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はい 

 

・配布事業者様からよくある質問のＱ＆Ａとなります。  

・本Ｑ＆Ａは、各種お問い合せを受けて随時改訂して参りますので、お手数ですが 

HOKKAIDO LOVE!割公式ホームページをご確認いただきますようお願いいたします。 

要綱や取り扱い条件等は今後、改訂される場合がありますので、 

お手数ですが各手続きの前に最新版であるか、ご確認いただきますよう

お願いいたします。 
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＜全事業者向け＞ 
（Q１）ほっかいどう応援クーポンとはどのような事業ですか? 

（A） 北海道における全国旅行支援「HOKKAIDO LOVE!割」により、道内の宿泊施設などを利用する旅行者のみなさまへ 

クーポンを配布し、土産物店、小売店、飲食店、交通事業者などのお店や施設でご利用いただくことで、感染症の影響

で需要が落ち込んでいる地域経済の回復を図ることを目的とした事業です。  

 

（Q２）ほっかいどう応援クーポンとは何ですか 

（A）北海道における全国旅行支援「HOKKAIDO LOVE!割」事業対象の旅行商品の購入者に配布されるクーポンです。 

こちらのクーポンで、旅行先の土産物店、小売店、飲食店、交通事業者等、様々な店舗・施設などでお使いいただけま

す。 

 

（Ｑ３）新たに配布事業者になるにはどうしたらよいですか? 

（A） 宿泊施設様:下記 HOKKIDO LOVE!割事業者専用 HP より、新規申請をお願いいたします。 

https://hokkaidolove-wari.jp/2023/ 

日帰りツアーを販売予定の旅行事業者様:クーポン事務局までお問い合わせください。申請書をお送りいたします。 

 

（Ｑ４） STAY NAVI はいつから利用開始になりますか? 

（Ａ）令和 5 年 1 月 10 日（火）からです。 

 

（Ｑ５）ほっかいどう応援クーポンは、いくら分配布するのですか? 

（Ａ）宿泊旅行:おひとり様１泊につき 

平日 2,000 円、休日（宿泊日とその次の日がどちらも休日（土・日・祝）の場合）1,000 円 

日帰り旅行:おひとり様１旅行につき、平日 2,000 円、休日（土・日・祝日）1,000 円 

HOKKAIDO LOVE!割の対象とならない旅行商品を購入の場合は、クーポン配布の対象になりません。 

＊クーポン配布金額の詳細は、HOKKAIDO LOVE!割公式ホームページ掲載のカレンダーにてご確認ください。 

 

（Ｑ６）休日の基準はなんですか? 

（A）宿泊旅行の場合は、宿泊日とその翌日が「土曜・日曜・祝日」の場合、 

    日帰り旅行の場合は、利用日が「土曜・日曜・祝日」の場合となります。 

    ＊クーポン配布金額の詳細は、HOKKAIDO LOVE!割公式ホームページ掲載のカレンダーにてご確認ください。 

 

（Ｑ７）クーポンの種類は電子クーポンのみですか? 

（Ａ）旅行者は、電子クーポンまたはシステムから印刷される紙クーポンのどちらかを選択いただけます。 

 

（Ｑ８）子供・乳幼児も配布対象ですか? 

（Ａ）事業者判断となりますが、補助金算出時に子供料金や無賃幼児も 1 人として計算した場合は配布してください。 
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（Ｑ９）外国人も対象ですか? 

（Ａ）日本国内居住であることが確認でき、北海道における全国旅行支援「HOKKAIDO LOVE!割」事業対象の旅行商品

の購入者であれば対象です。 

 

（Ｑ１０）STAY NAVI（地域クーポン キャンペーンのみ）の登録は費用がかかりますか? 

（Ａ）システム導入に費用はかかりません。 

    但し、宿泊割キャンペーンに登録した場合は有料になりますので、キャンペーン受付設定時はご注意ください。    

   ※ほっかいどう応援クーポンキャンペーンの受付設定に以下のタイトルは関係がありませんので、 

「未設定」や「停止」として下さい。 

＊GoTo トラベルキャンペーンの参加・受付状態  

＊HOKKAIDO LOVE!割の参加・受付状態（ここのクーポンとは STAYNAVI で宿割に参画している施設）  

＊HOKKAIDO LOVE!割（直×直セット割）の参加・受付状態（同上）  

＊直×直セット割(全国旅行支援交通付き割引)の受付状態  

 

（Ｑ１1）クーポンに有効期限はありますか? 

（Ａ）宿泊を伴う旅行の場合は、チェックイン日からチェックアウト日までです。 

日帰り旅行の場合は、旅行当日中です。 

 

（Ｑ１2）団体旅行の場合の STAY NAVI の登録方法を教えてほしい。 

（Ａ）【クーポンの申請について】   

  旅行者がクーポンの申請を行い、宿泊施設が地域クーポン発行を行います。 

  1 度に 150 人以上等、大人数での同時クーポン申請も可能です。 

  その場合に紙クーポンで発行すると、1 枚に 6 名分のＱＲコードが印字されます。（切り離しての利用も可） 

 

【クーポンの発行について】 

    STAYNAVI の仕様上、キャンセルまたは変更があった場合全ての QR コードが変更になりますので、紙クーポンの再発行

又は再電子化（電子クーポン通知）が必要です。 

    キャンセルや変更の対応で、全ての QR コードが変更になるのを防ぐため、1 名ずつ入力するか 6 名ずつ入力することを 

    お勧めいたします。 

    ※紙 1 枚（ページ）に表示される QR コードが 6 名分となるため 

 

（Ｑ１3）団体旅行 150 名を 1 予約で登録した場合、紙クーポンは 1ＱＲ/1 枚のレイアウトで印刷することは 

できますか? 

（Ａ）できません。1ＱＲ/1 枚で印刷したい場合は、1 名ごとの登録が必要です。 

※ＣＳＶにて取り込み可能です。（地域クーポンキャンペーンのみ登録している場合に限ります） 
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（Ｑ１4） 修学旅行の場合の入力者は誰になりますか? 

（Ａ）原則は学校がまとめて入力する事となります。 

    宿泊施設の方にはお手数をお掛けしますが、修学旅行に限っては全て「紙」を印刷いただく様に 

    ご協力をお願いいたします。 

   （家庭事情でスマートフォンを持っていない生徒への配慮として。） 

    ただし、担当の旅行事業者と打ち合わせし、ペーパーレスでも問題がなければ、その限りではありません。 

 

（Ｑ１5）システムから印刷する「紙」クーポンは、前日などに印刷する事は可能でしょうか? 

（Ａ）可能です。お渡しのタイミングは 宿泊の場合「チェックイン時」、日帰り旅行の場合「集合・出発時」となります。 

 

（Ｑ１６）旅行者のクーポン申請画面に「予約総額（税込）」とありますが、割引前・割引後どちらが正当ですか? 

（Ａ）割引前の金額をご記入ください。※予約経路よっては予約総額の入力欄がでてこない場合もございます。 

 

（Ｑ１７）旅行者のクーポン申請方法で、お客様に配布できるものはありますか? 

（Ａ）ございます。HOKKAIDO LOVE!割のホームページ上部にある【旅行者向け】STAYNAVI 電子クーポン申請方法 

    よりご確認下さい。 

 

（Ｑ１８）旅行者用の資料で、紙クーポンを電子化する方法はありますか? 

（Ａ）ございます。HOKKAIDO LOVE!割のホームページ上部にある【旅行者向け】印刷クーポンを電子化する方法 

    よりご確認下さい。 

 

（Ｑ１９）旅行者が紙から電子にした時に、クーポン番号が変わるのですが。 

（Ａ）印刷されたクーポンを電子化完了した場合は、クーポン番号は変わります。 

    よって、印刷されたクーポン番号と画面のクーポン番号が同じの場合は再度、電子化をお試し下さい。 

 

（Ｑ２０）印刷クーポンで３個中２個の電子化はできたが、１個が読み込めない。 

（Ａ）お手数ですが、今一度すべてのＱＲコードの読み込みをお試し下さい。 

    カメラで複数のＱＲコードを読み込んで、電子化している可能性もある為、再度すべてのＱＲコードをお試し下さい。 

 

（Ｑ２１）STAYNAVI 電子クーポンの申請でお客様のマイページから「予約総額」が消えています。 

（Ａ）「予約総額」を削除いたしました。 

ただし、STAYNAVI で宿泊割引運用している施設は、「予約総額」が表示されます。 
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＜宿泊施設向け＞ 
（Ｑ１）ＳＴＡＹＮＡＶＩに登録するアカウントは事業者単位でしょうか?施設単位でしょうか? 

（Ａ）施設単位となります。旅行者の入力申請画面の宿泊施設名に反映されない為です。 

 

（Ｑ２）以前（GOTO の時）にアカウント登録があったかどうか不明です。 

（Ａ）メールにてお問合せ下さい。 jimukyoku@hkdtravelcpn.com 

 

（Ｑ３）クーポン申請項目に「ご予約日」とあるが、旅行日を入力すれば良いでしょうか? 

（Ａ）過去予約分を対象と可否の確認があるため、旅行を予約した日の入力になります。 

     宿泊日は「チェックイン／チェックアウト」欄の入力となります。 

 

（Ｑ4）STAYNAVI は宿泊施設で利用者情報の入力が必要ですか? 

（Ａ）原則は旅行者本人に申請をお願いして下さい。もしくは知人等でお願いできる方に協力をしていただく様にご案内下さい。 

機能として、宿泊施設で代理入力は可能ですが、事業者のご判断でご案内下さい。 

※代理入力の場合、紙クーポンのみの発行になります。 

 

（Ｑ5）旅行者から代理申請を依頼されたが、旅行者が後日自分で申請してしまった場合、重複申請になりますか? 

（Ａ）重複になりますので、代理申請を受け付けた場合は、旅行者に登録しないようご案内ください。 

念のためクーポンの申請内容を検索時に重複を確認し、重複があった場合は片方をキャンセルし、 

残った方で通知や印刷の対応をお願いします。 

 

（Ｑ６）電子クーポンの通知（ペーパーレス）は、前日などに行う事は可能ですか?※宿泊施設のみ 

（Ａ）可能ですが、チェックイン時の０時から電子クーポン利用が可能となる為、 

ノーショウなどの対応は事業者でご案内下さい。（利用してしまった時の現金回収など） 

 

（Ｑ７）STAY NAVI 登録済の団体旅行で一部キャンセルがありました。その場合の処理方法を教えてほしい。 

（Ａ）管理画面よりキャンセルまたは変更処理してください。処理完了後、クーポンの発行をお願いします。  

 

（Ｑ８）利用者が体調不良等の理由で参加できず、代理人が参加する場合、そのまま同じ予約を利用してクーポン発行し

ても良いですか? 

（Ａ）管理画面より情報変更可能ですので、変更処理後クーポンの発行をお願いします。   

その場合、同じ予約のすべてのクーポンの QR コードが変更になりますので、お気を付けください。 

 

（Ｑ９）利用者で STAY NAVI 登録済みですが、お申込みいただいたプランは、子供・乳幼児は配布対象外なのに、 

人数が入力されていました。 

（A） 利用者が入力した人数に誤りがあった場合は、宿泊施設にて修正をお願いします。 
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（Ｑ１０）紙クーポンをお渡し後、利用者から電子クーポンへ変更希望があった。その場合再発行が必要ですか? 

（Ａ）再発行は不要です。お渡し済の紙クーポン記載の QR コードを利用者のスマートフォンまたはタブレットで読み込んでいただ

ければ電子化が可能です。  

また、紙クーポンを使っていても途中から電子化可能です。 

 

（Ｑ１１）紙クーポンを印刷した後、破損してしまいました。再発行は可能ですか? 

（Ａ）再度印刷は可能です。 

紙クーポンを電子化していない場合は、紙クーポンを再発行しても、再発行前の紙クーポンも利用可能です。 

クーポン残額は両方の紙クーポンの利用合算になります。再発行した場合の取扱いはご注意ください。 

 

（Ｑ１２）クーポンを利用された後で、減泊等があった場合、取消は可能ですか。 

（Ａ）管理画面より変更可能です。残額分で再発行されます。 

    ※過剰使用されている場合は、利用者への請求金額と請求する旨が管理画面に表示されます。 

    →メールにてほっかいどう応援クーポン事務局へご連絡ください。jimukyoku@hkdtravelcpn.com 

 

（Ｑ１３）5 泊予約を入れた利用者が 5 泊分のクーポンを初日に全て使用してしまうと、減泊になった場合、 

利用者へ過剰使用分を請求しなくてはならないため、1 泊分づつクーポンを発行することは可能ですか? 

（Ａ）可能です。 

 

（Ｑ１４）1 台のスマホで複数人数分のクーポン電子化は可能ですか? 

（Ａ）可能です。 

    宿泊施設で電子化通知の場合、電子化するボタンを押下すると、代表者のマイページに同じグループ内人数分の 

クーポンが表示されます。 

    紙クーポンから電子化の場合は紙クーポン上の QR コード全てを同じマイページから読み込むとマイページ上に 

人数分表示されます。 登録人数の上限はございません。 

 

（Ｑ１５）交通付の連泊でない２泊のお客様のクーポン発行は、初泊の施設で全て配布でしょうか?? 

（Ａ）宿泊を伴う旅行の「ほっかいどう応援クーポン」の発行は、自施設分のみの発行となります。 

例 1/10 発航空機付２泊３日商品 １名利用 

（Ａ施設:1/10×１泊、Ｂ施設:1/11×１泊）の場合 

  正） Ａ施設 1/10 分@2,000 円配布、Ｂ施設 1/11 分@2,000 円配布 

  誤） Ａ施設 1/10 分@2,000 円×２泊分配布、Ｂ施設 1/11 分@2,000 円配布 

 

（Ｑ１6）チェックイン前に誤って STAYNAVI の管理画面から「電子化する」を押してしまった場合は 

どうすればいいでしょうか? 

（Ａ）事前に旅行者へクーポンが渡ってしまいますので、旅行者の方へ事前にご連絡いただき、 

宿泊施設側で予約記録のキャンセルをお願いいたします。 

お客様が紙クーポンのみで利用する場合は宿泊施設の代理入力で問題ございませんが、 

電子化をする場合は新たに申請をお客様自身で行っていただく、もしくは、紙クーポンをお渡しして、 

旅行者に電子化していただいてください。 
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（Ｑ１７）宿泊事業者です。売店など取扱店の参画もしていますが、取扱店の管理画面が見当たりません。 

（Ａ）「配布事業者」と「取扱店舗」で管理画面に入る為のＩＤが異なります。 

「配布事業者」:事業者様ご自身でアカウント登録をいただいており、その際に入力したメールアドレスです。 

既存の「取扱店舗」:事務局または STAYNAVI から届いているＩＤを利用して管理画面にログインして下さい。 

 

（Ｑ１８）スマートフォンをお持ちでない方や入力が不得手な方は、どうしたら良いでしょうか? 

（Ａ）宿泊事業者で、申請の補助や代理発行へのご協力をお願いいたします。 

「申請補助」:HOKKAIDO LOVE!割のホームページ上部にある【旅行者向け】STAYNAVI 電子クーポン申請方法 

             よりご活用下さい。 

「代理発行」:ＣＳＶでの登録が出来るようにしております。 

        【宿泊施設/観光協会/ＤＭＯ向け】STAYNAVI 電子クーポンマニュアルよりご確認下さい。 

 

（Ｑ１９）代理発行しようと入力準備後、旅行者様自身で入力申請がありました。どちらが優先ですか? 

（Ａ）お客様の申請を優先して下さい。 

印刷されたクーポンの汚れなどで、印刷クーポンから電子化できない場合、「電子クーポン化する」でペーパーレス通知 

    する際に「代理発行」ですと、お客様のアカウント情報がない為に、ペーパーレス通知をする事ができません。 

 

（Ｑ２０）1/18 チェックインで１泊ですが、1/19 の 0:05 にチェックインしました。STAYNAVI 電子クーポンの 

        申請をしていません。どうしたら良いですか? 

（Ａ）「代理発行」 または 下記の方法でお願いします。 

お客様マイページ    チェックイン 1/19 チェックアウト 1/20 として申請いただく。 

宿泊施設管理画面  「クーポン詳細画面」から、チェックイン 1/19 チェックアウト 1/19 として登録し発行。 

 

（Ｑ２1）登録情報に変更があった。どうしたらよいか。 

（Ａ）まずは LOVE 割事務局に変更申請書（第 4 号）を提出してください。 

その後、ご自身で STAYNAVI の情報変更を行ってください。 

STAYNAVI の操作についてご不明点等ございましたら、STAYNAVI システムサポートセンターまでお問い合わせください。 

TEL:050-3174-1847 MAIL:hotel-hokkaido@peerto.jp 

 

 

＜旅行事業者向け＞ 
（Ｑ１）宿泊を伴う旅行の場合、クーポンの発行は誰が行いますか? 

（Ａ）宿泊施設が行います。日帰りツアーまたはアウトドア体験のみ、旅行会社・体験施設でクーポン発行になります。 

 

（Ｑ２）宿泊を伴う旅行の場合、クーポンの申請は誰が行いますか? 

（Ａ）旅行者が行います。旅行開始の 3 日前までにクーポンの申請をいただくようご案内ください。 

※3 日前を過ぎてもクーポンの申請は可能ですが、旅行者へお早目に申請していただくようご案内をお願いいたします。 
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（Ｑ３）日帰りツアーや体験ツアーで、当日本人が欠席となり、代理が参加した場合にクーポンは譲渡可能? 

（Ａ） 日帰りツアーや体験ツアーは、全て「紙」でのお渡しとなりますので、事業者が代理参加者を確認いただく事で、譲渡は

可能です。 

 

（Ｑ４）日帰り旅行の場合、日程は STAY NAVI の地域クーポン申請画面のどこに入力すればよいですか? 

（Ａ）申請画面の「チェックイン/チェックアウト」欄に入力をお願いします。 

    チェックイン日に旅行対象日、チェックアウト日に翌日を設定してください。 

 

（Ｑ５）日帰りツアー用の地域クーポンを発行しようとしたが、発行画面が表示されない。 

（Ａ）マイページのログインに、STAYNAVI から届いた「Ａ」から始まるＩＤでログインされていますでしょうか? 

    日帰り専用のＵＲＬにアクセスいただいていますでしょうか? 

    【旅行事業者/体験施設向け】STAYNAVI 電子クーポンマニュアルより、ご確認下さい。 

 

 

＜観光協会向け＞ 
（Ｑ１）STAYNAVI に登録するアカウントは観光協会でしょうか?施設でしょうか? 

（Ａ）施設となります。旅行者の入力申請画面の宿泊施設名に反映されない為です。 

 

（Ｑ２）管轄の宿泊施設に代わり、観光協会にて宿泊施設のアカウントで STAY NAVI を代理申請し、紙クーポンを発

行しました。印刷した紙クーポンは FAX で対象施設に送付してもＱＲの読み取りに問題ないでしょうか? 

（Ａ）読み取るカメラ側の解像度に依存しますが、FAX は一度確認いただいたほうが良いと思います。 

    できれば、PDF をメール添付いただき送付いただくことをお勧めいたします。 


