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地域限定クーポンの電子化について

観光庁より年明け以降の観光需要喚起策について一部、制度の見直し

等の発表がございましたが、その一環として全国一律で地域限定クーポ

ンの電子化対応を必須とする旨の通知がありました。

背景

現在、「紙」で運用をしている地域限定クーポンを電子化いたします。

なお、電子化に当たり他自治体でも運用実績のある「regionPAY

（リージョンペイ）」を活用いたします。

対応

年明け以降の観光需要喚起策の開始日については観光庁からの公表待ち

となっています。

年明け以降、地域限定クーポンの電子化に伴い、事業への継続参加をご

希望されるか意思確認をさせていただきます。

次ページ以降をご参照いただき、事業への継続参加をご希望される場合

は申込フォームより必要項目をご入力の上申請をお願いいたします。

現在 「紙券」のみで地域限定クーポン運用

↓

変更後 「電子クーポン」のみで地域限定クーポンを運用

※紙券は廃止

※電子クーポンの利用に当たり宿泊施設様及び地域限定クーポン取扱

店様にてそれぞれ対応が必要となるため、継続参加希望の場合は、

申込フォームからの 申請が必ず必要 となります。
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地域限定クーポンの電子化について

参考
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region PAY ALPHAについて
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region PAY ALPHAについて

region PAY ALPHA の特徴

①地域／業種単位で運用範囲が決められる

②1円単位／予め設定した単位で使用できる

③原資の一元管理が可能

④ミニアプリ内のカスタマイズ （Faceデザイン/決済音/通貨名）

⑤決済や利用者データなどの提供（管理画面より入手可）

⑥アプリ保有者へのPUSH通知が可能

①発行事業者用の管理画面を実装

②事業者に発行権限（ID/PW）を付与し、

③ポイント取得QR台紙（紙）で出力・手交可能

（スマホ非所有者への配慮に有効）

region PAYだけの機能（ビジネススキーム特許出願中）

大阪・東京・神奈川・静岡で実装済
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region PAY ALPHAの利用方法

QR取得台紙（紙）で支払い

アプリで

スマホを持たない方

QR取得台紙

で

QR取得台紙（紙）
※宿泊施設様で発行

アプリで支払い

QR取得台紙（紙）のQRコードを
店舗側のスマートフォン・タブレット等で
読み取って支払い

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

チャージを選択 紙クーポン券面の
QRを読込み

<QR取得台紙（紙）利用者>
クーポン予算の残額確認方法
・クーポン加盟店舗で利用時に確認

又は
・コールセンターへ問い合わせ

region PAY アプリをインストールし、
QR取得台紙紙面のQRコードをスマート

フォン等で読み取るだけで、チャージが可能



6

地域限定クーポン（電子）取扱店舗の決済方法・対応について

＜MPM方式／CPM方式の違い＞

利用者の利便性向上の観点から、アプリによるMPM方式、CPM方式いずれも対応可能を原則と
しておりますがやむを得ない場合にはいずれかのみの対応も可能とします。

※1 MPM方式による決済･･･ 事務局から取扱店ごとに付与する店舗用QRを店内に掲示し、
アプリで利用者が読み取りを行う方式。
（利用者はアプリによる電子クーポンのみ利用可能）

①【利用者】店舗にある決済用QRを
読み取り

②【利用者】決済金額を入力 ③【利用者】お店の方に確認後、決済確定

※2 CPM方式による決済･･･ 取扱店のデバイスで、利用者が提示するQRの読み取りを行う方式。
取扱店において、タブレット又はスマートフォン等（※）が必要
（利用者はQR取得台紙のみ利用可能）
※通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効なもの

①【利用者】決済用QRを提示
（QR取得台紙のみ利用可能）

②【取扱店】提示されたQRをスキャン ③【取扱店】決済画面を利用者に確認して
決済完了
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region PAY ALPHAの機能の概念図

栃木県

ALPHA

ALPHA

発行事業者

宿泊施設様

クーポン発行

クーポン
取扱店舗

取扱店舗様

QR決済

利用者

クーポン

給付対象者

クーポン利用

◎各種データをリアルタイムに反映

発行店、発行情報、利用店、決済情報、利用者情報

データ出力

各種報告

いちご一会とちぎ旅事務局

機能の概念図

データ反映 データ反映 データ反映



8

電子クーポン化による事業者様の必要なご対応

発行事業者（宿泊施設）様におけるご対応

①旅行者様毎へQRコードを印字

したQR取得台紙（紙）の発行

クーポン取扱店舗様におけるご対応

① MPM又はCPM形式によるQRコード決済

※必要な設備
・パソコン
・メールアドレス
・プリンター

※必要な設備
・パソコン
・メールアドレス
・タブレット又はスマートフォン等（CPMの場合のみ）

通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ
機能が有効なデバイス

電子クーポン化に当たり下記のご対応をお願いいたします。
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region PAY ALPHAの推奨環境

ブラウザ対応

発行事業者様/クーポン取扱店舗様は
WEBブラウザから管理画面へアクセスし

必要となる管理機能の利用が可能

発行事業者

クーポン取扱店舗

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。

管理画面等 対応推奨ブラウザ
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請について
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

●申請はWEBフォーマットからのみの受付となります。
●取扱店事業者（親）と店舗（子）の両方の情報入力申請をもって取扱店登録が完了します

※取扱店事業者が取扱店舗と同じ場合は事業者（親）と店舗（子）は同内容を申請します。
スターターキットも取扱店事業者に送付します。

①取扱店申請

取扱店事業者（親）

⑤各店舗へ伝達

④事業者コード付与

事業者コードはメール
にて配信いたします

取扱店事業者（子） 事務局

②申請内容チェック

申請不備の場合は
申請事業者様へ

ご連絡いたします

③取扱店承認

⑥スターターキット送付⑦スターターキット受領

①専用フォームから「地域限定クーポン（電子）」取扱店登録申請

・申請フォームURL

■登録申請一次締切

2022年12月16日（金） 17時
※一次締め切り後も受け付けは可能となりますが、年明け以降の事業開始
に対応できるよう、早めの申請をお願いします。

➁事務局より取扱店様へregion PAY利用マニュアル等のスターターキットを送付
※12月下旬を予定

※取扱店事業者様にて準備が必ず必要なもの

✓ パソコン
✓ メールアドレス
✓ タブレット又はスマートフォン等（CPMの場合のみ）

通信可能でかつiOS又はAndroid OS及びカメラ機能が有効な
デバイス

地域限定クーポン（電子）取扱店 申請手順

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qash-ljogpb-
63c17b959aeeba41f64aecf717331012

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qash-ljogpb-63c17b959aeeba41f64aecf717331012
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

例：●●商店 宇都宮店

例：●●しょうてん うつのみやてん

0000000

選択してください

例：●●町1-2-3

例：●●ビル

0000000 000

★
申請フォームに入力いただいた施設
名が事業専用サイトに表示されます

OKな例：●●商店 宇都宮店

NGな例：株式会社●●商店
株式会社●●商店 宇都宮店

「いちご一会とちぎ旅 地域限定クーポン（電子）取扱店」申込フォーム

「いちご一会とちぎ旅 地域限定クーポン（電子）取扱店」申込にあたり必要事項をご入力の上、入力内容確認ボタンを押してください。
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

選択してください

例：https://www.tochigitabi.net/
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

例： 10:00～18:00

例： 水曜定休

選択してください

例：tochigitabi001@gmail.com

例：tochigitabi001@gmail.com

★
なるべくパソコンのメール
アドレスをご記入ください
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

例：株式会社栃木●●商店

例：かぶしきがいしゃ●●しょうてん

0000000

選択してください

例：宇都宮市

例：●●町1-2-3

例：●●ビル

例：栃木 太郎

0000000 000

例：tochigitabi001@gmail.com

例：tochigitabi001@gmail.com

★
なるべくパソコンのメール
アドレスをご記入ください
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地域限定クーポン（電子）取扱店 申請方法

例：●●銀行

例：0000

例：●●支店

例：000

選択してください

例：000000

例：株式会社栃木●●商店

例：カブシキガイシヤ●●シヨウテン

選択してください
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地域限定クーポン（電子）発行事業者 申請について
（宿泊施設様）
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地域限定クーポン（電子）発行事業者 申請方法

●申請はWEBフォーマットからのみの受付となります。
●現在使用している紙の地域限定クーポンは使用できなくなります。
●地域限定クーポン電子化後は【様式第7号】地域限定クーポン配付実績報告書及び
【様式第8号】地域限定クーポン在庫管理報告書の作成、提出は不要となります。

①事業者申請

発行事業者（宿泊施設様）

④事業者コード付与

事業者コードはメール
にて配信いたします

事務局

②申請内容チェック

申請不備の場合は
申請事業者様へ

ご連絡いたします

③登録承認

⑤スターターキット送付⑥スターターキット受領

①専用フォームから「地域限定クーポン（電子）」発行事業者登録申請

・申請フォームURL

■登録申請一次締切

2022年12月16日（金） 17時
※一次締め切り後も受け付けは可能となりますが、年明け以降の事業開始
に対応できるよう、早めの申請をお願いします。

➁事務局より取扱店様へregion PAY利用マニュアル等のスターターキットを送付
※12月下旬を予定

※発行事業者様にて準備が必ず必要なもの

✓ パソコン
✓ メールアドレス
✓ プリンター機器

地域限定クーポン（電子）発行事業者 申請手順

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qash-ljoerg-
89742417d2a0f1834c3a37938e5f9324

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=qash-ljoerg-89742417d2a0f1834c3a37938e5f9324
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地域限定クーポン（電子）発行事業者 申請方法

例：栃木●●ホテル

例：とちぎ●●ホテル

0000000

選択してください

例：●●町1-2-3

例：栃木 太郎

例：株式会社栃木●●ホテル

例：かぶしきがいしゃ●●ほてる

★
申請フォームに入力いただいた施設
名が事業専用サイトに表示されます

OKな例：栃木●●ホテル

NGな例：株式会社栃木●●ホテル

「いちご一会とちぎ旅 地域限定クーポン（電子）発行事業者」申込フォーム

「いちご一会とちぎ旅 地域限定クーポン（電子）発行事業者」申込にあたり必要事項をご入力の上、入力内容確認ボタンを押してく
ださい。
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地域限定クーポン（電子）発行事業者 申請方法

例：●●ビル

0000000

選択してください

例：●●町1-2-3

例：宇都宮市

例：栃木 太郎

0000000 000

例：tochigitabi001@gmail.com

例：tochigitabi001@gmail.com

★
なるべくパソコンのメール
アドレスをご記入ください


