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１．地域限定クーポン概要

1

宿泊割引額（１泊あたり） 地域限定クーポン

宿泊割引5,000円の場合 2枚（2,000円分）

宿泊割引5,000円に満たない場合 1枚（1,000円分）

キャンペーンの名称 みやぎ宿泊割キャンペーン

全体概要

○宿泊・旅行商品代金の割引
宿泊・旅行商品代金の20％
但し ①交通付旅行商品5,000円（１泊あたり）

②上記以外3,000円を上限として補助する。

○地域限定クーポンの付与
宿泊（旅行）曜日に応じて、宮城県内の取扱店舗（加盟店）で使用可能
なクーポンを付与する。

クーポン名称 みやぎ地域限定クーポン

発行者 みやぎ宿泊割キャンペーン事務局

発行券種 電子クーポンの発行を原則とします。

クーポン有効期限
①宿泊商品及び宿泊を伴う場合

チェックイン当日からＲ5.4.1まで
②日帰りの場合 旅行日からＲ5.4.1まで

付与方法
旅行者がシステムを利用して発行
※事業者による代理発行も可能 ※日帰り旅行は旅行事業者が発行

付与枚数

〇クーポン額は自動計算されますが、施設様でもご確認ください。
〇宿泊する曜日にて算出します。
〇旅行代金の下限がございます。

キャンペーン
対象期間

◆予約開始：令和５年１月６日(金)
◆宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品

令和５年１月１０日(火) チェックイン分から
令和５年４月１日(土) チェックアウト分まで

◆日帰り旅行商品
令和５年１月１０日（火）から
令和５年３月３１日（金）旅行分まで

※新型コロナウイルス感染症の状況により、キャンペーンの中断や終了する場合
があります。

利用可能店舗 事務局の審査・登録を受けた店舗・施設等

地域限定クーポン
取扱店舗（加盟店）

向けページ
https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third

宿泊施設
旅行事業者
向けページ

https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third

曜日区分 休日・平日の定義 クーポン付与額

宿
泊

休日 宿泊日とその翌日が、ともに休日(土・日・祝)の場合 1,000円

平日 上記以外 2,000円

日
帰
り

休日 土曜・日曜・祝日 1,000円

平日 それ以外 2,000円

https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third
https://miyagi-syukuhakuwari.com/owner/third
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地域限定クーポン
取扱店舗（加盟店）

旅行者

2．地域限定クーポン 全体フロー（申請から精算までの流れ）

みやぎ宿泊割キャンペーン事務局

令和4年12月27日宿泊分までの全国旅行支援と異なる点として、加盟店での電子クーポンを導入します。
・旅行者へのクーポン付与には「STAYNAVI（ステイナビ）」を利用します。
原則、旅行者がシステムにてクーポン申請をし、宿泊事業者又は旅行事業者より発行通知を行います。

・取扱店舗（加盟店）からの補助金申請は「 STAYNAVI（ステイナビ） 」を利用し申請いただきます。
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３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

電子クーポン （注）紙クーポン

クーポン取得方法 旅行者自身がステイナビへ申請
販売者が旅行者に代わって、代理発
行することが可能

旅行者の対応
旅行者自身のスマホ等で、店舗が掲
出するQRコードを読み取って支払う

販売者が発行した紙クーポンのQRコー
ドを、店舗の端末で読み取ってもらい
支払う

加盟店の対応
・ステイナビへの店舗情報登録
・支払い用QRコードの印刷

・ステイナビへの店舗情報登録
・QRコード読取用端末の準備

STEP１

（１）事業開始前の準備（店舗登録まで）

決済方法の選択 ・ 使用機器の準備

STEP２

①単独店舗の場合
１つのメールアドレス/1つのQRコード

②複数店舗を有する事業者
各店舗別の売上管理をステイナビ管理画面で確認が

⇒（イ）必要・・・・・・各店舗毎のQRコードを作成/店舗毎のメールアドレスが必要

⇒（ロ）必要なし・・・全店舗同じQRコードの掲出/1つのメールアドレス
※各店舗別の利用実績は把握できません。

メールアドレスの準備

〈地域限定クーポンの種類/加盟店の対応〉

①電子クーポンのみ
使用機器：決済時は必要ありません。

②電子と紙の両方
使用機器：旅行者が持参する紙クーポンを読み取る為のスマホ等の端末

３

（注）紙クーポンとは電子クーポンを印刷し、出力されたクーポンのことです

※これまでの県民割事業と全国旅行支援事業
（昨年12月27日宿泊分まで）で利用した
紙クーポン（右イメージ）は廃止の為、
一切利用できません。



４

STEP３

• ステイナビの登録画面から店舗登録申請を行います。
• 登録操作から申請内容の審査に約1週間かかります。
• 登録が承認されますと承認通知メールが届きます。
（重要なお知らせはご登録の代表メールアドレスに配信されます）

店舗登録

（２）お客様受入れ前の事前準備

STEP４

決済方法により、店舗にてお客様の受け入れ準備を確認・用意します。
①電子クーポン利用
決済用の機器は必要ありません。

• QRコードを印刷して店舗内にQR台紙を配置してください。
• QRコードの印刷は、事業所様のプリンターでお願いします。
（プリンターをお持ちでない場合は、コンビニのプリントサービス等をご利用ください）

• 事業者本部様が一括登録した場合は、本部様で印刷して各店舗へ送付してください。

②紙クーポン利用
旅行者が持参する紙クーポンのQRコードを読み取るためのスマホ等の端末が必要です。

QRコードの印刷と配置

STEP５

ホームページに掲載された店舗情報の確認をします。
確認事項 店舗基本情報

営業時間・定休日・店舗紹介コメントなど
店舗画像・地図情報等

ポスターを店舗に掲示します。
店舗登録完了後、STAYNAVIよりA４版ポスターダウンロード用URLが送信されます。
その後、A３版のポスターを事務局より順次発送いたします。

＊ポスターにはご利用可能なクーポンの種別（□電子クーポン □紙クーポン）に
✔チェックをお願いします。

ホームページ掲載内容・ポスター掲示

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

* 複合施設等で今まで本部として複数のテナント分をまとめて申請していた事業者様は、
店舗毎の申請にすると各店舗で売上管理が可能です。

* 宿泊施設様で、売店・レストラン毎の売上管理を行いたい場合は上記（イ）になります。



加盟店のQR台紙を旅行者が旅行者のスマートフォン等で読み込んで電子決済します。

旅行者がお持ちになった紙クーポンの電子クーポン受取QRコードを加盟店の読取機器（スマートフォン等）で

加盟店が代理で読み込んで電子決済します。

※お釣りは出せません。1円単位で決済できます。
※スマートフォンやタブレットはお持ちのものをご利用ください。

はい いいえ

６ページへ
旅行者が店舗設置のQRを読み

取って決済する
電子クーポン対応

店舗で読み取りの準備がある

はい いいえ

８ページへ
店舗が旅行者の紙クーポンのQR

を読み取って決済する
紙クーポン対応

読み取りができない場合は精算が
できませんので、対応できません。

５

STAYNAVI（ステイナビ）地域限定クーポン利用の流れ

スマートフォンなどをお持ちで電子決済する場合

スマートフォンなどをお持ちでない旅行者の場合

START

旅行者がスマートフォンを持っている

（３）STAYNAVI（ステイナビ）地域限定クーポン利用の流れ

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用



加盟店のQR台紙を旅行者が自身のスマートフォン等で読み込んで電子決済します。

①お支払いの金額ご案内

※電子クーポンをご利用になる場合は「購入した商品は返金できないこと」をご案内ください。

※利用対象外の商品などがある場合は旅行者へわかりやすく提示またはご案内ください。

※一度決済したら、金額の修正や取消ができないことをご案内ください。

②旅行者が、自身のSTAYNAVIマイページから、

「クーポンを使う」をクリックする

③カメラが起動するので

加盟店のQRコードを

読み取る

④旅行者が利用金額欄をタップ
⑤利用金額を入力のうえ「支払う」をタップ
⑥確認画面になるので再度「支払う」をタップ
⑦決済されると、旅行者の残高から引かれ、加盟店へ支払いが完了
※決済完了したらその場で、旅行者に完了した画面を提示してもらいます。・金額 ・加盟店名 ・決済時間
画面がキャプチャやスクリーンショットではないこと（紙吹雪のような動く画面です）などをご確認ください。

※旅行者の画面が見れない場合管理画面でも決済確認ができます。

※決済したら即、通知メールが届きます。件名：【STAYNAVI】地域クーポン利用通知
６

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

（４）電子決済の流れ

STEP１ 加盟店が支払額を旅行者へ提示

STEP２ 旅行者がレジ前にある加盟店のQR台紙を読み取る

STEP３ 旅行者が使用する電子クーポンの金額を入力し支払う

④

⑤

⑥



⑧管理画面に金額が反映

決済が完了すると、加盟店の管理画面に利用された金額

の一覧が確認できます。また、利用の都度、加盟店の代表

メールアドレスに通知が届きます。

A

Q
A Q：お客様がお急ぎの場合は、紙クーポンだけ受け取ってあとで決済しても

いいですか。

A：決済は必ずお客様がいらっしゃる間にお願いします。

紙クーポンだけでは金額がいくら残っているか分かりません。後で決済しようとしたときに残
高不足だった場合、加盟店様の損害になってしまいます。お客様がお急ぎであっても、そ
の場でQRコードを読み取って残額の確認と金額入力のうえ決済まで行ってください。

７

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

STEP４ 利用履歴の確認

※カメラでQRコードをうまく読み取れ

ないなどの場合、画面のしたに店舗コ

ードを入力する 欄があります。直接店

舗コードを入力すると、 金額入力欄へ

進むことができます。



加盟店が旅行者の提示する地域限定クーポンのQRをスマートフォン等で読み込んで電子決済します。

①お支払いの金額ご案内

※電子クーポンをご利用になる場合は「購入した商品は返金できないこと」をご案内ください。

※利用対象外の商品などがある場合は旅行者へわかりやすく提示またはご案内ください。

※一度決済したら、金額の修正や取消ができないことをご案内ください。

②管理画面のQRコード読み取りをクリックし、カメラ

を起動

③旅行者の紙クーポンのQRコードを読み取る
Ⓒ

④金額を入力する

※決済後はいかなる場合も取消できませんので金

額をお間違えないようご注意ください。

※残高の確認だけ行う場合は、ステップ２でQRを

読み込むと、表示されます。

使用しない場合は金額の入力はせずにそのまま

「キャンセル」してください。

➃

Ⓒ

QRコードを読み込むと残額が確認できます

８

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

（５）紙クーポン受付の流れ

STEP１ 加盟店が支払額を旅行者へ提示

STEP２ 加盟店が紙クーポンのQRコードを読み取る

STEP３ 加盟店が金額を入力する



⑤「決済する」

※決済が完了すると「○○円決済成功しました」と表示

されます。

※不足の場合は「残高が足りません」と表示が出ます。

決済できる金額で決済し、不足分は現金等にて旅行

者より支払ってもらいます。

⑥管理画面に金額が反映

決済が完了すると、加盟店の管理画面に利用された金額

の一覧が確認できます。

また、利用の都度、加盟店の代表メールアドレスに通知が

届きます。

➁

９

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

STEP４ 決済する

STEP５ 利用履歴の確認



・旅行者が紙クーポンを持参される場合、有効期限をご確認ください。

加盟店で読み取るQRコード

※STAYNAVI会員の旅行
者が読み込むと電子クーポ
ンになります。
電子化された場合、紙では使え
ません。

加盟店でQRコードが
うまく読み込めない場
合は、クーポン番号を
直接管理画面に入
力します。

有効期限

印刷した紙クーポン

１０

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

（６）紙クーポンのイメージ



①

精算のフロー

・毎月月初から末日までの決済分を、翌月末にお支払いします。

・決済したクーポンの明細、各金額は「使用済みクーポン一覧」で確認できます。

・毎月の金額の確認は「精算管理」の画面から確認します。

・ご登録済みの金融機関への振り込み入金となります。

・振込名義は下記の通りです：

＊みずほ銀行以外「STAYNAVI」

＊みずほ「STAYNAVIﾀﾞｲｺｳGMOPG」

＊みずほ仮想口座「ﾀﾞｲｺｳGMOPG」

・振込手数料はSTAYNAVI負担です。

・万が一振込金額に疑義がある場合は着金日から２週間以内にお申し出ください。

１１

３．加盟店での電子クーポン導入・ STAYNAVI(ステイナビ)利用

（７）精算の流れ



○有効期間外の地域限定クーポンは使用できません。

○地域限定クーポンと現金の交換・売買は禁止されています。営利目的での転売もできません。

○地域限定クーポンは物品の販売又は役務の提供などの取引に利用できます。

○以下のものは地域限定クーポンの使用対象になりません。
A 出資や債務の支払い（税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等）
B 有価証券、金券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、飲食店等が独自発行する飲食券等）、
旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
C たばこ事業法（昭和59年8月10日法律第68号）第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
（電子たばこを含む）
D 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
E 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車料（一時預りを除く）等の不動産に関わる支払い
F 会費、商品及びサービスの引換金代金
G 現金との換金、金融機関への預け入れ
H 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条に規定す
る性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としな
いキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
I 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
J 行程に国外の地域を含むもの
K ライセンスや資格の取得費用
L その他、宮城県および事務局が適当と認めないもの

※上記の禁止行為、使用対象にならないものによる地域限定クーポンの使用が発覚すれば、損害、賠償、登録
の取消、換金の拒否、受領した給付金の返還その他の処分が生じる場合があります。

※地域限定クーポンの使用できないものを独自に決める場合は、商品の陳列棚、店頭への掲示、その他の
方法により、旅行者が予め認識できるように明示してください。

○地域限定クーポンによる支払いで、不足する分は現金等でお受け取りください。

○地域限定クーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金はできません。

（１）引換上の注意事項

１２

４．地域限定クーポンの注意事項



※ 宮城県および事務局は、必要に応じて取扱店舗（加盟店）から報告を求め、立入調査を行うことがあります。
※ 取扱店舗（加盟店）登録が取り消された場合、以後、地域限定クーポンの取扱いを行うことはできません。
※ 不正に給付金を受給した場合には、詐欺罪等による刑事告発の対象となる場合があります。

下記事項が発覚した場合、地域限定クーポン取扱店舗（加盟店）としての登録を取り消すとともに

事業者名を公表し、給付金の給付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を命じる場合が

あります。

（２）取扱店舗（加盟店）登録の取消し

①申請内容に虚偽等があった場合

②地域限定クーポン取扱店舗（加盟店）がマニュアルの規定に違反した場合

③地域限定クーポンの取扱いに関する事務局による指示に違反した場合

④地域限定クーポン取扱店舗（加盟店）として適切でないと事務局が判断する場合

○取扱店舗（加盟店）の情報（名称、所在地、電話番号、業種等）は「みやぎ宿泊割キャンペーン地域限

定クーポン取扱店舗」として、旅行者向けキャンペーン公式サイト等に掲載する予定です。

（３）その他留意事項

○新型コロナウイルス感染症の状況、政府全体や県の方針等により、本マニュアルに記載の内容が変更される
ことや、キャンペーンの中断または終了などの場合があります。

○取扱店舗（加盟店）は、取扱店舗（加盟店）としての地位を第三者に譲渡することはできません。

また、事務局に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等することはできません。

○取扱店舗（加盟店）は、登録内容に変更が生じた場合は、事務局に届出（電話連絡）をお願いします。

1３

○使用される地域限定クーポンが偽造されたものでないか確認してください。
明らかに偽造されたものと判別できる場合は、地域限定クーポンの受け取りを拒否し、速やかに警察へ通報すると
ともに、みやぎ宿泊割キャンペーン事務局（電話番号：022-797-8089）へご連絡願います。

○宿泊等の実態を伴わずに授受した地域限定クーポンを補助金申請する行為は、詐欺罪等法令違反にあたる
場合があります。そのような情報が寄せられた場合、所管官庁に通報します。

○万が一、地域限定クーポンを使用できない事態が発生した場合や、盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造
等に対して、宮城県及び事務局は一切責任を負いません。また、再発行は致しません。

○新型コロナウイルス感染状況により，キャンペーンを中断したり，終期を早めたりすることがあります。



店舗の閉店等の理由により地域限定クーポンの取扱を停止する場合は、必ずメール・FAX等で事務局までお申し
出ください。

みやぎ宿泊割キャンペーン 事務局

【事務局】
〒９８０-０８１１
仙台市青葉区一番町3-7-23 明治安田生命仙台一番町ビル2階

「みやぎ宿泊割キャンペーン 事務局」 地域限定クーポン担当

電話番号 ： ０２２－７９７－８０８９

ＦＡＸ番号 ： ０２２－７９７－９５０５

Ｅメールアドレス：miyagi-coupon2@04.tripwari.jp

営業時間：10:00 ～ 17:00（土日・祝日休業 ）

STAYNAVI（ステイナビ）サポートセンター

電話番号 ： ０５０－３０９０－７８４３

Eメールアドレス：merchant-miyagi@peerto.jp

営業時間：10:00 ～ 17:00（土日・祝日休業 ）

その他、質問ご不明点ありましたら、事務局までお問い合わせください。

１４

５．取扱店舗（加盟店）中止（廃止）時

６．問い合わせ先



改正履歴

VER 改正日 改正内容

VER２ 2022/10/21

P６を下記の通り訂正
「補助金の振り込が確認できるまでクーポンは破棄せずに保管」

↓
「事務局から別途指示する日までクーポンは破棄せずに保管」

VER3 2022/11/28
キャンペーン期間延長に伴い、下記ページの期日を訂正

表紙、P１、P７

VER4 2022/12/26
対象期間の延長（令和５年１月１０日～）

補助内容の変更（補助率、地域限定クーポン等）
電子クーポン導入によるSTAYNAVI利用

VER５ 2023/1/８
紙クーポンのイメージ P10

精算の流れ P11

VER6 2023/1/25
電子クーポン画像および説明文の追記 P6

店舗コード手入力方法、機能改修によるQ&A訂正 P7


