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観光クーポン
加盟店マニュアル

2023.5.8 更新

マニュアルは随時更新致しております。
各最新版マニュアルは、最終⾴記載の
ホームページよりご覧ください。
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事業概要

クーポン名称 「信州割SPECIAL」観光クーポン

実施内容 ⽇本国内に居住する旅⾏者の⻑野県内旅⾏代⾦の補助を⾏います。
更に補助の利⽤者には、観光施設で使える観光クーポンを提供します。

事業実施期間 令和5年 1⽉ 10⽇(⽕)〜令和5年 7⽉ 1⽇(⼟) （予定）

観光クーポン⾦額

◆宿泊を伴う旅⾏ ：1⼈1泊あたり 平⽇2,000円 / 休⽇1,000円
宿泊を伴う旅⾏については、宿泊⽇とその翌⽇がともに休⽇（⼟曜・⽇曜・祝⽇）の場合に
は、 その宿泊は「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」として扱います。

◆⽇帰り旅⾏：1⼈あたり 平⽇2,000円 / 休⽇1,000円
⽇帰り旅⾏については、⼟曜・⽇曜・祝⽇を「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」とし
て 扱います。
※詳細は公式HPよりご確認ください。

提供⽅法
◆宿泊を伴う旅⾏：チェックイン時に宿泊施設からお渡し

◆⽇帰り旅⾏：お申込みの旅⾏会社からお渡し。（ただし、⽇帰り旅⾏につきましては観光
クーポンが付かない場合もございます。詳細はお申込みの旅⾏会社へご確認ください。）

対象施設 県内のアクティビティ・体験施設、⼟産物店、飲⾷店、公共交通機関、燃料⼩売店
※登録施設のみ

1. 信州割SPECIAL 観光クーポン概要

電⼦観光クーポン取得カード⾒本

休⽇ 1,000円

平⽇ 2,000円

※本カードは「クーポン券」ではありません。カードをクーポン券として
お客様から受け取って割引くことはできませんのでご注意下さい。
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「観光クーポン券利⽤可能店舗ポスター」は必ず店頭の消費者の⾒やすい場所へ貼ってください。
※ポスターは専⽤ホームページ（https://shinshu-wari.com）からダウンロードしたPDFを印刷

してお使いください。

ポスター・QRコードPOP掲⽰
１．

お店独⾃でクーポンが使えない商品を決める場合や、１回あたりのクーポン利⽤限度額を
決める場合は、ポップで⽰すなど予め消費者が認識できるようにしてください。
また、他割引企画との併⽤不可やポイント加算対象外、クーポン券利⽤上限額などを定める場合
も同様に、予め消費者が認識できるようにしてください（レジ、陳列棚、チラシなど）。

店舗独⾃の利⽤ルールがある場合の対応２．

クーポン利⽤に関するトラブル等については、原則としてマニュアル等を参考に各店舗にて
ご対応をお願い致します。※お困りの場合は、事務局（TEL026−263-0056）にご相談ください。

クーポン利⽤に関するトラブルについて３．

４．

ポスター（A5）

QRコードPOP

「QRコードPOP」は、レジ前の
利⽤者の⾒やすい場所へ掲⽰ください。

2. 事業参加にあたってのお願い事項

ＱＲコードを店頭に掲⽰いただくだけで、⾃動精算となりますので、特別な対応は不要ですが、
５ページ以降の記載内容も確認いただくことで、利⽤者の対応、電⼦クーポンによる売上の確認⽅法
などについても把握いただけます。ご不明な場合は事務局までお問い合せください。

電⼦クーポンの対応

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

SAM
PLE
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ABC123

K-0000
居酒屋 信州

マニュアル

〈1冊〉

店頭⽤QRコードPOP

〈1枚〉

3. スターターキット 同封物⼀覧

QRコードシール

〈1枚〉

管理画⾯ID/PW通知書

〈1枚〉

QRコードと
店舗パスコードの
シールをPOP台紙に
貼り付けて下さい。

取扱注意
転⽤厳禁

観光クーポン券
加盟店マニュアル

2022.12.01 更新

マニュアルは随時更新致しております。
各最新版マニュアルは、最終⾴記載の
ホームページよりご覧ください。

店舗パスコードシールは
QRコードを読み込めない際に
利⽤する番号になるため
必ず貼付ください。

店舗名を記載ください
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カメラに写すものがここに表⽰されます

4. 観光クーポン 利⽤者側の利⽤⽅法

クーポンの利⽤⽅法

●対象宿泊施設で宿泊をしたお客様に対して、宿泊施設にて電⼦観光クーポン取得カードを渡し、
それを読み込むことで1円単位で利⽤可能な電⼦クーポンが付与されます。
●加盟店は利⽤者側の電⼦クーポンの利⽤⽅法についてもご確認の上、ご対応ください。

1

2

3

スマートフォンで裏⾯のクーポンQRコードを読み取ります。
平⽇⽤と休⽇⽤でQRコードが異なりますのでご注意ください。

左側のスクラッチ部分をコイン等で削っていただき、記載されている
アクセスキーを⼊⼒してください。

クーポンが表⽰されましたら完了です。
全額ご利⽤されるまでカードはお⼿元に⼤切に保管してください。

こちらの画⾯を閉じてしまった場合は
再度QRコードを読み取りアクセスキーを⼊⼒
していただく必要がございます。
紛失してしまった場合の再発⾏などはできませんので
必ず保管いただくようお願いいたします。

…  数字のゼロ …  英字のオー

アクセスキーの「数字のゼロ」「英字のオー」の表記は下記の通りです。

利⽤者の操作
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4

5

6

受け取った観光クーポンのページを開き、「コード読み取り」をタップ

7

こちらの画⾯を閉じてしまった場合は
再度QRコードを読み取りアクセスキーを⼊⼒
していただく必要がございます。
紛失してしまった場合の再発⾏などはできませんので
必ず保管いただくようお願いいたします。

SAM
PLE

カメラが起動しますので、店舗設置のQRコードを読み取りください。

ご利⽤⾦額を⼊⼒し「⽀払う」をタップしてください。

●利⽤⾦額は1円単位で指定可能です。居酒屋 信州

店舗名が間違っていないかご確認ください。

お⽀払い完了です。

居酒屋 信州

4. 観光クーポン 利⽤者側の利⽤⽅法

コードを読み取ってください

利⽤者の操作クーポンの利⽤⽅法
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5. QRコード読み取りの際の注意事項

カメラの起動許可

iPhoneであればSafari、AndroidであればGoogle Chromeの 設定で、カメラの使⽤許可が必要です。
設定でお困りの利⽤者には、クーポンサイトTOP画⾯の「ヘルプ」をご案内ください。

QRコードの読み取りができない場合

前出の注意点/設定をふまえてもQRコードをうまく読み取れない場合は、配布されるQRコードの真
下にあるパスコード(6桁のコード)を利⽤者にお伝えし、 お⽀払い画⾯上に⼊⼒いただきます。

決済できているか確認をしたい場合

⾃店で使⽤された⽇時・⾦額を⼀覧できる 店舗管理IDを付与しますので、
リアルタイムに確認ができます。
Safari/Chromeブラウザで管理画⾯URLにアクセスしてください。
※Internet Explorerでは正常に動作しない場合があり、推奨環境外です。

管理画⾯URL、ログインID、初期パスワードは
P.4記載の管理画⾯ID/PW通知書よりご確認ください。
※初期パスワードは初回ログイン後に
必ず変更をお願いいたします。

￥3,000 

信州割SPECIAL 観光クーポン

居酒屋 信州

K-0000

ABC123
居酒屋信州

利⽤者の操作

利⽤者の操作 事業者の操作

事業者の操作
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6. 管理画⾯ 初回ログイン

ご利⽤可能なブラウザ

Safari/Chromeブラウザで管理画⾯URLにアクセスしてください。
※Internet Explorerでは正常に動作しない場合があり、推奨環境外です。

〈初回ログイン後〉パスワード変更

初期パスワードは初回ログイン後に 必ず変更をお願いいたします。
画⾯右上の加盟店名をクリックするとメニューが表⽰されます。
メニュー内「パスワード変更」をクリックします。1

変更するパスワードを2箇所に⼊⼒してください。2

利⽤推奨 利⽤不可

Safari Internet 
Explorer

ログインパスワードを忘れた場合

パスワードを忘れてしまった場合など、管理画⾯へログインできなくなった場合は、
「信州版新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局観光クーポン係(026-263-0056)まで ご連絡ください。

独⾃のパスワードを設定
・8⽂字以上
・数字・アルファべット⼤⽂字

アルファべット⼩⽂字の
すべてを含む

信州割SPECIAL

信州割SPECIAL

居酒屋 信州

居酒屋 信州
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7. 利⽤実績の確認⽅法

利⽤(お⽀払い)単位での実績をご確認いただけます。アクセスした当⽇の実績が表⽰されます。
当⽇以外の実績は利⽤⽇を指定することで表⽰できます。
データは決済後に即時反映されます。

1

⽉単位や⽇単位で集計した利⽤実績もご確認いただけます。
画⾯左側のサブメニューの、該当する部分を選択してください。2

利⽤実績が表⽰されます

⽉や⽇の単位での
利⽤件数や⾦額の
合計を⾒たい場合は
こちらをクリック

信州割SPECIAL

信州割SPECIAL

みやげ屋信州割SPECIAL

当⽇以外の利⽤実績を確認するときは
対象期間を指定して検索

居酒屋 信州 居酒屋 信州

居酒屋 信州 居酒屋

信州割SPECIAL
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万が⼀、利⽤者が⽀払いを誤ってしまった場合には、管理画⾯から⽀払いの取り消しが
可能です。対象の利⽤実績を確認の上、取り消しを実施してください。1

8. ⽀払いの取り消し⽅法

取消可能なのはご利⽤から24時間以内!

取り消したい決済（利⽤実績）の【取消】ボタンを選択

取消理由を記⼊（任意）し、【はい】で取消を確定

取消後は再度、正しい
内容でお客様に
お⽀払いしていただく
必要ございます。

利⽤実績画⾯

居酒屋 信州 居酒屋 信州 信州割SPECIAL

※画⾯画像は
イメージです。

居酒屋 信州

￥520
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8. ⽀払いの取り消し⽅法

取り消し完了後は、利⽤者のクーポンの残⾼・利⽤履歴や、⽇別や⽉別の集計に取り消し
が反映されます。
また取消可能期間(利⽤から24時間以内)外は「取消」ボタンが表⽰されません。

2

利⽤実績画⾯

該当決済が「取消済」に

利⽤から24時間を過ぎると「取消」不可
（「取消」ボタンが表⽰されません）

利⽤者の利⽤履歴にも
【取消済】と表⽰されます

居酒屋 信州 居酒屋 信州

居酒屋 信州

居酒屋 信州

信州割SPECIAL

居酒屋 信州 居酒屋 信州 信州割SPECIAL
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9. 精算・⼊⾦について

観光クーポンの利⽤期間に応じて、振込⽇が決まっております。 〈精算スケジュール〉につきまし
ては下記よりご確認ください。精算管理 > ⽀払⼀覧より、⼊⾦される⾦額を確認いただけます。
⾦額内訳については、利⽤実績ページにて対象期間で検索してください。

⽀払⼀覧よりご確認

精算対象期間ごとの⼊⾦予定⽇と⾦額が表⽰されます。
（内訳は利⽤実績にてご確認ください）

信州割SPECIAL

精算スケジュール

電⼦観光クーポンの利⽤期間（データ反映⽇）を下記のように区切り、⼊⾦⽇を設定致しております。
※⼊⾦額・⼊⾦⽇の変更など、個別対応はお受けできませんのであらかじめご了承ください。

精算回 電⼦観光クーポン利⽤期間 振込予定⽇
第1回 1⽉10⽇ 〜 1⽉23⽇ 2⽉3⽇
第2回 1⽉24⽇ 〜 2⽉6⽇ 2⽉17⽇
第3回 2⽉7⽇ 〜 2⽉20⽇ 3⽉3⽇
第4回 2⽉21⽇ 〜 3⽉6⽇ 3⽉17⽇
第5回 3⽉7⽇ 〜 3⽉13⽇ 3⽉23⽇
第6回 3⽉14⽇ 〜 3⽉31⽇ 4⽉13⽇
第7回 4⽉1⽇ 〜 4⽉14⽇ 4⽉27⽇
第8回 4⽉15⽇ 〜 4⽉30⽇ 5⽉12⽇
第9回 5⽉1⽇ 〜 5⽉14⽇ 5⽉26⽇
第10回 5⽉15⽇ 〜 5⽉31⽇ 6⽉9⽇
第11回 6⽉1⽇ 〜 6⽉14⽇ 6⽉22⽇
第12回 6⽉15⽇ 〜 7⽉1⽇ 7⽉14⽇
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こういう場合は？ 対応⽅法

1 1円単位での精算はできる？ 可能です。

2 精算時に利⽤者の携帯が不調、
クーポンサイトの接続ができないなど
のトラブルがあったら？

QRコードの読み取り、もしくはパスコード(6桁の数字)⼊⼒によるがお⽀払いができない場合
は、如何なる場合も精算ができません。（詳細はP.7をご確認ください）

3 クーポンを他の⼈に譲りたい、と利⽤
者から⾔われたら？

クーポンの譲渡はできませんので、その様にお伝えください。

4 決済完了しているかわからない 利⽤者のスマートフォンにて決済が完了しているかがわからない場合は、管理画⾯の《利⽤実
績》よりご確認いただけます。リアルタイムで反映されますので、即時確認いただけます。（詳
細はP.9をご確認ください）

5 ⽀払い取消をしたいが、24時間以上
経過してしまったため「取消」ボタン
が出てこない場合は？

事務局(026-263-0056)までお問い合わせください。

6 QRコードPOPが濡れてしまった、破
けてしまった等で使⽤できなくなって
しまった場合

事務局(026-263-0056)までお問い合わせください。

7 使⽤しているPCではInternet 
Explorerしか⼊っていない

管理画⾯URLではGoogle Chrome・Safariを推奨しております。Internet Explorerでは正常に動
作しない場合があり、推奨環境外となります。「Google Chrome」と検索していただくと無料で
インストールできますのでご⽤意ください。

8 複数回分まとめての換⾦を依頼するこ
とができるか？

換⾦につきましては、《精算スケジュール》に沿って⾏いますので、複数回まとめての換⾦がで
きません。⼊⾦額・⼊⾦⽇の変更など、個別対応はお受けできませんのであらかじめご了承くだ
さい。

9 スマートフォンでQRコード読取画⾯
が起動しない、と利⽤者から⾔われた
ら？

LINE等のアプリからの遷移（リンクを押下）では、カメラが起動しない場合がございます。
ブラウザ(Safari/Chrome)から直接クーポンを開いているかご確認ください。

10 QRコード台紙はコピーして利⽤可能
か？

可能です。複数レジのある店舗・テイクアウト・露店等にて精算される場合、コピーしてご利⽤
ください。各事業者にて、管理ください。（くれぐれもご⾃⾝の店舗のQRコードを他事業者に
渡したりしないようご注意ください）

11 加盟店登録に諸費⽤は発⽣するか？ 発⽣しません。登録料⾦、システム利⽤料、換⾦にかかる振込⼿数料等は無料となっております。

12 ポスター等を追加で欲しい、キャン
ペーン・ロゴを利⽤したい

ホームページからダウンロードしてご利⽤ください。

13 振込⼝座を変更したい メールまたはFAXにて、新規振込⼝座を記載のうえ、事務局へご連絡ください。

14 加盟店独⾃で限度額の設定や他クーポ
ンとの併⽤不可等、設定したい

加盟店独⾃でのクーポンの利⽤上限⾦額の設定、ポイントとの併⽤、クレジットカードの利⽤、
他クーポンとの併⽤等を設定する場合は、予め利⽤者が認識できるようにしてください。

※上記⽂⾯における「事務局」とは、「『信州版新たな旅のすゝめ』宿泊割事務局」のことを表します。

10. よくあるご質問



「信州割SPECIAL」観光クーポン 加盟店マニュアル14

■観光クーポン有効期間
・本事業の観光クーポン有効期間は、チェックイン⽇から8⽇間とする。（ただし最終有効期⽇は事業終了⽇まで）

■利⽤対象者
・対象者は国内に居住する⻑野県内旅⾏客とする。ただし、今後の感染状況によっては、対象者を⾒直すことがあるものとす
る。

■クーポン対象事業者（「実施要綱」抜粋）
・県内の主に観光客が利⽤するアクティビティ・体験施設、⼟産物店、または飲⾷店（⾷品衛⽣法の営業許可事業者）、燃料⼩売店
を運営する事業者で、当該観光クーポンを使って料⾦精算ができる者。

・スポーツ・体験施設事業者については、必要な資格を取得し、事故発⽣時のバックアップ体制として賠償責任保険・傷害保険の双
⽅に加⼊していること。

・県内に事業所⼜は営業所がある公共交通事業者で、観光⽬的での利⽤に対して観光クーポンで料⾦精算ができる者。

・⽀援⾦の交付の対象となる対象事業者は、事務局との間に⽣じるすべての⼿続きにおいて⽇本語で対応することができ、登録完了
後に速やかに事業実施が可能であること

・申込事業者の代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が⻑野県暴⼒団排除条例第2条に規定する暴⼒団⼜は暴⼒
団員等に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員及び暴⼒団等の反社会的勢⼒が、申込
事業者の経営に事実上参画していないこと。

・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条に規定する⾵俗営業及び性⾵俗関連特殊営業
を営んでいないこと。

11. ⽀援対象

○観光クーポンは商品の売買、サービス(役務)の提供の対価として、利⽤できます。
クーポンと現⾦の交換・売買は禁⽌されています。また、釣り銭は出さないでください。

○観光クーポンは以下のものは利⽤対象になりません。
・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・NHK放送受信料等）
・有価証券、⾦券、商品券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独⾃発⾏する商品券等）、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、電⼦マネーへのチャージ等
・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）
・医療保険や介護保険等の⼀部負担⾦（処⽅箋が必要な医薬品を含む）
・介護保険の対象となるサービス費⽤の⽀払い
・事業活動に伴って使⽤する原材料、機器類及び商品等
・⼟地・家屋購⼊、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
・⾦融機関への預け⼊れ
・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
・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・⾃治体指定のゴミ袋
・宝くじ（当せん⾦付証票法（昭和 23年法律第144号）に基づくもの（ジャンボ宝くじ、全国通常宝くじ、ブロック宝くじ、ナン
バーズ、ミニロト、ロト6、ロト7、ビンゴ5 等））、スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10年法
律第63号）に基づくもの（toto、BIG 等））
・公営競技（競⾺、競輪、競艇、オートレース）等
・県内でサービスが完結しないもの（宅配等の配送サービスは対象））
・授業料、⼊学検定料、⼊学⾦等
・宿泊代⾦⼜は宿泊を伴う旅⾏商品の代⾦
・各種サービスのキャンセル料
・電⼦商取引
・無償譲渡、寄付、献⾦、寄進及びこれに準ずるもの
・社会通念上不適当とされるもの
・その他、各取扱店舗が指定するもの

※上記の禁⽌⾏為、利⽤対象にならないものによる観光クーポンの利⽤が発覚すれば、損害賠償、登録の取消、換⾦の拒否その他の
処分が⽣じる場合があります。

12. 観光クーポン券取扱い注意事項 ※必ずお読みください



受 付 時 間 平⽇ 10:00〜17:00 （⼟⽇祝は、受け付けておりません）

事 務 局
所 在 地

〒381-0038
⻑野県⻑野市東和⽥857-1 信州名鉄⻑野ビル3F

T E L 026-263-0056（登録事業者専⽤）

Ｆ Ａ Ｘ 026-263-0076

E - m a i l tabi-susume@media-ps.co.jp

ホームページ https://shinshu-wari.com

〈お問い合わせ〉

「信州版 新たな旅のすゝめ」宿泊割事務局
観光クーポン係

公式ホームページ


