
STAYNAVI
電子クーポン マニュアル

北海道
【旅行事業者/体験施設向け】

※以降は、総称して「旅行事業者」と記載させていただきます。

※本マニュアルでは、ほっかいどう応援クーポン＝地域クーポンと表記しております。

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。
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

暫定版 2022年12月28日 初暫定版発行

Ver.1.0 2023年1月6日 初版発行

Ver.1.1 2023年1月7日 ・「STAYNAVI地域クーポンの発行方法（宿泊付き）」
項目の削除
・目次修正

Ver.1.2 2023年1月27日 ・9ページ
　予約情報の項目と注記修正　
・10ページ
　印刷の注意事項追記

Ver.1.3 2023年1月29日 ・11ページ
　編集可能期限の追記
・12ページ
　画像差し替え

改訂履歴
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１．マイページログイン

マイページログイン方法
地域クーポン発行はSTAYNAVIのマイページより行います。

【ステップ１】マイページログイン画面にアクセス

①STAYNAVIマイページログイン画面にアクセスする
https://staynavi.direct/login

                                            ※はじめてログインする場合は、マイページ新規登録の
　登録完了の通知メールに、ログインURLがあります。

※パスワードの設定は、「パスワードをお忘れですか？」より
　設定してください。（初期設定もこちらです）

【ステップ２】ログインIDとパスワードを入力しログインする

②ログインIDとパスワードを入力してログイン
※ログインができない場合※
　・メールアドレスとパスワードに間違いはありませんか。
　　間違いがなければ、ログイン画面にある「パスワードをお忘
　　れですか？」からパスワード再設定後に、再度ログインをお
　　試しください。

※パスワードを忘れた場合※
　・内容に誤りがなければ、お手数おかけしますが、ログイン画
　　面にある「パスワードをお忘れですか？」からパスワード再
　　設定後に、再度ログインをお試しください。

                                            

マイページの登録方法
マイページの登録はSTAYNAVIが行います。営業所ごとにご登録が必要です。
旅行事業者は各県のキャンペーン事務局にご参画の確認を行ってください。事務局にご登録がさ
れますと、事務局よりデータがSTAYNAVIに連携されますので、STAYNAVI登録の手続きが自動
でされます。STAYNAVIのマイページ登録が完了すると、マイページのご案内がメールで通知さ
れます。　（件名：【STAYNAVI】アカウント登録完了のお知らせ）

マイページログイン後、会員情報の変更・登録画面にて下記情
報のご登録をお願いします。
　名前（姓）→会社名：全角
　名前（名）→営業所名：全角
　電話番号　→会社電話番号または営業所電話番号
　　　　　　　　　：半角数字（ハイフン無し）
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２．STAYNAVI地域クーポン発行と配布の流れ

地域クーポンの発行について
日帰り旅行の場合、旅行事業者が一人1枚の地域クーポンを発行し、旅行当日に配布します。
宿泊付き旅行の場合、旅行者自身で地域クーポンを登録する必要があります。旅行者に必ずご案
内ください。チェックイン時に宿泊施設が、印刷のうえ配布するか、管理画面より電子化の通知
を行います。

・旅行事業者が登録します
・旅行者ひとりにつき1枚
・当日、旅行事業者が印刷・配
布します
　　　　　　　→6ページへ

旅行者自身が登録する必要があります。
旅行者が登録できますか。

はい

・旅行者がSTAYNAVI会員登
録します
・旅行者が登録します
・チェックイン時に、宿泊施
設が印刷・配布します
※旅行者のご希望により宿泊
施設が電子化の通知を送るこ
とができます。

　　　　　　→7ページへ

いいえ：
旅行者が登録
出来ない場合

※旅行者が登録できな
い場合は、旅行者ご自
身で入力いただける方
に協力を得ていただく
ようご案内ください。

　　　　

日帰り旅行 宿泊付き旅行
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２．STAYNAVI地域クーポン発行と配布の流れ

旅行事業者がマイページにて旅行者の予約情報を入力し、地域クーポンを発行します。
旅行当日に、印刷した紙クーポンを旅行者ひとりひとりに配布します。
マイページでの発行方法は9ページ以降をご確認ください。

＜登録について＞
＊日帰り旅行の場合、必ず一人1枚の地域クーポンを登録します。
複数人数分をまとめてクーポン発行すると、当日一部キャンセルなどあった場合、参加する旅行
者全員の地域クーポンの差し替え（QRコードの発行し直し）が必要になり、当日現場での作業
は困難であると予想されます。また、旅行参加中にマイページにて人数を修正した場合、全員の
地域クーポンが無効になってしまいます。
＊後日検索する場合にわかりやすいように、プラン名は正しく登録していただくことをおすすめ
します。
＊お客様のお名前は正しく登録してください。紙クーポンに印刷すると表示されます。
＊一括登録の機能はありません。コピー機能はありません。
＊チェックイン日のところに「旅行日」を入力、チェックアウト日にはシステム登録のため
　便宜上、翌日を入力してください。

＜地域クーポンの印刷と配布について＞
＊マイページから印刷します。
　お手数ですが1枚ずつ印刷をお願いします。
＊一括印刷はできません。
＊旅行当日に旅行者へ紙のクーポンを配布します。
＊過剰配布等ないようご注意ください。

＜紙クーポンの電子化について＞
＊旅行者が、配布された紙クーポンに記載のQRコードを読み込むことで、旅行者のスマート
フォンなどに電子化することができます。
＊電子化されたクーポンは1円単位で使用できます。
＊電子化するには、旅行者自身がSTAYNAVIで会員登録をする必要があります。（QRコードを読
み込むと、ログイン画面が表示されます。ログインまたは会員登録をしていただきます。）
＊QRコード部分が読み込めないと使用が困難になります。印刷した紙クーポンは折り曲げたり
汚損しないようご注意ください。

＜当日キャンセルの対応について＞
＊当日キャンセルがあった場合は、その分の地域クーポンは手元に残し、月末までに必ずマイ
ページで該当の地域クーポンをキャンセルしてください。

日帰り旅行の地域クーポンの発行と配布に関する注意事項
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２．STAYNAVI地域クーポン発行と配布の流れ

旅行者がSTAYNAVI会員登録のうえ、マイページにて予約情報を入力し、地域クーポンを登録し
ます。旅行事業者から旅行者へ、地域クーポンの登録について必ずご案内ください。事前に登録
がされていないと、チェックイン時に宿泊施設にて地域クーポンの配布ができない可能性があり
ます。また割引は地域クーポン配布とセットでの適用となります。地域クーポンの配布がない場
合は割引も適用できません。もし旅行者がどうしても登録ができない場合は、旅行者自身で入力
いただける方に協力を得ていただくようご案内ください。

旅行者の地域クーポン登録について

＜登録について＞
＊地域クーポンは旅行者（代表者または同行の方でもかまいません）が登録します。
＊地域クーポンはグループ（複数人数）で1枚の登録も可能です。
＊地域クーポンご登録には、STAYNAVIで会員登録が先に必要です。また予約情報が必要です。
＊お名前やプラン名は正しくご登録いただくようご案内ください。紙クーポンに印刷すると表示されます。

＜地域クーポンの印刷と配布について＞
＊チェックイン時に宿泊施設にて印刷した紙クーポンをお渡しします。
＊地域クーポンをグループで1枚で登録している場合、同じグループの全員分の地域クーポンをまとめて代表者へ
お渡しとなります。
＊紙クーポンの場合、1枚の紙面に同行者分（1枚に6名分まで）のQRコードが印刷されています。代表者が同行
者へ配布することも可能です（紙の場合は切り離して配布します。）

＜紙クーポンの電子化について＞
＊旅行者が、配布された紙クーポンに記載のQRコードを読み込むことで、旅行者のスマートフォンなどに電子化
することができます。宿泊施設にてチェックイン時に電子化の通知を行うことができます。通知すると、旅行者の
マイページに電子化された地域クーポンの金額等が表示されます。
＊電子化されたクーポンは1円単位で使用できます。
＊電子化するには、旅行者自身がSTAYNAVIで会員登録をする必要があります。（QRコードを読み込むと、ログイ
ン画面が表示されます。ログインまたは会員登録をしていただきます。）
＊電子化すると、マイページからラインやメールなどで同行者へ共有することもできます。
＊QRコード部分が読み込めないと使用が困難になります。印刷した紙クーポンは折り曲げたり汚損しないようご
注意ください。

＜当日キャンセルの対応について＞
＊当日人数が減った場合は、宿泊施設が管理画面で人数変更や金額修正を行います。すでに発行している紙クーポ
ンに印字されたQRコードは無効になるため、宿泊施設で印刷のし直し、または再通知をしてもらいます。

＜宿泊途中での変更について＞
＊宿泊途中で減泊するなどの変更があった場合、宿泊施設にてクーポンの修正が必要です。このときすでに地域
クーポンを使用している場合、地域クーポン修正後の金額から使用済の金額を差し引いた残額が、人数で案分され
て再配分されます。
　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、既に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が再発行されます。

宿泊付き旅行の地域クーポンの発行と配布に関する注意事項
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マイページでの地域クーポンの発行方法と配布

【ステップ１】マイページにログイン

日帰り旅行の場合、旅行事業者がマイページで地域クーポンを発行します。
チェックイン日（旅行日）よりあとに地域クーポンの発行はできません。
発行した地域クーポンは、当日、旅行事業者から旅行者へ配布してください。
＊一人につき1枚発行します。

【ステップ２】日帰り旅行クーポン発行専用URLをクリック

３．STAYNAVI地域クーポンの発行方法（日帰り）

①STAYNAVIマイページログイン画面にアクセスする
https://staynavi.direct/login

                                            ②ログインIDとパスワードを入力してログイン
※ログインができない場合※
　・メールアドレスとパスワードに間違いはありませんか。
　　間違いがなければ、ログイン画面にある「パスワードをお忘
　　れですか？」からパスワード再設定後に、再度ログインをお
　　試しください。

※パスワードを忘れた場合※
　・内容に誤りがなければ、お手数おかけしますが、ログイン画
　　面にある「パスワードをお忘れですか？」からパスワード再
　　設定後に、再度ログインをお試しください。

                                            

②

日帰り旅行クーポン発行専用：
https://hokkaido-pr.staynavi.direct/stay/reservation/1571097/113
?view_type=2

③日帰り旅行クーポン発行専用のURLをクリック

※日帰りのクーポン発行は、マイページのメニュー
にはありません。上記URLをお気に入りなどにご登
録のうえ、ご利用ください。
マイページログイン前にこのURLをクリックした場
合、ログイン画面になります。
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３．STAYNAVI地域クーポンの発行方法（日帰り）

【ステップ３】予約情報を登録する
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※必須項目は下記赤字の項目です。

●宿泊施設
　・[バスツアー、体験施設など（宮城県）]

●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。
　※チェックイン日にご利用対象日をご入力ください。
　※チェックアウト日にご利用日の翌日をご入力して
　　ください。
　　表示上は1泊2日となりますが問題ございません。

●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。　
　　※CSV出力後検索しやすいよう、正しい予約番号の
　　　ご入力をお願いします。予約番号がない場合は
　　　任意の番号、任意の文言（半角英字）も可です。

●代表者（姓）カナ　（名）カナ
　
●宿泊人数
　・無料同伴幼児も1名としてご入力ください。

④各項目登録のうえ、
　「キャンペーン条件に同意し、
　登録内容を確認」をクリック
  

④

【☑宿泊施設または旅行事業者が代理で
　　予約登録する】　☑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、メールで発行完了の
　通知が届きます。

３．STAYNAVI地域クーポンの発行方法（日帰り）

【ステップ４】クーポンを発行する

⑤

⑥「クーポン券を確認」をクリック

※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。

※地域クーポンの詳細画面の下部に
　「地域クーポンを印刷する」ボタンがあります。

【ステップ５】クーポンを確認、印刷する

【印刷する】
クーポン情報が印刷できます。

【地域クーポンを印刷する】
地域クーポンのQRコードが印刷されます。
こちらのQRコードの表示された紙面を必ず旅行者へお渡しくださ
い。

※日帰り旅行の場合、旅行事業者にて印刷、当日旅行者へ配布して
ください。

※地域クーポンは当日0時より使用可能になりますので、必ず当
日、直接お渡しをお願いします。
万が一旅行開始前にお渡し済みで、当日キャンセルとなったが地域
クーポンがすでに使用されていた場合は、使用された金額は旅行事
業者で責任をもって徴収いただく必要があります。

※印刷されるとマイページの地域クーポンが【本発行済み】から
【使用済み】の表記に変わります。問題なくご利用いただけます。

⑥

HOKKAIDO LOVE！割　　

HOKKAIDO LOVE！割　　
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【ステップ１】マイページにログインする

①マイページにログイン
（会員登録の際のメールアドレスとパスワード　
を入力）

①

【ステップ２】該当クーポンの詳細画面へ

②該当クーポンの「予約情報・クーポンの確認」
　ボタンをクリック
　
※予約金額（総額）、人数、泊数等を変更した場合は、
　地域クーポンを発行したアカウントに登録のメール
　アドレスに、変更内容のメールが自動送信されます。

②

４．STAYNAVI地域クーポンの変更・修正

キャンセル・変更・修正について

マイページでの変更・修正方法

キャンセル・変更・修正については６～８ページもあわせてご確認ください。

＊キャンセルの場合はマイページよりキャンセルします。紙クーポンの回収は不要です。
＊登録した内容を変更・修正する場合は、マイページから検索し、該当クーポンの詳細画面か
ら「編集」で上書き修正してください。あらためて印刷してください。
＊万が一、旅行開始前に地域クーポンをお渡し済みで、キャンセルとなったが地域クーポンが
すでに使用されていた場合、使用された金額は旅行事業者で責任をもって徴収いただく必要が
あります。返還については事務局へご確認ください。
＊マイページでの編集は、当月旅行分は翌月5日まで可能です。
　（例：1月分は2月5日まで）

＜日帰りの場合＞
＊当日キャンセルになったら、印刷済みの紙クーポンは渡さず、キャンセル処理は後日すみや
かに行ってください。
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【ステップ４】修正する

④変更する箇所を上書きする

⑤「キャンペーン条件に同意し、更新内容を確認」をクリック

④

⑥

⑤

【ステップ５】更新する

⑥内容を確認の上「予約情報を更新」をクリック

③変更するボタンをクリック
　

４．STAYNAVI地域クーポンの変更・修正

③

【ステップ３】変更する画面へ
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５．こんな場合は？

Q
A Q：団体のお客様のクーポン発行も1枚ずつ発行しないといけませんか。

A：日帰り旅行の場合は、お一人につき1枚の地域クーポンを発行します。
　　宿泊付きの場合は、当日宿泊施設の管理画面にて、登録しなおしと
　　印刷ができますので複数名を１枚で発行しても問題ありません。

※複数名で発行していてそのうち1名が当日キャンセルなどになった場合、
クーポンの修正が必要です。修正すると地域クーポンのQRコードも変更と
なるため、印刷の出し直し、全員分の回収と差し替えが必要となります。
・日帰り旅行の場合、当日その場で地域クーポンの編集と印刷し直しが出来
ませんので、1枚ずつの発行をお願い致します。
・宿泊付きの場合、当日地域クーポンを作り直した場合の印刷と差し替えが
宿泊施設にて可能なため、複数人数で1枚の発行でも問題ありません。

Q
A Q：マイページにログインしたら、「代理店アカウントのためご利用になれ

ません。別アカウントでログインの上ご利用ください。」と表示されていま
す。どういうことですか？

A：正しく代理店アカウントでログインされています。代理店アカウントで
使用しないメニューが間違って選択された場合に、そのメニューに対して当
該エラー文言が表示されます。マイページTOPに戻る場合は「予約情報・
クーポンの確認」から「登録済み予約情報」を選択してください。予約済み
の記録の確認をする画面になります。
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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

HOKKAIDO LOVE！割

北海道お土産屋

北海道お土産屋

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

６．旅行者の地域クーポン利用方法
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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。

北海道お土産屋

北海道お土産屋

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

６．旅行者の地域クーポン利用方法
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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。



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。

６．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

６．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）

　　　　　　　旅行事業者専用 050-3090-7840

　　　　●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/hokkaido-travelagency/

　　※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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https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/hokkaido/agent_ota_form.html
https://tayori.com/q/hokkaido-travelagency/

