
STAYNAVI
電子クーポン マニュアル

【宮城県　宿泊施設用】
Ver.1.4：2023年3月9日更新

取扱マニュアル等は今後、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。

STAYNAVIの基本操作マニュアルは別途ご確認ください。
マニュアル一覧：https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/
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改版 発行日 改訂履歴

Ver.1.0 2022年12月28日 初版発行

Ver.1.1 2023年1月4日 ・3ページ
　目次修正
・9ページ　
　通知方法説明文修正
・14～16ページ
　「地域クーポンの代理登録方法（管理画面での一括登
録）」新規ページ差し込み
・18ページ
　説明文追記

Ver.1.2 2023年1月15日 ・13ページ
　地域クーポンをキャンセルする場合　追記

Ver.1.3 2023年1月26日 ・19ページ
　予約情報入力の項目の変更

Ver.1.4 2023年3月9日 ・5ページ
　STEP１にバナーのダウンロード案内を追記

改訂履歴
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1．地域クーポン発行の事前準備

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。

①

②「その他設定」→「稼働/非稼働設定」をクリック

③【A】または【B】のキャンペーンの
　参加・受付状態の「参加申請」を選択する

④「保存する」をクリック

※すでにキャンペーン参加中の宿泊施設は参加申請は不要です。

②

【A】STAYNAVIで宿泊割引の精算をする
　地域クーポンを発行し、宿泊割引の部分はSTAYNAVIのデータを利用して精算します。
　地域クーポンの発行及び地域クーポン（電子クーポン）の発行、管理ができます。

【B】宿泊割引の精算はSTAYNAVI以外で行う
　（OTA・旅行代理店経由のみなど）
　他で宿泊割引の管理をしており、STAYNAVIでは地域クーポン（電子クーポン）のみ
　発行、管理する場合は【キャンペーン名（地域クーポンのみ）】の参加設定を行ってください。

＊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かない場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
＊ご利用に際し、STAYNAVIの利用料などはかかりません。
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【A】宿泊割引クーポン
　　＋地域クーポン

【B】地域クーポンのみ

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


1．地域クーポン発行の事前準備

旅行者へのご案内
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②予約後の通知メール等に、STAYNAVIで地域クーポンの登録が必要であることを記載する
※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、
　必ずSTAYNAVIにて地域クーポンの登録が必要な旨を表記してください 。

【ステップ2】公式サイト予約の予約確認メールにSTAYNAVIのご案内を記載する

プラン名＜全国旅行支援 割引対象＞朝食付きプラン

ご注意事項：全国旅行支援対象プランを予約される方へ

ご予約後、STAYNAVI（ステイナビ）サービスに移動し、全国旅行支援の地域クーポンの登録手続き
を行ってください。地域クーポン登録にはSTAYNAVIで会員登録が必要です。地域クーポンのご登録
がないと、割引の適用・地域クーポンのお渡しができません。

◇STAYNAVI　マイページのログイン画面　https://staynavi.direct/login
◇クーポン発行画面　https://info.staynavi.direct/campaign/prefecture/miyagi/

＜サンプル＞

①施設公式ホームページに全国旅行支援対象施設で
ある文言とSTAYNAVI案内バナーを掲載する

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
「全国旅行支援」 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。 

※施設公式ホームページにご利用いただける、STAYNAVIへの
ご案内用バナーはこちらよりダウンロードしてください。
https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/got
o/bundles/manual/bnr/induction_banner.zip
（こちらはフォルダに２つ入っておりますので２つダウンロードされます。）

URL：https://info.staynavi.direct/campaign/prefecture/
miyagi/

【ステップ1】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
＜掲載イメージ＞

＜全国旅行支援対象＞朝食付きプラン

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。

【ステップ３】チェックイン時に旅行者へ渡すご案内書面の印刷をする

③STAYNAVIのマニュアルサイトより、お客様への
　ご案内書面を印刷する

STAYNAVIマニュアルサイト：
https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/

※チェックイン時に地域クーポンのお渡しとあわせて、
　ご利用方法のご案内をお渡しください。

＜バナーイメージ＞

https://staynavi.direct/login
https://info.staynavi.direct/campaign/prefecture/miyagi/
https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/bnr/induction_banner.zip
https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/bnr/induction_banner.zip
https://info.staynavi.direct/campaign/prefecture/miyagi/
https://info.staynavi.direct/campaign/prefecture/miyagi/
https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/
https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/bnr/induction_banner_600_450v3.png
https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/bnr/induction_banner_600_600v3.png


2．地域クーポン発行フロー

宿泊施設のSTAYNAVIでのキャンペーン参加状況、また、ご予約方法によって地域クーポンや地
域クーポン（電子クーポン）発行方法やお渡し方法が異なります。

予約方法別の地域クーポン発行フロー

　宿泊施設へ直接予約

　　　　電話で予約

　　　　公式ホームページで予約

OTA予約
（楽天・じゃらんなどの
オンライン予約サイト）

旅行会社予約

【基本のとき】
　チェックイン時に宿泊施設が
　　・印刷したQRコード記載の紙クーポンをお渡し
　または
　　・電子クーポンを旅行者へ管理画面から通知（旅行者登録の場合のみ通知が可能）

【代理登録のとき】
　チェックイン時に宿泊施設が
　　・印刷したQRコード記載の紙クーポンをお渡し
　（旅行会社で代理登録した場合は旅行会社で印刷・配布します）

【基本】
　旅行者がマイページで地域クーポンの登録
　　※旅行者がSTAYNAVIで会員登録のうえ、地域クーポンの登録をします。
　　※宿泊施設へのご予約の際、予約確認メール等で、STAYNAVIでのクーポン登録をご案内ください。

【代理登録】
　宿泊施設が代理で地域クーポンの登録
　（旅行会社予約は旅行会社が代理で登録する場合もあります）
　　※宿泊施設が代理登録した場合は、管理画面から電子化の通知はできませんが、旅行者が紙のクーポンの
　　　QRコードを読み込めば電子化ができます。

＊地域クーポンの登録・配布が出来ない場合は、割引も対象外となります。
　キャンペーン割引対象とするには、地域クーポンの配布が必須です。
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紙クーポンの印刷について

チェックイン時に旅行者へ印刷した地域クーポンをお渡しします。宿泊施設や旅行会社で登録し
た地域クーポンは紙の配布のみとなります。

3．チェックイン時の紙の地域クーポンお渡し方法

①

①「クーポン検索・実績管理」をクリック

②地域クーポンを印刷したいチェックイン日
　を入力し、「検索」をクリック

③一覧が表示されるので対象の明細の
　「地域クーポンQR印刷」をクリック

④ダイアログが開くので印刷する

※印刷すると、実績ステータスが自動で「宿泊
（承認）」に変わります。当日キャンセルなど配
布しなかった地域クーポンは「キャンセル
・Noshow」に更新してください。

②
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【地域クーポンPDF一括出力】
検索後、表示された一覧の地域クー
ポンを一括で印刷することができま
す。

※青字の「予約番号」を
クリックし、クーポン詳
細画面から「地域クーポ
ンQR印刷」をクリックし
ても印刷が出来ます。

③



印刷イメージ

3．チェックイン時の紙の地域クーポンお渡し方法

   有効期限

クーポン番号

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、紙は使えな
くなります。

宿泊施設で読み取るQRコード

電子クーポンの通知ができる「予約詳細」画面に遷移します。
旅行者より電子クーポンで欲しいとお申し出があった場合にのみご利用ください。
管理画面を開いて、お名前等で検索もできますが、ご予約を探すのが大変な場合に
こちらのQRコードを読み取ると、管理画面のクーポン詳細画面をすぐに開けます
（管理画面ログインは必要）。
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電子クーポンの通知について
・紙クーポンを印刷せず、電子クーポンの情報を旅行代表者へ通知することができます。
・旅行者自身で地域クーポンを登録している場合にのみ対応可能です。すでに旅行者が
　STAYNAVIのアカウントを保持しているので、マイページに通知されます。
　（宿泊施設の代理発行、および、旅行会社発行の場合は紙クーポンをお渡しください。）

4．チェックイン時の地域クーポン通知方法

①「クーポン検索・実績管理」をクリック

②地域クーポンを印刷したいチェックイン日を
　入力し「検索」をクリック

③一覧が表示されるので対象の明細の
　「電子クーポン化する」をクリック
※実績ステータスが自動で「宿泊（承認）」に変わります。
当日キャンセルなど配布しなかった地域クーポンは「キャン
セル・Noshow」に更新してください。

※「予約代表者へ地域クーポンを通知いたしました。」と表
示されます。

①

②

既に電子クーポン化済みの為、電子化不可と
なります。
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※青字の「予約番号」を
クリックし、クーポン詳
細画面から「電子クーポ
ン化する」をクリックし
ても通知が出来ます。

③

旅行会社登録のクーポンの場合、電子化不可
となります。宿泊施設の代理発行も同様で
す。



地域クーポンの変更・修正手順

5．地域クーポンの変更・修正方法

【ステップ１】登録済の地域クーポンを検索する

【ステップ2】クーポン詳細画面を確認する

【ステップ3】登録内容を変更・修正する

①

①「クーポン検索・実績管理」をクリック

②地域クーポンを印刷したいチェックイン日を
　入力し、「検索」をクリック

②

③
③青字の「予約番号」をクリック

④クーポン詳細画面にて、修正したい項目
 （人数・宿泊日・宿泊割引クーポンの金額など）
　を修正後「登録」をクリック

※枚数や金額の変更となる修正があった場合QR
コードが変更されます。すでに紙のクーポンを印
刷済みの場合は、修正後、再度印刷し直しをお願
いします。

④
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地域クーポンお渡し前の変更・修正について

クーポン詳細画面より、該当箇所を変更・修正します。
人数の変更、宿泊日の変更、宿泊割引クーポンの予約金額の修正など、内容の上書き修正が可
能です。管理画面より上書き修正を行ってください。クーポン検索・実績管理より対象の地域
クーポンを検索し、青字の予約番号からクーポン詳細画面を開き、必要な箇所を修正します。
※旅行会社の登録した地域クーポンは宿泊施設の管理画面で変更・修正はできません。
※旅行者登録の地域クーポンを変更・修正しすると、旅行者へもメール通知されます。
　

5．地域クーポンの変更・修正方法

Q
A

Q：旅行会社予約の地域クーポンを修正してもらいたいが定休日です。

A：チェックイン日当日の急な変更で旅行会社へ連絡つかない場合は、
　　下記の通りご対応をお願いします。
　　・宿泊施設にて正しいクーポンを代理発行します。
　　・旅行会社登録の地域クーポンは宿泊施設が管理画面でキャンセルを
　　　してください。
　　・変更があったことを後日旅行会社へご連絡ください。

【ステップ１】管理画面で変更・修正する（９ページ参照）

【ステップ2】変更・修正後の地域クーポンを印刷する/通知する

クーポン詳細画面より、「地域クーポンQR印刷」をクリックし、紙の地域クーポンを印刷しま
す。または、チェックイン時で旅行者登録のクーポンの場合、「電子クーポン化する」をクリッ
クし、旅行者へ通知することも可能です。

　
※変更・修正がある都度、地域クーポンのQRコードが更新されるため、印刷のし直しが必
要となります。ただし、地域クーポンの枚数、1人あたりの金額の変更がない予約変更の場
合は、配布済みの紙クーポンまたは電子クーポンは引き続き使用可能です。宿泊日の変更
は、有効期限が変わりますので印刷のし直しが必要です。

※旅行会社登録の地域クーポンは、クーポン検索・実績管理画面の旅行者の名前のあとに
（代理店発行）の記載があります。旅行会社登録の地域クーポンは、宿泊施設にて詳細画面
で変更・上書きはできません。必ず旅行会社へ連絡のうえ、地域クーポンの修正をしても
らってください。当日チェックイン時に判明した場合は、地域クーポンのお渡しがあるた
め、当日中の対応が必要です。
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地域クーポンお渡し後の変更・修正について

5．地域クーポンの変更・修正方法

クーポン詳細画面より、該当箇所を変更・修正します。
人数の変更、宿泊日の変更、宿泊割引クーポンの予約金額の修正など、内容の上書き修正が可
能です。管理画面より上書き修正を行ってください。クーポン検索・実績管理より対象の地域
クーポンを検索し、青字の予約番号からクーポン詳細画面を開き、必要な箇所を修正します。
※旅行会社の登録した地域クーポンは宿泊施設の管理画面で変更・修正はできません。
※旅行者登録の地域クーポンを変更・修正しすると、旅行者へもメール通知されます。

   ＜すでに修正後の金額以上の地域クーポンを使用している場合＞
変更・修正登録後に、管理画面上に赤字で、過剰使用された金額が表示されます。
過剰使用分は旅行者より徴収いただく必要があります。STEP３もご確認ください。

【ステップ１】管理画面で変更・修正する（９ページ参照）

【ステップ2】変更・修正後の地域クーポンを印刷する/通知する

クーポン詳細画面より、「地域クーポンQR印刷」をクリックし、紙の地域クーポンを印刷しま
す。または、チェックイン時で旅行者発行のクーポンの場合、「電子クーポン化する」をクリッ
クし、旅行者へ通知することも可能です。

 ＜地域クーポンをすでに使用済みだが、残額がある場合＞
残額が旅行者の人数で案分されます。
例）2名、平日2泊の予約：2,000円×2名×2泊＝8,000円分の地域クーポン
　　→1泊に変更した場合2,000円×2名×1泊＝4,000円
　　　その内、すでにAさんが2,000円使用済みの場合（Bさんは未使用）
　　　4,000円-2,000円（Aさん使用済み）＝2,000円を案分するので、
　　　AさんもBさんも1,000円ずつの地域クーポンとなります。  
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※変更・修正がある都度、地域クーポンのQRコードが更新されるため、印刷のし直しが必
要となります。ただし、地域クーポンの枚数、1人あたりの金額の変更がない予約変更の場
合は、配布済みの紙クーポンまたは電子クーポンは引き続き使用可能です。宿泊日の変更
は、有効期限が変わりますので印刷のし直しが必要です。

※旅行会社登録の地域クーポンは、クーポン検索・実績管理画面の旅行者の名前のあとに
（代理店発行）の記載があります。旅行会社登録の地域クーポンは、宿泊施設にて詳細画面
で変更・上書きはできません。必ず旅行会社へ連絡のうえ、地域クーポンの修正をしても
らってください。地域クーポンの印刷と配布しなおし、場合によっては過剰使用分の請求が
あるため、当日中の対応が必要です。



5．地域クーポンの変更・修正方法
【ステップ３】過剰使用の金額を旅行者へ案内

すでに修正後の金額以上の地
域クーポンを使用している場
合、変更・修正登録後に、管
理画面上に赤字で、過剰使用
された金額が表示されます。

①画面上部に、変更・修正後
のみ表示される

②クーポン詳細画面に、常に
表示される

①

②

※予約経路（宿泊施設直接の予約、ＯＴＡ予約、旅行会社予約など）に関わらず、地域クー
ポンを過剰使用された場合は、宿泊施設にて差額を旅行者から徴収していただきます。徴収
分の返還方法についてはみやぎ宿泊割キャンペーン事務局へお問い合わせください。
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地域クーポンをキャンセルする場合

地域クーポンのキャンセルは、クーポン検索・実績管理より行います。
地域クーポン利用前であれば、一覧表示のまま、実績ステータスを「キャンセル・NoShow」に
更新します。地域クーポン利用後は一覧表示では「キャンセル・NoShow」に更新できませんの
で、必ず【予約番号】よりクーポン詳細画面へはいり、実績ステータスを「キャンセル
・NoShow」に更新してください。（10ページ参照）

一覧表示画画 詳細画面



⑥

6．地域クーポンの代理登録方法（管理画面での一括登録）

14 

管理画面での地域クーポン一括登録

【ステップ１】サンプルCSVをダウンロード・登録する

①

①「予約管理」「地域クーポン登録」
　をクリック

②「登録用フォーマットダウンロード」
　サンプルCSVをダウンロードする

③ダウンロードしたCSVに
　・予約番号
　・チェックイン日
　・泊数
　・代表者姓名
　・クーポン対象人数
　を入力し、データを作成する

④「キャンペーン」を選択、
　「ファイル選択」より作成したデータ
　を選択後「登録する」をクリック

②

③

④
⑤

・チェックイン日は　2桁で作成してください。
（例：2023/01/15 ）
・予約番号：アルファベット/数字/ハイフンの入力が可能です。
・代表者姓名：アルファベット/ひらがな/カタカナ/漢字の
　入力が可能です。

⑤「詳細」より内容の確認

⑥「この内容で登録する」ボタンをク
　リック

⑦「登録されました。」と表示が出れ
　ば登録成功です

【ステップ２】内容確認・登録する

⑤

⑦
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CSVの取込・登録がエラーになるケース

・チェックイン日の月・日を２桁で入力しない場合、エラーが表示されます。
　【ステップ１】のご案内通りに入力ください。例：2023/01/15（【ステップ１】14ページ④）

・不正な文字の混在や条件を満たしていない場合「ステータス」に「失敗」と表示されま　　
す。（【ステップ２】14ページ⑥）

予約番号に#が入って
いる為、取込失敗

泊数が規定以上の為、
取込失敗

※登録した地域クーポンは「予約管理」「クーポン検索・実績管理」より確認ができます。
内容の変更が生じた場合は、地域クーポンの情報を管理画面で上書き変更します。
予約番号・発行日時・金額の修正はできません。キャンセルをして再度登録が必要です。

✔予約番号に不正な文字がはいっていませんか？（数字・アルファベット・ハイフンのみ）

✔チェックイン日は２桁の入力になっていますか？（例：2023/01/15）

✔泊数は規定以内の日数ですか？

✔代表者名に誤りはありませんか？

✔クーポン配布人数は合っていますか？

6．地域クーポンの代理登録方法（管理画面での一括登録）
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登録済地域クーポンの確認・キャンセル方法

登録内容の確認

①
②

③

①代理登録をした場合「施設
発行」と表示されます

②地域クーポンの金額は一覧
　に表示されません
※詳細画面で確認できます

③代理登録をした場合「施設
電子化不可」となります。
「地域クーポンQR印刷」にて
ご対応ください

※予約番号をクリックすると詳細画面へ遷移され、
　下部に登録した地域クーポンの金額が表示されます。（左側は空欄で問題ありません）

④「実績ステータス」で「キャンセル」を選択し「更新」をクリック
⑤「ステータスが更新されますよろしいですか？」のポップアップを「OK」すると更新されます

④

⑤

キャンセルをする場合

6．地域クーポンの代理登録方法（管理画面での一括登録）



①

②

③

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

【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

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

宿泊割引クーポンを登録するためには、宿泊施設のSTAYNAVIマイページの作成が必要です。
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

※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。地域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。

⑦

マイページ画面TOP

⑤

マイページ作成
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７．宿泊割引クーポンの代理登録方法（マイページでの個別登録）

https://staynavi.direct/member


【ステップ１】対象キャンペーンを選択

①STAYNAVI公式サイトのSTAYNAVIの全国旅行支援に
掲載された都道府県から、利用する都道府県の
【 詳細・利用方法】をクリック
　（https://staynavi.direct/）

注）InternetExplorerは使用しないでください。 

【ステップ２】クーポン発行に進む

②「地域クーポンの発行はこちら」をクリック

③【地域クーポン券登録】で
　「予約経路」と「宿泊施設」を選択して検索

※「宿泊施設」は宿泊施設の名前の一部だけ
　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

②

③

マイページログイン後のメニューから、「全国旅行支
援」を選択すると、STAYNAVIサイトの全国旅行支援の各
都道府県選択のページに移ります。
「地域クーポン発行（北海道、青森、宮城）」からも選
択できます。
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①

地域クーポンの登録と印刷
通常は旅行者が登録を行いますが、宿泊施設様にて旅行者の代わりに登録を行う場合は、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登録をします。宿泊割引クーポンはチェック
イン日の23：59まで登録できます。深夜0時を過ぎた場合の当日予約については、いったん、翌
日以降のチェックイン日で宿泊割引クーポンを登録し、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、宿泊割引クーポンを印刷してください。宿泊割引クーポンを登録するとあわせて
地域クーポンも登録されます。地域クーポンのみ登録する場合は管理画面の一括登録をご利用くだ
さい。

７．宿泊割引クーポンの代理登録方法（マイページでの個別登録）

https://staynavi.direct/


7．地域クーポンの登録方法

【ステップ３】予約情報を登録する
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④

④「キャンペーン条件に同意し、登録内容を確
　認」をクリック
  
※必須項目は下記赤字の項目です。

●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。　

●代表者（姓）カナ　（名）カナ
　
●宿泊人数
　・大人、子供の人数を入力します。
　・添い寝や無料同伴幼児も1名としてご入力ください。

●施設使用欄
　【☑代理者が発行する】☑が必要です。



⑤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

※地域クーポンを発行すると、施設メール（マイページ
　登録時のメール）に発行完了の通知が届きます。
　管理画面の「クーポン検索・実績管理」にも表示
　されます。

7．地域クーポンの登録方法

【ステップ４】クーポンを発行

⑤

⑥内容を確認

※発行した地域クーポンの詳細画面が開きます。
　内容に間違いがないか確認してください。

※内容に間違い等ある場合は管理画面から修正します。

【ステップ５】クーポンを確認

⑥

このページで印刷はしません。ここで印刷をしても
地域クーポンのQRコードは表示されません。

必ず管理画面から印刷してください。
（印刷方法は6ページ参照）
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宿泊施設から紙でQRコードを受け取り、電子クーポンとして利用する場合

①チェックイン時
　にQRコード表
　示された用紙を
　受理。

②①のQRコードをス　
マートフォンのカメ　
ラまたSTAYNAVIマ　
イページのQRコー　
ドリーダーで読み込　
んでください。

③STAYNAVIへログインしてく
　ださい。
　お買い物へお出かけ前に必ず
　一度、ログインしてください。

④ログイン後、マイページに地域　
限定クーポンが表示されます。　
「このクーポンを獲得する」ボ　
タンを押してください。さらに　
「OK」を押してクーポンを獲得　
します。

お
買
い
物
時
の
利
用
方
法 ③利用金額を入力し、店舗スタッ

　フへ確認後、「支払う」を押し
　てください。確認画面が表示さ
　れます。再度「支払う」を押し
　てください。

店舗に置いてあるQRコードを読み込んで利用してください。

①STAYNAVIマイ
　ページに「クー
　ポンを使う」ボ
　タンを押す。

②お店にあるQRコードを
　読み込んでください。
　うまく読み込めない時
　は店舗コードをご入力
　ください。店舗コード
　はQRコードの下に記載
　されています。

④支払いが完了した
　画面を再度店舗ス
　タッフへお見せく
　ださい。

買
い
物
お
出
か
け
前
の
準
備
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8．旅行者の地域クーポン利用方法



宿泊施設からSTAYNAVIマイページでQRコードを受け取った場合

①チェックイン後、
　STAYNAVIに登録したメー
　ルアドレスに地域限定クー
　ポンが配布された旨の案内
　メールが届きます。

②STAYNAVIにログイン
　お買い物へお出かけ前
　に必ず一度、ログイン
　してください。

③マイページにクーポン
　があることを確認して
　ください。

お
買
い
物
時
の
利
用
方
法

③利用金額を入力し、店舗スタッ
　フへ確認後、「支払う」を押し
　てください。確認画面が表示さ
　れます。再度「支払う」を押し
　てください。

①STAYNAVIマイ
　ページにて「クー
　ポンを使う」ボタ
　ンを押す。

④支払いが完了した
　画面を再度店舗ス
　タッフへお見せ
　ください。

②お店にあるQRコードを
　読み込んでください。
　うまく読み込めない時
　は店舗コードをご入力
　ください。店舗コード
　はQRコードの下に記載
　されています。

買
い
物
お
出
か
け
前
の
準
備

店舗に置いてあるQRコードを読み込んで利用してください。
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8．旅行者の地域クーポン利用方法



宿泊施設から紙でQRコードを受け取り、紙クーポンとして利用する場合

①チェックイン時にQRコードの
　表示された用紙を受理。

②お買い物の際、店舗スタッフへ
　紙クーポンをお渡しください。
　店舗スタッフがQRコードを読
　み込みます。
　残金額は店舗スタッフへお尋ね
　ください。

紙クーポンのQRコードが読み込めなくなると使用できません。
QRコードの部分を折ったり、シワのある状態にならないよう保管ください。

8．旅行者の地域クーポン利用方法
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代表者が受け取ったQRコードを同行者へ分配する場合

8．旅行者の地域クーポン利用方法

②URLがコピーされます。
LINEやメールにコピーを貼り付け同
行者様へ送信してください。

④同行者様はSTAYNAVIにログインをしてくださ
い。STAYNAVI会員ではない場合は会員登録の上、
ログインしてください。お買い物へお出かけ前に必
ず一度、ログインしてください。

③同 行 者 様のメールにURLが届きま
す。
URLをクリックしてください。

⑥「OK」を押してください。 ⑦クーポンが獲得できました。

①STAYNAVIへログインしてくだ
さい。マイページの全国旅行支援
地 域 クーポンページにある 電 子
クーポンの「同行者に共有する」
のボタンを押してください。

⑤「このクーポンを獲得する」
を押してください。
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問い合わせ先
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　　問い合わせ先

　　みやぎ宿泊割 STAYNAVI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　050-3173-3578

　　　　●お問い合わせはこちら　お問い合わせフォーム
　

　　　　●よくある質問はこちら　https://tayori.com/q/miyagi-jigyosha/

　　※当マニュアルを複製・転載することを禁止します。

　　※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または管理画面のTOP「お知らせ」に掲載しております。

https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/miyagi/yado_form.html
https://tayori.com/q/miyagi-jigyosha/

