
STAYNAVI
電子クーポン マニュアル

【北海道　取扱店用】
Ver.1.3：2023年1月29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。
STAYNAVI管理画面操作マニュアル
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https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/pdf/staynavi_member_store_manual.pdf


改版 発行日 改訂履歴

Ver.1.0 2022年12月28日 初版発行

Ver1.1 2023年1月9日 ・６ページ
　画像を最新の状態に差し替え
　説明文の追記
・7ページ
　店舗コード手入力方法の追記

Ver.1.2 2023年1月21日 ・7ページ
　機能改修予定のためQA削除

Ver.1.3 2023年1月29日 ・3ページ
　10ページ差し込みによるページ修正
・7ページ
　利用実績CSV出力機能の追記・画像の変更
・9ページ
　利用実績CSV出力機能の追記・画像の変更
・10ページ追加
　決済後の取り消しについて

改訂履歴
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管理画面の設定
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ステイナビはブラウザ対応のためアプリインストールは不要です。
管理画面ログイン後、必要な設定を行ってください。

【ステップ１】STAYNAVI管理画面にログイン
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

【ステップ２】キャンペーンの参加設定を確認する
②その他設定＞稼働/非稼働設定より、キャンペーンの
　参加・受付状態を「受付」になっていることを確認

④「クーポン利用QRコード」をクリックし印刷する
※本機能は2022年12月28日以降表示されます。

⑤店頭へ設置する

※レジのそばなど旅行者の見えるところに設置して
ください。旅行者がスマートフォンなどで読み取っ
て決済します。

【ステップ３】地域クーポンの設定をする

③電子クーポンと紙クーポンの両方を受け付けるか、
　電子クーポンのみ受け付けるか、利用設定を
　選択し、「保存する」を押す。

※本機能は2022年12月28日以降表示されます。

※STAYNAVI新規登録の登録完了とともに、キャンペーンの
　参加申請を行った状態となっています。「受付」になって
　いるか確認してください。「停止」の場合はご自身で
　「受付」を選択して「保存する」をクリックしてください。
※「停止」をする場合は、先に事務局へ参画停止の連絡をした
　うえで、サポートセンターまでご連絡ください。
※この設定はSTAYNAVIサイト上のキャンペーンタグのオン・
　オフの切り替えになります。

②

③

②

③

④

【ステップ４】店頭にQRコードを設置する

1．STAYNAVI管理画面の利用設定

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


取扱店の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。

旅行者がスマートフォンなどをお持ちで電子決済する場合

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コードを取扱店の読取機器
（スマートフォン等）で取扱店が読み込んで電子決済します。
（紙クーポンのイメージは10ページを参照ください。）

※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。
　機器の貸出しは行いません。

旅行者がスマートフォンなどをお持ちでない場合

START

旅行者がスマートフォンを持っている

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

読み取りが出来ない場合は精算
が出来ませんので、対応できま
せん。
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2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ
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2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ

取扱店の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。

電子決済の流れ

【ステップ１】取扱店が支払額を旅行者へ提示

①お支払い金額をご案内
※電子クーポンをご利用になる場合は「購入した商品は返品できないこと」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。

【ステップ２】旅行者がレジ前にある取扱店のQR台紙を読み取る

②旅行者が、自身のSTAYNAVIマイページから、
　「地域クーポン」をタップし
　「クーポンを使う」をタップする

③カメラが起動するので取扱店の
　QRコードを読み取る

【ステップ３】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、取扱店へ支払いが完了
※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・取扱店名・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）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

利用店舗のＱＲコードを読み取ってください

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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【ステップ４】利用履歴の確認

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あいだにお願いします。
　  紙クーポンだけでは、金額がいくら残っているかわかりません。
　  あとで決済しようとしたときに残額不足だった場合、取扱店様の損害に
　  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。

2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ
※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。

⑧「使用済みクーポン一覧」に利用実績が反映

決済が完了すると、取扱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、取扱店の代表メールアドレ
スに通知メールが届きます。

【CSV出力】より表示された金額集計結果のCSV
出力ができます。

⑧



概要ああああああ
あああああああ
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取扱店が旅行者の提示する印刷された地域クーポンのQRをスマートフォン等で読み込んで電子
決済します。

紙クーポン受け付けの流れ

【ステップ１】取扱店が支払額を旅行者へお伝えする

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「購入した商品は返品できないこと」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。

【ステップ２】取扱店が紙クーポンのQRコードを読み取る

②スマートフォン等で管理画面を表示し「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
②

【ステップ３】取扱店が金額を入力する

④金額を入力する

※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。
クーポンコードの入力だけでは残高の確認は
できません。

④

QRコードを読み込むと残額が確認できます

2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ

③
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【ステップ４】決済する

⑤「決済する」をクリック

⑥「OK」をクリック

※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。

【ステップ５】利用履歴の確認

➆「使用済みクーポン一覧」に利用実績が反映

決済が完了すると、取扱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、取扱店の代表メールアドレ
スに通知メールが届きます。

【CSV出力】より表示された金額集計結果のCSV
出力ができます。

クーポンコード手入力。
金額不足のときエラー表示がない
元の画面にもどってしまう
空欄の状態

⑤

2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ

⑥

⑤

⑦
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電子決済したが間違っていた場合、24時間以内であれば取り消しが可能です。
＊修正はできません。取り消しのみです。
＊修正したい場合は、取り消した後、正しい金額で再度決済する必要があります。

決済後の取り消しについて

2．STAYNAVI地域クーポン利用の流れ

①使用済みクーポン一覧画面で取り消したい
　決済を特定

※旅行者が決済した画面の「金額」「決済日時」
　「決済番号」が一致しているか確認するよう
　お願いします。

②【取消】ボタンを押下②

【ステップ１】取り消す明細を特定

取消できなくなる条件
　・決済後に紙クーポンを読み込み電子化している
　・決済後に電子化している（宿泊施設が処理した場合）
　・決済後に同行者共有をしている
　・決済後に宿泊キャンセルをしている
　・決済後に予約変更（人数、日付、泊数）している

上記条件で金額変更を実施する場合は、加盟店の管理画面にて以下のメッ
セージが表示されます。
-------------------------------------------
このクーポンの決済は以下のいずれかの操作を行ったため取消できません。
取消できない旨をお客様へお伝えください。
　・お支払い後の紙クーポンの電子クーポン化
　・お支払い後の同行者への共有
　・お支払い後の宿泊予約のキャンセル
　・お支払い後の宿泊予約変更（人数、日付、泊数）

【ステップ２】確認画面で再確認のうえ、取り消す

③

③内容確認のうえ、【取消する】を押下

④確認のダイアログが出るので【OK】を押下

※取消をすると旅行者にクーポン使用金額が
戻ります。ただし有効期限が切れている場合
はご利用になれませんので、旅行者にご確認
の上、取消処理を行ってください。

※取消すると元に戻せません。

⑤取り消しを確認

④

⑤



取扱店で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。

印刷した紙クーポン
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・旅行者がそのまま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。

取扱店で読み取る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。

有効期限

3．（参考）紙クーポンのイメージ



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振り込み入金となります。
・振り込み名義は下記の通りです：
　　＊みずほ銀行以外「STAY NAVI」
　　＊みずほ「STAY NAVIﾀﾞｲｺｳGMOPG」
　　＊みずほ仮想口座「ﾀﾞｲｺｳGMOPG」
・振り込み手数料は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。

精算管理画面

①管理画面にログインし、
　「精算管理」を開く

②確認する年月を選択して
　「検索」をクリックすると
　青枠の情報が表示される

※こちらではログインしている
施設の精算データの詳細が表示
されます。

③表示された精算データ内の
　「明細」をクリックすると
　「精算管理（詳細）」画面に
　遷移する　

④表示された精算データ内の
　「請求書」をクリックすると
　PDFファイルで請求書を出力
　できる

①

②

③

④

準備中

4．精算の流れ
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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

5．旅行者の地域クーポン利用方法

HOKKAIDO LOVE！割

北海道お土産屋

北海道お土産屋

13 

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
　ポンが配付された旨の案内
　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

5．旅行者の地域クーポン利用方法

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。

北海道お土産屋

北海道お土産屋
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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

HOKKAIDO　
LOVE!割
【STAYNAVI】HOKKAIDO 
LOVE！割の地域クーポンが配付
されました

HOKKAIDO LOVE！割における地域クーポンが
配付されました。



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。

5．旅行者の地域クーポン利用方法
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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



代表者が受け取ったQRコードを同行者へ分配する場合

5．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。

HOKKAIDO LOVE！割
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　　お問い合わせ先

　　 HOKKAIDO LOVE！割 STAYNAVIサポートセンター                                                                 
　　　　●電話（平日10:00－17:00　土日祝休み・12/29～1/3休み）

　　　　　　取扱店専用　050-3090-7839

　　　　●メール　merchant-hokkaido@peerto.jp
　

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

　　※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。

問い合わせ先
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