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更 新 日取扱注意

宿泊割引・⽇帰り旅⾏割引適⽤期間 いわて応援クーポン利⽤期間

令和５年１月10⽇（⽕）〜令和５年３月30⽇（木）
※宿泊は令和５年３月31日（⾦）チェックアウト分まで

2023年3月31⽇（⾦）まで
チェックイン日からチェックアウト日の23:59まで
日帰り旅⾏の場合、旅⾏当日の23:59まで

ーご注意くださいー
本資料に記載の情報は、記載日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の流⾏等の社会情勢により、岩⼿県及び観光庁からの指⽰のもと内容に変更が⽣じる場合がございます。

また、記載されております情報の中には、一般に公表していない部分も含みますので、取扱に厳重注意ください。
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１．いわて旅応援プロジェクト第３弾（現⾏制度）の終了

いわて旅応援プロジェクト第３弾は、2022年12月27⽇(火)宿泊分(28⽇チェックアウト分)で終了です。
いわて応援クーポンは、12月20⽇(火)以降発⾏の場合は、2022年12月28⽇(水)までが利⽤期間です。

１）実績報告の期限

２）いわて応援クーポン(地域クーポン)の終了

最終回収⽇は、
2023年１月10⽇(月)事務局必着
で精算書類及び請求書をお送りください。

⽇ 程① ⽇ 程② ※⽇ 程② 変更

利⽤店舗様⇒事務局
精算書類の郵送

（必着）

令和４年10月11日(⽕)
〜

11月25⽇（⾦）

令和４年11月26日（土）
〜

令和5年1月6⽇（⾦）

令和４年11月26日（土）
〜

令和5年1月10⽇（月）

【事務局対応】
実績確認・OCR読取集計

エラーチェック等

11月26日（土）
〜

1月5日（⾦）

1月7日（土）
〜

2月13日（月）

1月11日（⽕）
〜

2月15日（水）

事務局⇒利⽤店舗様
指定口座へ振込 1月10⽇（火） 2月14⽇（火） 2月16⽇（木）

2023年１月 10 ⽇（月）までに事務局に到着しない換⾦請求には
⼀切応じることができませんのでご注意ください。

2022年12月28⽇(水)以降は
発⾏・⼿交不可になります︕
これ以降、現⾏制度と同じく割引を適⽤し、現⾏のいわて応援クーポンを
使って利⽤者の対応をされても請求は⼀切受け付けすることができません。

未使⽤クーポン券の回収については、事務局へ着払いにてお送りください。



２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）
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補助⾦対象者 日本国内（岩⼿県内居住者含む）に居住する旅⾏者。
※インバウンド旅⾏者は対象外。外国籍の日本国内居住者は対象。 変更なし

利⽤条件
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（３回以上）または、
PCR 検査等の検査結果通知書（陰性）の提⽰。
※12歳未満については、同居する監護者が同伴する場合、提⽰不要。
※学校⾏事等ワクチン検査の適⽤除外となる場合もあり。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（３回以上）または、PCR 検査
等の検査 結果通知書（陰性）の提⽰。
※12歳未満については、同居する監護者が同伴する場合、提⽰不要。同居
しない監護者が同伴する場合や同伴者がいない場合は、予防接種証明書
（２回以上）又は検査結果通知書（陰性）の提示が必要。
※学校⾏事等ワクチン検査の適⽤除外となる場合もあり。
※旅⾏会社が対⾯販売を⾏う場合、販売時にワクチン接種歴の確認を⾏う
ことを基本とする。

感染症対策 岩⼿県及び各業界団体等が定める業種別感染拡大防止ガイドライン
を遵守 変更なし

補助⾦対象商品
①宿泊商品
②基準を満たす宿泊旅⾏商品（交通付含む）
③基準を満たす日帰り旅⾏商品

変更なし

事業期間
（対象期間）

（１）宿泊商品及び宿泊旅⾏商品（交通付含む）
令和４年10月11日(⽕)〜12月20日(⽕)宿泊分まで
※令和４月12月21日(水)チェックアウト分まで

（１）宿泊商品及び宿泊旅⾏商品（交通付含む）
令和５年１月10⽇(火)〜令和５年３月30⽇(木)宿泊分まで
※令和５月３月31⽇(⾦)チェックアウト分まで

（２）日帰り旅⾏商品
令和４年10月11日(⽕)〜12月20日(⽕)出発・帰着分まで

（２）日帰り旅⾏商品
令和５年１月10⽇(火)〜令和５年３月30⽇(木)出発・帰着分まで

※設定期間、設定除外日は宿泊施設・旅⾏会社ごとに設定可。
また、事業者ごとに割り当てられた補助原資がなくなった時点で終了。

※設定期間、設定除外日は宿泊施設・旅⾏会社ごとに設定可
また、事業者ごとに割り当てられた補助原資がなくなった時点で終了

いわて応援クーポンの
有効期限

旅⾏日・宿泊日（発⾏日）を初日とする10日間有効。
※ただし2022年12月13日(⽕)以降発⾏の場合は2022年12月21
日(水)まで

①宿泊商品及び宿泊旅⾏商品の場合︓チェックアウト⽇23:59まで
②⽇帰り旅⾏の場合︓旅⾏⽇の23:59まで

使⽤可能制限 ひとりあたりの制限なし（複数回の使⽤可能） 変更なし

利⽤⽇数制限
１回の予約または申込につき、７泊分までが補助対象。
※一度の旅⾏での宿泊日数は同一宿泊施設の連泊、異なる宿泊施
設の宿泊を問わず７泊までが対象。

変更なし

その他補助との併⽤ 併⽤可能。
※ただし、他補助適⽤後に本補助を適⽤すること。 変更なし

２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）
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身分証明の提示

宿泊旅⾏または日帰り旅⾏への補助を適⽤する⽅が日本国内居住者で
あることを、免許証・マイナンバーカード・居住していることを⽰す書類等で
確認する。
【日本国内に居住することを確認するために必要な書類として認められないもの(例)】
●宅配伝票、郵送伝票等の送料⽀払伝票、はがき・郵便物
●岩⼿県内の店舗・小売店・飲食店等のポイントカード
●通院中の岩⼿県内病院の診察券
●キャッシュカード、クレジットカード
●名刺、勤務先の社員証

変更なし

本⼈確認を⾏う場所 宿泊施設のチェックイン時に実施。なお、日帰り旅⾏は出発時に実施。 変更なし

補助⾦交付額
（おとな・子ども同額）

（１）旅⾏への補助︓
ひとり１泊あたり旅⾏・宿泊代⾦の40％ (１円以下端数切捨て)
●宿泊旅⾏商品(交通付)       ︓上限8,000 円(ひとり１泊あたり)
●宿泊旅⾏商品(交通付以外) ︓上限5,000 円(ひとり１泊あたり)
●宿泊商品 ︓上限5,000 円(ひとり１泊あたり)
●日帰り旅⾏商品 ︓上限5,000 円(ひとり１日あたり)

（１）旅⾏への補助︓
ひとり１泊あたり旅⾏・宿泊代⾦の20％ (１円以下端数切捨て)
●宿泊旅⾏商品(交通付)       ︓上限5,000 円(ひとり１泊あたり)
●宿泊旅⾏商品(交通付以外) ︓上限3,000 円(ひとり１泊あたり)
●宿泊商品 ︓上限3,000 円(ひとり１泊あたり)
●日帰り旅⾏商品 ︓上限3,000 円(ひとり１日あたり)

（２）いわて応援クーポン（地域クーポン）
●平日︓3,000 円（1,000円券×３枚）
●休日︓1,000 円（1,000円券×１枚）
※日帰り旅⾏商品は、岩⼿県内に拠点を置く旅⾏会社の造成商品

のみ、いわて応援クーポン対象。

（２）いわて応援クーポン（地域クーポン）
●平⽇︓2,000 円
●休日︓1,000 円

補助額計算の
基礎となる旅⾏代⾦

●税込みにて計算する、また、入湯税も含めて計算する。
●計算時の端数は１円単位で取扱う。 変更なし

最低旅⾏代⾦
旅⾏代⾦の日別平均単価が次を下回る商品は補助の対象外。
●平日 5,000円（ひとり１泊／日あたり）
●休日 2,000円（ひとり１泊／日あたり）

旅⾏代⾦の日別平均単価が次を下回る商品は補助の対象外。
●平⽇ 3,000円（ひとり１泊／日あたり）
●休⽇ 2,000円（ひとり１泊／日あたり）

２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）
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商品ごとの
平⽇と休⽇の定義

（１）宿泊商品及び宿泊旅⾏商品（交通付含む）
①宿泊日とその翌日がともに休日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、
その宿泊は「休日」

②上記①以外は「平日」

変更なし

（２）日帰り旅⾏商品
①土曜日・日曜日・祝日は「休日」
②上記①以外は「平日」

変更なし

補助⾦適⽤⽅法

①精算時（またはチェックイン時）にお客様から申込書をいただく。
②チェックイン時宿泊施設にて、身分証明書等にて日本国内の居住者で

あることを確認。
③お客様から同意確認書に同意・ご署名をいただく。
④同意確認書をいただいたお客様に、人数・泊数分のいわて応援クーポ

ンを渡す。

①精算時（またはチェックイン時）にお客様から申込書をいただく。
②チェックイン時宿泊施設にて、身分証明書等にて日本国内の居住者である

ことを確認。
③お客様から同意確認書に同意・ご署名をいただく。
④⼈数・泊数分のいわて応援クーポン(QRコード台紙)を渡す。

いわて応援クーポンの
発⾏と受け取り⽅法

●いわて旅応援プロジェクト登録の宿泊施設にて発⾏する。
ただし、日帰り旅⾏は出発時に発⾏する。

●発⾏日は宿泊日（チェックイン日）、または日帰り旅⾏は旅⾏日を
記入する。

●連泊の場合は、宿泊日ごとにクーポンを発⾏する。
※まとめて発⾏し、旅⾏しなかった分のクーポン券を回収できないことが

ないようご注意ください。
※発⾏日、発⾏店舗印がないものは無効。

●いわて旅応援プロジェクト登録の宿泊施設にて発⾏する。
ただし、日帰り旅⾏は出発時までに旅⾏会社が発⾏する。

●連泊の場合は、泊数ごとにクーポンを発⾏する。
※連泊分をまとめて発⾏し、途中で旅⾏キャンセルがあった場合は、旅⾏

しない分はキャンセル処理が必要となること。
※団体旅⾏などで複数⼈分を発⾏する場合は、利⽤条件を満たさない旅

⾏者分を発⾏しないよう、ご注意ください。

いわて応援クーポンの
種別

紙クーポンのみ regionPAY(※)のアプリを活⽤したクーポン（原則電子クーポン、紙クー
ポン利⽤も可）
※各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与・使⽤するために開
発された決済アプリ。

旅⾏取消の場合の
いわて応援クーポンの

取扱い

宿泊及び旅⾏への補助⾦に連動したクーポン券のため、補助⾦適⽤しな
い場合は必ずいわて応援クーポンを回収すること。回収できなかったいわて
応援クーポンは現⾦にて、いわて応援クーポン相当額を収受し事務局へ
返⾦すること。
※新型コロナウイルス感染症等の影響で取消となった宿泊旅⾏のいわて
旅応援クーポンも回収すること。

宿泊及び旅⾏への補助⾦に連動したクーポンのため、補助⾦適⽤しない場合
は必ずいわて応援クーポンを発⾏しないこと。発⾏後、キャンセル処理前に旅
⾏者にチャージ又は利⽤されたいわて応援クーポンは、現⾦にて、いわて応援
クーポン相当額を収受し事務局へ返⾦すること。
※新型コロナウイルス感染症等の影響で取消となった宿泊旅⾏のいわて旅応
援クーポンも発⾏しない（発⾏した場合はキャンセル処理）すること。

いわて応援クーポン
利⽤可能店舗

岩⼿県内の利⽤可能店舗として登録した店舗にて利⽤可能
※県外の店舗では使⽤不可。

岩⼿県内の利⽤可能店舗として登録した店舗
（⼀部、紙クーポン利⽤不可店舗あり）※県外の店舗では使⽤不可。

２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）
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ビジネス旅⾏への適
⽤

ビジネス旅⾏への適⽤可
※ただし、納税者からの税⾦を基に⾏われる⾏政機関等の公費出張に
ついては補助の対象外。

変更なし

【ビジネスの定義】
・企業や団体等が旅⾏費⽤の一部または全額を負担するもの
・会社名で領収証を発⾏するもの 等

変更なし

職場旅⾏及び
組織団体等旅⾏に
おける身分確認

職場旅⾏及び組織団体旅⾏の参加者全員の利⽤条件（新型コロナウ
イルス感染症予防接種証明書（３回以上）または、PCR 検査等の検
査結果通知書（陰性）の提⽰）の確認と身分証明書の確認が必要。
※職場等の所在地ではなく、旅⾏者の居住地を居住地として確認する。

変更なし

修学旅⾏への適⽤

修学旅⾏や学校等の⾏事への適⽤可

変更なし
【修学旅⾏の定義】
「修学旅⾏」とは、小学校・中学校・⾼等学校・中等教育学校・特別⽀
援学校・⾼等専門学校・専修学校において、⽂科省が定める修学旅⾏
として学校側と契約締結をするもの全て。

修学旅⾏に
おける身分確認

学校の所在地を居住地とする。
※学校などの活動に係るツアーや宿泊サービスについては、「学校における
新型コロナウ イルス感染症に関する衛⽣管理マニュアル」等を踏まえた対
応を⾏うことを条件に参加者全員の利⽤条件の確認は⾏いません。 ただ
し、大学等の部活動・課外活動における感染リスクの⾼い活動へのワクチ
ン・検査パッケージ 制度の適⽤等について、⽂部科学省において別に定
めます。

変更なし

既存予約への適⽤

補助対象商品を10月11日よりも前に販売・予約受付不可。ただし、10
月11日よりも前に予約された宿泊・旅⾏商品（本事業期間内のもので
補助対象商品の要件を満たすものに限る）への補助適⽤は、いわて旅
応援プロジェクト第３弾参加登録済の宿泊施設・旅⾏会社ごとに設定
可能。

補助対象商品の販売・予約受付は、販売開始⽇以降とすること。販売開始
⽇よりも前に予約された宿泊・旅⾏商品への補助適⽤はできませんのでご注
意ください。なお、受注型企画旅⾏については、確定書⾯の交付⽇が販売開
始⽇以降であって、旅⾏の実施⽇が事業期間内であれば、割引適⽤可とす
ること。

補助⾦対象商品の
予約開始⽇ 令和４年10月11日（⽕） 令和５年１月10⽇（火）午前０時

※準備ができ次第販売・予約受付可。

いわて旅応援クーポン
の配布開始⽇ 令和４年10月11日（⽕） 令和５年１月10⽇（火）午前０時

２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）

いわて旅応援プロジェクト第３弾 いわて旅応援プロジェクト第４弾
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未使⽤の場合

（１）宿泊旅⾏・日帰り旅⾏
補助適⽤なし 変更なし

（２）いわて応援クーポン
期間内に使⽤しなかったものは権利放棄扱い 変更なし

権利譲渡 不可 変更なし

取消料への適⽤ 新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により事業停止となった場合に、
補助⾦の取消料への適⽤不可。取消料は旅⾏者負担。 変更なし

いわて旅応援
プロジェクトへの

参加登録

（１）宿泊施設
９月27日（⽕）よりいわて旅応援プロジェクト第３弾参加施設
として登録

（１）宿泊施設及びいわて旅応援クーポン利⽤可能店舗
12月26⽇（月）よりいわて旅応援プロジェクト第４弾参加施設として登録

※辞退する場合のみ事務局へ連絡、基本的には自動登録。

（２）いわて旅応援クーポン利⽤可能参加店
いわて旅応援プロジェクト第２弾から自動登録

（２）いわて旅応援クーポン利⽤可能参加店
いわて旅応援プロジェクト第４弾参加店として登録

※自動登録はせず、新規登録受付中。申請受付期限12月26⽇まで。

（３）旅⾏会社
全国旅⾏⽀援統一窓⼝へ登録 変更なし

２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）

いわて旅応援プロジェクト第３弾 いわて旅応援プロジェクト第４弾
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２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）

いわて旅応援プロジェクト第４弾 補助⾦適⽤の流れ

いわて旅応援プロジェクトに
参加する旅⾏会社、宿泊施設経由で

お申込みください

ご利⽤条件を満たすお客様にいわて応援クーポン
を宿泊施設にてお渡しします

※⽇帰り旅⾏については旅⾏会社にてお渡し

国の新型コロナウイルス感染症対策の⽅針に則り、ご利⽤の際は
補助を受けようとする全員の２種類の証明書が必要です。
①居住地を確認できる身分証明書
②新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(３回接種) 又は

検査結果通知書(陰性)
※旅⾏終了後や宿泊後の提⽰は認められません

※原則電⼦クーポンですが、紙クーポンとしても利⽤可能

いわて旅応援プロジェクト第４弾からは、「いわて応援クーポン(地域クーポン)」 が電子クーポンになります。

宿泊旅⾏・⽇帰り旅⾏予約

宿泊施設にていわて応援クーポンお渡し

岩⼿県内のクーポン参画施設にて利⽤

いわて応援クーポンの有効期限は、
チェックイン⽇から
チェックアウト⽇の23:59まで
※⽇帰り旅⾏は、旅⾏⽇の23:59まで
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２．いわて旅応援プロジェクト第４弾 事業概要（変更点）

宿泊施設にてチェックイン時に⾏うこと
STEP1 補助⾦対象者適⽤条件の確認

（１）免許証・マイナンバーカード・居住していることを示す書類等の確認
宿泊旅⾏または日帰り旅⾏への補助を適⽤する⽅が日本国内居住者で
あることを確認

（２）補助を受けようとする全員の２種類の証明書を確認
①居住地を確認できる身分証明書
②新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(３回接種) 又は

検査結果通知書(陰性)

STEP2 補助⾦対象者から申込書を収受

STEP３ regionPAY管理画⾯からクーポンを発⾏

補助⾦対象者から申込書を収受します。
STEP1で補助対象者であることを確認できましたら、
【様式第１号】補助申込書兼利⽤申込書を
記入していただいてください。

●対⾯販売時に旅⾏会社から接種回数確認済みの連絡があれば、
再度の確認不要です。

●検査結果は旅⾏・宿泊の初日に確認で変更はありません。
●旅⾏終了後や宿泊後の提⽰は認められません。

いわて旅応援プロジェクト第４弾からは、
同意書の回収が不要になりました

STEP４ regionPAY管理画⾯からクーポンを印刷

必ずご案内ください

いわて応援クーポンの有効期限は、
チェックイン⽇から
チェックアウト⽇の23:59まで
※⽇帰り旅⾏は、旅⾏⽇の23:59まで

管理画⾯からクーポンを印刷し、⼿交します。
STEP3にて登録した内容にて、クーポン券を印刷し、
お客様へお渡しください。
※⽩⿊印刷でも構いません。

管理画⾯からクーポンを発⾏します。チェックイン前の発⾏をおすすめします。
ご予約内容を確認の上、regionPAY管理画⾯からクーポンを発⾏します。



３．新しい「いわて応援クーポン（電子クーポン）」の利⽤者の⽅法
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３．新しい「いわて応援クーポン（電⼦クーポン）」の利⽤者の⽅法

新しいクーポン券（電子クーポン）の使い⽅

いわて旅応援プロジェクト第４弾は、「regionPAY aLPHa」のアプリを活⽤したクーポンを利⽤します。
（原則電子クーポン、紙クーポン利⽤も可）

▼発⾏される紙クーポン

アプリで

スマホを
持たない⽅

紙クーポンで

店舗に設置された
QRコードをアプリで
読み取って支払い

region PAYアプリをインストールし、
券⾯のQRをスマートフォン等で読み取るだけで、チャージが可能

紙クーポンで支払い（CPM）

アプリで支払い（MPM）

紙クーポンを店舗側のスマートフォンや
タブレット等で店舗が読み取って支払い

■⽤語説明
【MPM＝店舗側コード決済】
店舗側で掲⽰したQRをスマホで読み取り

【CPM＝利⽤者側コード決済】
→ 店舗側のバーコードリーダーで紙クーポンを読み取り

店舗側コード決済
（MPM）

利用者側コード決済
（CPM）

【紙クーポン残額確認⽅法は２つ】
①クーポン加盟店舗で利⽤時に確認
②コールセンターへ問い合わせ

スマートフォンを持っていない⽅は、宿泊施設で⼿交される紙クーポンを
そのまま使⽤することもできます。

残額
チャージ

⼀部利⽤後で
あっても

紙クーポンの
途中残額を

アプリへ
チャージ可能
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発⾏されるクーポン券のイメージ

いわて旅応援プロジェクト第４弾は、「regionPAY aLPHa」のアプリを活⽤したクーポンを利⽤します。
（原則電子クーポン、紙クーポン利⽤も可）

利⽤者のクーポン券は下記のように表示されます。
※クーポンごとにQRは異なります。
※一度利⽤されたQRは別の端末で利⽤することはできません。

３．新しい「いわて応援クーポン（電⼦クーポン）」の利⽤者の⽅法

利⽤者名が表示される
クーポン発⾏事業者名が表示される

クーポン総額が自動反映される
旅⾏開始⽇から自動反映される



４．電子クーポン化にあたり準備が必要なもの
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メールアドレス

「regionPAY aLPHa」のアプリを活⽤したクーポンを発⾏するために、下記のご⽤意をお願いいたします。

４．電⼦クーポン化にあたり準備が必要なもの

今回より電⼦クーポン利⽤となりますのでメールアドレスの登録は
必須になります。
「noreply@region-pay.com」から初回ID/PWの
メールが届きます。あらかじめ受信許可設定をお願いいたします。

パソコン・ブラウザ

プリンターとコピー⽤紙（A4サイズ）
クーポン券（QR台紙）を印刷するための
プリンターと印刷⽤紙（A4⽤紙）を
ご⽤意ください。

※⽩⿊印刷で構いません。

スマートフォン・タブレット等
クーポン利⽤店として登録する宿泊施設は、紙クーポンを読み
取るためのスマートフォンまたはタブレット等をご⽤意ください。
※スマートフォンまたはタブレット等から管理画⾯に入っていた

だき、お客様の紙クーポンを読み取るために必要です。
【推奨環境】
iOS 13.0以上 Android OS 7.0 以上 ※上記のOS条件を満たしている場
合でも、一部対象外端末が あります ※フィーチャーフォンは動作対象外です

管理画⾯に入ることができるパソコンとインターネット環境のご
⽤意をお願いいたします。
【推奨環境】
Windows11︓Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox （いず
れも最新） Mac OS Version12.3.1以上︓Safari / Google Chrome 
/ Firefox（いずれも最新） iPhone OS Version15.4.1以上︓Safari
（最新） Android OS Version12以上︓Google Chrome （最新）
※Internet Explorerは推奨しておりません。

クーポン利⽤店⽤の読み取りQRとPOP

店頭に掲⽰するPOP、ポスター、読
み取り⽤の店舗決済⽤QRコード⽤
POPについてはデータで提供します。
各事業者様にてウェブサイトから出
⼒し、ご準備をお願いいたします。

regionPAY aLPHaのID／PW
宿泊施設、クーポン事業者ともにそれぞれ登録を⾏い、
IDとPWは事務局から発⾏いたします。



５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-１．全体の流れ

加盟店コードでログイン クーポン発⾏

宿泊事業者様の流れ

クーポンを印刷し
お客様に⼿交

キャンセル⼿続き
（⼈数減や誤発⾏の場合など）

◎キャンセルのみの場合
→キャンセル忘れにご注意ください。

◎誤発⾏の場合
→キャンセル処理を先に⾏ってから

再発⾏するようにしてください。

発⾏⼀覧やダッシュボード画⾯にて
発券状況の確認

※クーポン発⾏し印刷前であっても、
発⾏操作をした時点でクーポンは発⾏されています。

※必要な事業者様
クーポンをPDFにて保存誤発⾏の場合のみ

クーポン再発⾏
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-２．ログインの⼿順

1 2

「ログイン」をクリックすると利⽤規約画⾯が表⽰されます。
利⽤規約を確認後、
『「region PAY加盟店利⽤規約」を確認し、その内容について理解しました。』
にチェックを入れ、「同意」をクリックしてください。

※事業者コードをお忘れの場合は、
事務局から送信している承認連絡メールをご確認ください。

※メールの確認ができない場合は、いわて旅応援プロジェクト事務局へお問い合わせください。

●初回ログイン●
メールに記載の事業者コードと仮パスワードを⼊⼒し、ログインしてください。

事業者コードと仮パスワードは「noreply@region-pay.com」から
いわて旅応援プロジェクトへ申請時に登録されたアドレスへメールで届きます。

【旅⾏・宿泊事業者管理画⾯ログインURL】 https://region-pay.com/shop/
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-２．ログインの⼿順

【旅⾏・宿泊事業者管理画⾯ログインURL】 https://region-pay.com/shop/

3 4

●利⽤規約同意後、パスワード登録画⾯が表⽰されます。
●「新パスワード」・「新パスワード確認⽤」の2か所に設定したいパスワードを

入⼒します。
※パスワードは8桁以上の数字、英字の大⽂字、英字の小⽂字、半角記号

（-（ハイフン）_（アンダーバー）.（ドット）&（アンバサンド）+（プラス記号）の
いずれか）の全てを含む必要があります。

●「パスワード登録」をクリックします。

●パスワードを登録すると、店舗設定画⾯が表⽰されます。
●内容を確認し、変更のない場合は「確定」をクリックすると、設定が完了します。
※店舗設定に変更がある場合は変更を⾏い「確定」をクリックします。

●店舗設定は確定後も変更が可能です。
※２回目以降のログインは、事業者コードと登録したパスワードでログインしてください。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-３．ダッシュボード（ホーム画⾯）の表示
ログイン後、ダッシュボードが表示されます。

ダッシュボードでは、最新の発⾏状況やお知らせを確認することができます。

いわて旅応援プロジェクト事務局より配信されたお知らせのうち、最新の３件が表⽰されます。
※「もっと⾒る」で過去のお知らせも確認できます。

ALPHA

2

1
最近の発⾏のうち、最新の5件が表⽰されます。
発⾏状況、代⾦区分、発⾏番号、発⾏日、印刷日などを確認する
ことができます。

※「もっと⾒る」でこれまでの全ての発⾏番号、発⾏日、印刷日等を
確認できます。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-４．クーポン発⾏
ダッシュボード（ホーム画⾯）左側の「クーポン券発⾏」をクリックしてクーポン発⾏画⾯に進みます。

「クーポン発⾏」からそのまま新規発⾏してください。

▼ダッシュボード（ホーム画⾯）

▼クーポン発⾏画⾯
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-４．クーポン発⾏
宿泊予約に基づき、必要事項を⼊⼒してください。⼊⼒後、確認画⾯が現れます。

問題なければ、「発⾏ボタン」をクリックして完了となります。

A 旅⾏種別
「宿泊」を選択してください。

B 旅⾏者名(代表者) 
代表者名を入⼒してください。
※宿泊予約と合わせた体裁で入⼒してください。

C チェックイン⽇
カレンダーからチェックイン日を選択してください。

D 宿泊数
宿泊数を選択してください。
※基本は「１泊」を選択。

⼀度に全ての泊数分を発⾏する場合は、
「宿泊数分」を選択してください。

A

B

C

D

E

【ご注意ください】
①連泊分全ての宿泊代⾦の精算が済んでいる場合は、

連泊分⽇数でクーポン券を発券しても構いません。
②いわて旅応援プロジェクトは、クーポン⾦額加算及び

クーポン⾦額減算の設定はありませんので選択しない
でください。万が一選択して発⾏した場合は宿泊施設
負担になります。

⼊⼒不要
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-４．クーポン発⾏

F 予約番号
予約経路が旅⾏会社やOTA経由の場合は、
旅⾏会社・OTAの予約番号を入⼒してください。

G 予約経路
予約経路を必ず入⼒してください。
旅⾏会社・OTA経由の場合は「その他」を選択してください。

H 予備欄１（旅⾏会社・OTA名を記⼊）
予約経路が旅⾏会社及びOTAの場合は、その旅⾏会社または
OTA名を記入してください。

F

G

H

「任意」と記載のある項目にも、予約経路に合わせて⼊⼒が必要です。
精算⽅法にも合わせてご⼊⼒をお願いいたします。

⼊⼒不要 全て入⼒すると⾦額が自動算出されます。
「発⾏」を押すとクーポンが発⾏されます。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-５．新規クーポン発⾏

利⽤者のクーポン券は下記のように表示されます。
※クーポンごとにQRは異なります。
※一度利⽤されたQRは別の端末で利⽤することはできません。

利⽤者名が表示される
クーポン発⾏事業者名が表示される

クーポン総額が自動反映される
旅⾏開始⽇から自動反映される
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-５．新規クーポン発⾏

●発⾏一覧の一番上の⾏に、発⾏したクーポンが表⽰されます。
●発⾏したいクーポンの「印刷する」をクリックします。
  ※すでに発⾏済みのクーポンは、右端の「印刷日時欄」に印刷日時が表⽰されます。
  ※「印刷する」ボタンが表⽰されるのは、 未チャージ・未使⽤の場合に限ります。
●既に印刷済みのクーポンでも、グループ内に未チャージ・未使⽤のクーポンがある場合は、

そのクーポンのみ再印刷が可能です。
●なお、キャンセルをしたクーポンは、印刷できません。

※クーポン毎にQRは異なります。
※一度利⽤されたQRは別の端末で利⽤することはできません。

QRが反映されたクーポンが表示されます。
印刷して、クーポンをお渡しください。

※誤って破棄した時のためにPDF等での保存を推奨しております。
※グループ等大人数の発⾏に関しては、一括印刷が可能です。
その際、発⾏後、減員となる場合は印刷前に、キャンセル処理をしてください。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-５．新規クーポン発⾏（グループ⼀括発券）

1. 「一括印刷する」 をクリックすると、 「印刷する」のポッポアップ画⾯が表⽰されます。
2. 「印刷する」 をクリックしてください。

⇒№は人数です。
３．別画⾯が表⽰されクーポンが人数分出現します。

このクーポンを印刷し、お客様をお渡しください。

団体旅⾏等で、⼤⼈数のクーポンを⼀括印刷したい場合、100名ごとに印刷することが可能です。

1 ２ ３
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-５．新規クーポン発⾏（PDF保管／Windows）

• メニューバー右上の点をクリック→「印刷」を選択し、印刷設定画⾯を表
⽰、送信先を「PDFに保存」を選択します。

• 保存先を選択する画⾯に進みますので、保存先を指定して保存完了
です。

Google Chromeの場合 Microsoft Edgeの場合

メニューバー右上の点をクリック→「印刷」を選択し、印刷設定画⾯を表⽰、
送信先を「PDFに保存」を選択します。
保存先を選択する画⾯に進みますので、保存先を指定して保存完了です。

その他のブラウザの⽅法はブラウザの運営会社へお問い合わせください。

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も 受付）

 　    h ttp s://xxxxxxxx.jp/xxxx/

備考

●注意事項  
・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなくなる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・ クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しく は、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 region PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。

●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを 読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を確認

「 reg ion PAY aLPHa」のク ーポン 加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを 押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を管理画面よ り 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン 期間最終日翌日の
　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを 読み取っ て決済を 行っ てく ださ い。
※ク ーポン 加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーン HPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ を ダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く ださ い。

reg ion  PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion PAYアプリ は下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲And roidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を 入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23: 59まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

 　    h ttps://xxxxxxxx.jp /xxxx/

●注意事項  
・ アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってく ださい。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなく なる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・ クーポン加盟店舗におけるクーポン（ region PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しく は、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion PAY」アプリ で左上のQRを 読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を管理画面よ り 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を行っ てく ださ い。
※ク ーポン 加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ン ペーン HPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ をダウン ロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAYアプリ は下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださい。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

 　    h ttps://xxxxxxxx .jp/xxxx/

●注意事項  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を 確認し 、チャ ージボタ ンを 押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはできません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を管理画面よ り 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーンHPでご確認く ださ い。

「 reg ion  PAY」アプリ をダウンロ ード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion PAYアプリは下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Andro idの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-５．新規クーポン発⾏（PDF保管／Mac）

その他のブラウザの⽅法はブラウザの運営会社へお問い合わせください。

メニューバーの「ファイル」→「印刷」を選択し、印
刷設定画⾯を表⽰、送信先を「PDFに保存」
を選択します。

保存先を選択する画⾯に進みますので、保存
先を指定して保存完了です。

Google Chromeの場合 Safariの場合

メニューバーの「ファイル」→「プリントアウト」を
選択し、印刷設定画⾯を表⽰、左下のプルダ
ウンから「PDFとして保存」を選択します。
保存先を選択する画⾯に進みますので、保存
先を指定して保存完了です。

Microsoft Edgeの場合

キーボードでCtrl+Pを同時に押し、印刷設定
画⾯を表⽰、一番上のプルダウンから「PDFとし
て保存」を選択します。
保存先を選択する画⾯に進みますので、保存
先を指定して保存完了です。

 　    http s://xxxxxxxx.jp/xxxx/

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

「 reg ion  PAY Lite」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする金額を確認し 、チャ ージボタ ンを 押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion  PAY Liteアプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の
　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを 読み取っ て決済を 行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はアプリ 内も し く はキャ ンペーン HPでご確認く ださ い。

「 reg ion PAY」アプリ をダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAYアプリは下記QRを

読み取ってダウンロード してく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

reg i on  PAY Li te宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23:59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR 施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき、あり がと う ございます。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。
※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

「 reg ion PAY」アプリ をダウンロード し て、

こ のク ーポン を お店に提示し て く ださ い。
紙

ク ーポン

電 子
ク ーポン

reg io n  PAY Lite宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23: 59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を 確認

1

2

3
チャ ージする金額を 確認し 、チャ ージボタ ンを 押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはでき ません。
reg ion PAY Liteアプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポンと し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面より 入力し て決済し てく ださ い。
※ク ーポンは、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

「 reg ion PAY」アプリ をダウンロード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion  PAYアプリは下記QRを

読み取ってダウンロード してく ださ い。

▲iPhoneの方 ▲Andro idの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

reg i on  PAY Li te宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59ま で

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も 受付）

 　    h ttp s://xxxxxxxx. jp /xxxx/

備考

●注意事項  
・ アプリ へのチャージは上記有効期間内に行ってください。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ region PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・ チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も 上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ スマート フォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ region PAY aLPHaで購入した商品・ サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・ 折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなく なる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・ 紛失・ 滅失によるト ラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・ クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しくは、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・ 通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。

●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく 行為。 　 　・ その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご 利用者様

ク ーポン 金額  

有効期間

チ ャ ージ コ ード

こ の度はご利用いただき 、あり がと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを読み取っ てく ださ い。

アプリ でチャ ージ金額を確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のク ーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャ ージする 金額を 確認し 、チャ ージボタ ン を押し てく ださ い。

紙ク ーポンと し て利用し た場合は、残額のアプリ へのチャ ージはできません。
reg ion PAY アプリ にチャ ージし た場合は、紙ク ーポン と し ての利用はでき ません。

※店舗様へ： 左記 QRが読み取れない場合は、チャ ージコ ード を 管理画面よ り 入力し て決済し てく ださ い。

※ク ーポン は、旅行開始日も し く はチェ ッ ク イ ン(搭乗)日から 1週間又はキャ ンペーン 期間最終日翌日の
　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取っ て決済を 行っ てく ださ い。
※ク ーポン加盟店舗はア プリ 内も し く はキャ ン ペーンHPでご確認く ださ い。

「 reg ion PAY」アプリ を ダウンロ ード し て、

チャ ージし てご利用く ださ い。

こ のク ーポン を お店に提示し て く だ さ い。

reg ion PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion PAYアプリは下記QRを

読み取ってダウンロードしてく ださい。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
ク ーポン

電 子
ク ーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、ア プリ より チャ ージコ ード を入力し てチャ ージし てく ださ い。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :5 9まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-６．発⾏したクーポンの確認
発⾏したクーポンは、ダッシュボード（ホーム画⾯）の「クーポン発⾏」から確認することができます。

• サイドメニューの「クーポン発⾏」をクリックすると、
これまでに発⾏したクーポンの履歴が表⽰されます。

• ※複数人のグループで発⾏した場合も、1人当たり１⾏表⽰されます。

• 発⾏番号・発⾏日・発⾏状況・お客様名・グループ番号・宿泊開始日を
指定して、検索が可能です。

• ※検索条件は、部分一致で検索が可能です。
• ※発⾏日は入⼒欄をクリックすると、カレンダーが表⽰されます。
• ※同一グループごとに固有のグループ番号が付与されます。

CSV ダウンロード CSV ダウンロード

1 2
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-６．発⾏したクーポンの確認
発⾏したクーポンは、ダッシュボード（ホーム画⾯）の「クーポン発⾏」から確認することができます。

「詳細」をクリックすると、発⾏時に入⼒したクーポンの登録内容が確認可能です。

CSV ダウンロード

３
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-７．発⾏したクーポンのキャンセル

キャンセルを実施するクーポンの
選択に誤りがないことを確認し、
「キャンセルする」をクリックします。

キャンセルが完了すると、一覧の
発⾏状況が「キャンセル」と表⽰されます。

• クーポンを誤発⾏してしまった場合や、人数減などでクーポンが不要と
なった場合などに、不要クーポンのキャンセルを⾏ってください。

• 発⾏一覧画⾯を開き、キャンセルを⾏いたいクーポン左端の
• 「キャンセル」をクリックします。
※クーポンは1枚単位でのキャンセルが可能です。

※既に利⽤者がチャージ済みの
クーポンはキャンセルできません。

※誤発⾏などでキャンセルと訂正後の
クーポンの再発⾏が必要な場合は、
先にキャンセル処理を⾏ってから、
再発⾏を⾏ってください。

21

誤発⾏や⼈数減、泊数減等でクーポンが不要になった場合にキャンセル対応を⾏ってください。
発⾏したクーポン券は下記の⼿順でキャンセルを⾏います。

既に利⽤者がアプリにチャージ済のクーポン券はキャンセルできませんのでご注意ください。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-８．パスワードを忘れた場合

• ログイン画⾯の「パスワードを忘れた⽅はこちら」をクリックします。

1 2

事業者コード

事業者コード

• 事業者コードと登録されているメールアドレスを入⼒し、
「パスワードをリセット」をクリックします。

• ※未登録のメールアドレスの場合「メールアドレスが登録されていません」と表⽰され、
• パスワードのリセットは⾏えません。
• ※メールアドレスは本キャンペーンの参画申請時に登録したメールアドレスになります。
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-８．パスワードを忘れた場合

• 上記の画⾯が表⽰され、入⼒したメールアドレスにパスワード再設定URL

が 記載されたメールが届きます。
• ※メールが届かない場合は、迷惑メールに入っている可能性がございますので確認くだ

さい。

• メールを開き、本⽂の「仮パスワード」を確認の上、記載されたURLを
クリックしてください。

• ※「仮パスワード」は再設定時に必要なため、コピーしておくことを推奨しています。

3 43
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５．宿泊施設⽤region PAY管理画⾯操作⽅法

５-８．パスワードを忘れた場合

• URLにアクセスすると、ログイン画⾯が表⽰されます。
•

事業者コードとメール本⽂に記載の「仮パスワード」を入⼒して
「ログイン」をクリックします。

65

「ログイン」をクリックするとパスワード登録画⾯が表⽰されます。
「新パスワード」・「新パスワード確認⽤」の2か所に設定したい
パスワードを入⼒します。

※パスワードは8桁以上の数字、英字の大⽂字、英字の小⽂字、半角記号
（-（ハイフン）_（アンダーバー）.（ドット）&（アンバサンド）+（プラス記号）
いずれか）全てを含む必要があります。

「パスワード登録」をクリックして、設定が完了です。
ログイン画⾯より設定したパスワードでログインしてください。
※２回目以降のログインは、事業者コードと登録したパスワードでログインしてください。



６．クーポン発⾏のイレギュラー対応 【重要】
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６．クーポン発⾏のイレギュラー対応 【重要】

連泊の場合のクーポン券発⾏
連泊分全ての宿泊代⾦の精算が済んでいる場合は、連泊分⽇数でクーポン券を発券しても構いません。

regionPAYアプリにクーポンを取り込んだ後は、キャンセル操作ができませんのでご注意ください。
クーポン発⾏の原則 連泊の場合のクーポン発⾏

いわて応援クーポンは、原則１泊ずつ発⾏します。
この場合、クーポン券の有効期限は、宿泊⽇から次の⽇の23:59です。

連泊分全ての宿泊代⾦の精算が済んでいる場合は、連泊分⽇数で発⾏可能
です。この場合の有効期限は、チェックアウト⽇の23:59です。

取消の場合のクーポン使⽤済⾦額相当額の事務局への返還

例）１月10⽇から３連泊の場合、１泊ずつクーポンを発⾏
▼宿泊⽇数

▼有効期限

１泊目 ２泊目 ３泊目
１月10⽇ １月11⽇ １月12⽇

発
⾏

発
⾏

発
⾏

１月11⽇23:59まで１泊目分
１月12⽇23:59まで２泊目分

１月13⽇23:59まで３泊目分

チェックアウト

１月1３⽇

例）１月10⽇から３連泊の場合、連泊分⽇数でクーポンを発⾏
▼宿泊⽇数

▼有効期限

１泊目 ２泊目 ３泊目

１月10⽇ １月11⽇ １月12⽇
発
⾏

１月13⽇23:59まで１〜３泊分全て

チェックアウト

１月1３⽇

regionPAYにクーポン券を取り込んだ後は、クーポン券のキャンセルはできません。
連泊の最中に減泊や取消が生じた場合は、クーポン券相当額を回収してください。

取消・減泊が生じた場合は、お客様からクーポン券相当額を回収していただきますようお願いします。
事務局から請求書を発⾏しますので、補助⾦返還の⼿続きをお願いします。

宿泊及び旅⾏をキャンセルする場合はいわて応援クーポンの発⾏を受けた（＝旅⾏の予約をした）宿泊施設に必ず返還していただきます。
regionPAYアプリへクーポン券が取り込まれてしまっている場合や、使⽤済の場合は、補助⾦相当額を現⾦にて回収してください。
※いわて応援クーポンの返却が⾏われない場合には、給付⾦の不正受給となり、返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性があります。



７．精算⽅法
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７-１．いわて旅応援プロジェクト第２弾精算⽅法

精算書類３点セットにて請求ができます

７．精算⽅法

宿泊施設の精算書類は３種類あります。
精算に必要な書類をご確認いただき、精算申請していただきますようお願いいたします。

宿泊施設⽤精算書類

精算書類３点セットにて請求ができます

泊数合計 宿泊者人数 宿泊代金合計 クーポン
枚数合計

クーポン
補助額合計

補助総額合計
(宿泊補助額＋クーポン額)

消化率 125.8% 42 70 1,175,240 302 302,000 628,900

割当原資額 500,000
残額=

(割当原資額)−
(補助総額) -128,900

↓自動入力 ↓要入力 ↓自動入力 ↓自動入力 ↓要入力 ↓要入力 ↓要入力 ↓要入力 ↓自動計算 ↓要入力 ↓要入力 ↓自動計算 ↓自動計算 ↓自動計算 ↓自動計算 ↓自動計算 ↓自動計算 ↓自動入力 ↓要入力 ↓要入力 ↓要入力 ↓入力可能

No.
入力
番号

精算
ターム

宿泊施設
登録番号 宿泊施設名 宿泊者氏名 予約日

チェックイン
日

チェックアウト
日 泊数

宿泊人数
（補助対象者人数）

宿泊代金合計
（割引前）

旅行代金の日別平均単価
（ひとりあたり）

補助金額
基礎額 補助額

クーポン
枚数

クーポン
補助額

補助総額
（宿泊補助額＋クーポン額） 補助対象チェック

宿泊者
居住県

宿泊者
居住市町村区

宿泊者
電話番号 備考

1 1 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１ 10/11 10/7 10/8 1 2 18,000 9,000 7,200 7,200 6 6,000 13,200 OK 秋田県 秋田市 090-111-1111 テスト入力
2 2 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者２ 10/11 10/12 10/13 1 3 60,000 20,000 24,000 15,000 9 9,000 24,000 OK 東京都 港区 090-111-1112 テスト入力
3 3 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者３ 10/11 10/13 10/17 4 1 10,000 2,500 4,000 4,000 12 12,000 16,000 逆ザヤ 愛知県 名古屋市 090-111-1113 テスト入力
4 4 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者４ 10/12 10/14 10/15 1 2 50,300 25,150 20,120 10,000 6 6,000 16,000 OK 東京都 台東区 090-111-1114 テスト入力
5 5 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者５ 10/13 10/15 10/19 4 3 66,950 5,579 26,780 15,000 12 12,000 27,000 OK 神奈川県 川崎市 090-111-1115 テスト入力
6 6 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者６ 10/14 10/15 10/17 2 10 245,800 12,290 98,320 50,000 20 20,000 70,000 OK 宮城県 名取市 090-111-1116 テスト入力
7 7 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者７ 10/15 10/15 10/20 5 1 15,500 3,100 6,200 5,000 5 5,000 10,000 OK 三重県 伊勢市 090-111-1117 テスト入力
8 8 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者８ 10/16 10/16 10/22 6 1 29,990 4,998 11,996 5,000 18 18,000 23,000 最低宿泊代金以下対象外 宮城県 仙台市 090-111-1118 テスト入力
9 9 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者９ 10/17 10/17 10/20 3 3 41,500 4,611 16,600 15,000 27 27,000 42,000 逆ザヤ ⻑野県 ⻑野市 090-111-1119 テスト入力
10 10 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１０ 10/18 10/21 10/23 2 2 66,200 16,550 26,480 10,000 12 12,000 22,000 OK 広島県 呉市 090-111-1120 テスト入力
11 11 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１１ 10/19 10/22 10/23 1 5 75,750 15,150 30,300 25,000 5 5,000 30,000 OK 北海道 札幌市 090-111-1121 テスト入力
12 12 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１２ 10/20 10/25 10/31 6 7 168,500 4,012 67,400 35,000 126 126,000 161,000 最低宿泊代金以下対象外 ⻘森県 弘前市 090-111-1122 テスト入力
13 13 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１３ 10/21 10/29 10/30 1 25 278,750 11,150 111,500 111,500 25 25,000 136,500 OK 徳島県 鳴門市 090-111-1123 テスト入力
14 14 ② 10311111 テストホテル テスト宿泊者１４ 10/7 10/8 10/10 2 2 20,000 5,000 8,000 8,000 4 4,000 12,000 OK 岩手県 盛岡市 090ｰ1111ｰ2222 テスト入力入力
15 15 ② 10311111 テストホテル テスト宿泊者１５ 10/7 10/7 10/8 1 1 8,000 8,000 3,200 3,200 3 3,000 6,200 OK 岩手県 北上市 0000 テスト入力者
16 16 ① 10311111 テストホテル テスト宿泊者１６ 10/7 10/7 10/9 2 2 20,000 5,000 8,000 8,000 12 12,000 20,000 OK 岩手県 北上市 0001 テスト入植者
17 10311111 テストホテル 0 0 0
18 10311111 テストホテル 0 0 0
19 10311111 テストホテル 0 0 0
20 10311111 テストホテル 0 0 0
21 10311111 テストホテル 0 0 0
22 10311111 テストホテル 0 0 0
23 10311111 テストホテル 0 0 0
24 10311111 テストホテル 0 0 0
25 10311111 テストホテル 0 0 0
26 10311111 テストホテル 0 0 0
27 10311111 テストホテル 0 0 0

【様式第２号】宿泊施設̲宿泊補助実績管理表

①【様式第１号】いわて旅第４弾宿泊補助申込書 ②【様式第２号】宿泊補助実績管理表

※【様式第２号】宿泊補助実績管理表はメールにてお送りください。印刷不要です。

③【様式第３号】宿泊補助⾦請求書（宿泊施設）

適⽤するお客様・団体様ごとに記載いただき、
申請分全てを事務局へ送付ください。

■アドレス ︓iwatetabi-ouen@jtb.com
■メールタイトル︓①登録番号 ②施設名 ③精算ターム番号を記入

■データのメール送信先

宿泊施設直接販売分のみです いわて旅応援プロジェクト第４弾からは同意書の回収が不要になりました
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７-２．いわて旅応援プロジェクト第２弾精算⽅法

お客様から回収した申込書をもとに精算データの作成をお願いします。

STEP１ 必要情報⼊⼒

【様式第２号】宿泊補助実績管理表を開いて最左
シートに、『施設情報入⼒シート』があります。
入⼒した情報が、【宿泊補助実績管理表】と【請求書】
のタブのデータに反映されます。

割り当てられた原資を必ず⼊⼒してください。

STEP２ 【様式第２号】宿泊補助実績管理表へ補助実績を⼊⼒する

▼ 【様式第２号】宿泊施設_宿泊割引額実績管理表

７．精算⽅法

①登録番号を⼊⼒してください
登録番号は「１０３」から始まる８ケタの数字です。
第１・２弾とは登録番号が異なりますのでご注意ください。

②割当原資額を⼊⼒してください
割当原資額を入⼒してください。
※原資は正しい数値を入⼒いただきますようお願いします。

③振込先情報を⼊⼒してください
振込先情報は、請求書に反映されます。
誤りがないようにご入⼒ください。

宿泊補助実績管理表の⻩⾊のセルに⼊⼒すると、⾦額やクーポン枚数がが自動で反映されます。
●お客様から回収した申込書・誓約書及び⼿交したいわて応援クーポンの枚数をもとに、必要情報を入⼒してください。
●本シートは、最終精算タームまで同じものを使⽤します。データ管理にご注意ください。
●必要情報を入⼒すると請求書に⾦額が自動反映されます。

●B列／⼊⼒番号︓
お客様から回収した申込書に合わせてご入⼒ください。入⼒
は１⾏１泊です。
●C列／精算ターム︓
精算タームは、タームごとに①〜②をご入⼒ください。
●D・E列／宿泊施設情報︓
STEP１【施設情報】タブのデータに必要情報を入⼒すると、
自動反映されます。
●F〜I、L列／申込内容︓
お客様から回収した申込書記載内容をご入⼒ください。
※J列はH列チェックイン日とI列チェックアウト日を入れると

自動で反映されます。
●Ｏ列／補助額︓
宿泊代⾦から補助額を算出し、上限に合わせて補助額を
自動計算しています。
●P・Q列／クーポン発⾏枚数︓
平日・休日と人数・泊数に合わせて自動で計算されますが、
⼿交したいわて応援クーポンの⾦額とご確認ください。
●R列／補助対象チェック︓
OKが出たものが補助対象です。
「逆ザヤ」「最低宿泊代⾦以下対象外」と表⽰されたものは、
補助対象外です。
●T〜W列／お客様情報︓
代表者情報を入⼒してください。

配当原資額を超えないようご注意ください。
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７-２．いわて旅応援プロジェクト第２弾精算⽅法

お客様から回収した申込書・誓約書及び⼿交済いわて応援クーポンをもとに精算データの作成をお願いします。

STEP３ 書類の整理 STEP４ 請求書の作成

お客様から回収した申込書右上に、エクセルの入⼒番号と同じ番号を転記してください。

割引利⽤申込書は、専⽤封筒にて事務局宛てに郵送してください。

【割引実績管理表】のタブに入⼒したデータは、請求書のデータに反映されます。
発⾏日をお忘れなくご入⼒ください。

STEP５ データのメール送信＆書類送付

１）精算⽤エクセルシートのメール送信
精算⽤エクセルシートは事務局宛てにメールにてお送りください。

２）精算書類の送付
補助申込書を専⽤封筒にて事務局宛てにお送りください。

■アドレス ︓iwatetabi-ouen@jtb.com
■メールタイトル︓①登録番号 ②施設名 ③精算ターム番号を記入

７．精算⽅法

１
２

３
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最終回収⽇は４月14⽇(⾦)必着です。⽇程①・②・③をご確認の上、精算をお願いいたします。

精算スケジュール

⽇ 程① ⽇ 程② ⽇ 程②
利⽤店舗様⇒事務局

精算書類の郵送
（必着）

令和５年1月10日（⽕）
〜

２月10⽇（⾦）

令和５年２月11日（土）
〜

３月10⽇（⾦）

令和５年３月11日（土）
〜

４月14⽇（⾦）
【事務局対応】

実績確認・
エラーチェック等

２月11日（土）
〜

３月22日（水）

３月11日（土）
〜

４月18日（木）

４月15日（土）
〜

５月25日（木）
事務局⇒利⽤店舗様

指定口座へ振込 ３月23⽇（木） ４月19⽇（水） ５月26⽇（⾦）

（１）精算書類の必着日と振込予定日

（２）入⾦処理期間及び入⾦日 （３）入⾦⼝座
請求書の到着日を区切り、入⾦日を設定しています。
発送の回数は、上記の日程で３回までとさせていただきます。
原資確認のため毎月必ず請求をお送りください。

利⽤可能店舗様が申請時に登録された⼝座にお振込みいたします。

【振込名義人】
●⼝座名︓いわて旅応援プロジェクト いわて応援クーポン事務局
●フリガナ︓ｲﾜﾃﾀﾋﾞｵｳｴﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲﾜﾃｵｳｴﾝｸｰﾎﾟﾝｼﾞﾑｷｮｸ

（４）１⼝座１回あたりの入⾦額のご確認のお願い最終回収⽇４月14⽇（⾦）必着です
※４月14⽇（⾦）までに事務局に届かない精算・換⾦請求には、

⼀切応じることができません。
額⾯総額（振込⼿数料は事務局にて負担）をお振込みします。
※入⾦額に異議がある場合は、入⾦日から２週間以内に限って受付しますので

入⾦額を各自でご確認ください。

７-３．精算スケジュール

７．精算⽅法

精算スケジュールは下記の通りです。各種書類については、特設ウェブサイトへ掲載しておりますのでご確認ください。
https://www.iwate-tabipro-ver3.jp/



お問い合わせ

いわて旅応援プロジェクト いわて応援クーポン事務局
（いわてマイクロツーリズム推進共同企業体）

住 所 岩⼿県盛岡市菜園１丁目3-6 農林会館205
TEL①お客様専⽤ 019-623-1145
TEL②宿泊施設・旅⾏会社専⽤ 019-623-3103
TEL③いわて応援クーポン事業者専⽤ 019-623-3109
FAX 019-623-1146
営業時間 10:00〜17:00
ホームページ https://www.iwate-tabipro-ver3.jp


