンの運用など、本キャンペーン全般に関する内容は、別途事務局が発行している事業に
関するマニュアルや公式ホームページ等を参照していただけますようお願いします。 

※本アプリは 2022/7/13 よりダウンロード可能です。 
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本書の概要  

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。 
 

 

 

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 

 
 
 

 

 

 

 
 

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） 

   

地域クーポンを配布するための 
アプリの使い方 

アプリを使うための 
事前準備 

地域クーポン配布管理に関する 
管理ポータル 
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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 

Pixel 5a Android 12 iPhone 13 Pro Max iOS 15.5 

Xiaomi Redmi Note 8 Android 11 iPhone 13 mini iOS 15.5 

AQUOS SH-53A Android 11 iPhone 12 Pro iOS 15.5 

LAVIE T8 Android 11 iPhone 12 iOS 15.5 

LG VELVET L-52A Android 11 iPhone SE（第 2 世代） iOS 15.5 

Lenovo TAB6 Android 11 iPhone XS Max  iOS 15.4.1 

Xperia 5 III Android 11 iPhone X iOS 15.4.1 

Xperia 1 III Android 11 iPhone 8 iOS 15.4.1 

OPPO RENO 5A Android 11 iPad Pro 12.9(5th_Apple) iOS 14.8.1 

Galaxy Z Flip3 5G Android 11 iPhone 11  iOS 13.6 

Xperia1 Android 10 iPhone 5S iOS 12.5 

Samsung galaxy S10+ Android 10 iPad mini(6th) iOS 15.4.1 

Samsung A30 Android 10 iPad(9th) iOS 13.6 

HUAWEI P30 Android 9   

Nokia G10 Android 9   

SONY XPERIA SO-01K Android 9   

HUAWEI P20 lite Android 9   

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 
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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 
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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 
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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が完了させ、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 
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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。 
 

 

 
 

 
  

  

 

 

  

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。 

1 

入力 

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 

2 
 

クリック 

「登録」ボタンをクリックし
ます。 

3 
 

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 

4 
 

「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。 

5 
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ログインする  

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。 
 

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。 
 

 

 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。 
 

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。 

 
  

1 2 

タップ 

1 2 

タップ 
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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 
再設定の手順は P9 をご参考ください 
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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  

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。 

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。 

2 

1 

4 

3 

１ 2 

タップ 入力後にタップ 

→数が大きくなります 

→数が小さくなります 

3 4 

確認後にタップ 

読み取ったクーポンコードの
一覧が表示されます 

読み取る 

5 
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登録が成功すると、完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

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
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 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。 

タップ 
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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。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 

4 3 

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。 
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 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。 
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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。 

 
  

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。 
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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 
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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
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  
 

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、「部分取り消し」のボタンをタップします。 

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。 

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。 

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 

「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。 

6 

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 

全てのクーポン
QR を読み取る 

タップ 
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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・宿泊数を増やします。 

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 
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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。 

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。 

地域クーポンの配布取り消しが完了します。 

 

 

  

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 6 

7 

タップ 

全てのクーポン
QR を読み取る 
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地域クーポンの在庫枚数を確認する  

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。 

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。 

 

1 2 

タップ 

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 
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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。 

  

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。 

  

 
 

 

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。 

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。 

 

お知らせが確認できます。 

左のメニューから「お知ら
せ」をクリックします。 

2 

1 

 
お知らせの数が多くなった場合、

ページ移行が可能です。 
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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。 

  

 
 

  

 
 

 
  

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。 

左のメニューから「配布管
理」をクリックします。 

2 

1 

指定した条件で配布履歴の 
一覧が表示されます。 

「検索」ボタンをクリックし
ます。 

4 

3 

 
検索結果の数が多い場合、 
ページ移行が可能です。 
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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 
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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。 

 

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。 

 

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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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。すでに旅行者が特典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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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。 

 
  



 

改訂履歴  
 

版数  発行 日  改訂 履 歴  

第 １.0 版  2022年7月4日  

第 1.1 版  2022年7月5日 部分取消に「部屋番号の変更」機能を追記 
（P17,18,19,25） 

第 1.2 版  2022年7月22 日 アプリインストール URL、QR コード差し替え(P.5) 

第 1.3 版  2022年8月8日 ・パスワード設定画面を追記(P.9)  
・配布登録時の「備考」欄を追記(P.12) 
・履歴確認画面で「部屋番号」「備考」修正機能を追記 

(P.14,15,16) 
・部分取消に「部屋番号の変更」機能実装を追記 
 （P.19,20,21） 
・「在庫表示」機能を追記(P.22) 

第 1.4 版  2022年9月12 日 動作確認済み機種の変更(P.4) 

 
 


