
やまなしグリーン・ゾーン旅割　region PAY（電子クーポン） よくあるお問合せ

【用語説明】

MPM方式：アプリ利用のみ対応可能

CPM方式：アプリ利用・紙クーポン両方の対応可能
2023/1/20

カテゴリー No.
事業者

区分
問い合わせ内容 対応内容

1 ALL regionPAYについての説明用動画はありますか。 やまなしグリーン・ゾーン旅割事務局のホームページ内にございます。

2 ALL
利用者は、今あるregionPAYとは別にregionPAY ALPHAアプリをダウンロードしなければい

けないのですか。

現在appストア、Google Playでダウンロードできる「regionPAYアプリ」にて利用可能です。ALPHAのアプリはありませ

ん。

3 ALL 事業者は、準備として何が必要ですか。スマホやタブレットでも可能ですか。

【旅行会社及び宿泊施設】

クーポン発行のためのPCとプリンターが必須になります。

【クーポン取扱店舗】

・店舗QRを管理画面より出力していただくためのプリンター

・お客様のQRを読み取るためのスマホやタブレット等（CPM方式の場合）

※QRコードを貼り付ける台紙は1/18（水）頃の発送を予定しております。それまでは、HPまたはregion PAY管理画

面に掲載の台紙をご活用ください。

4 ALL Android 8.81のデバイスでregionPayは使用できますか。 可能です。Android OSの推奨は7.0以上となります。

5 ALL 事業期間中にregionPAY ALPHAのサービス仕様が更新されることはありますか。 運用開始後の仕様変更は予定しておりませんが、システムエラー等があった際にはメンテナンスが入る可能性があります。

6 ALL 複数端末での管理画面の同時ログインが可能ですか。 複数の端末で同時にログイン、作業が可能です。

7 ALL
PCやブラウザに指定の仕様はありますか。

以下が推奨バージョンとなっており、恐れ入りますがその他については正常動作の保証ができかねます。

　Windows11、Windows10：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。

8 ALL クーポン発行システムの導入について（費用・対応）教えてください。
費用はかかりません。

クーポンは出力する必要があるため、メール/インターネット環境、プリンターをご用意ください。（印刷は白黒でも可）

9 ALL ●●道府県もregionPAYを使用しますか。 申し訳ございませんが、こちらでは分かりかねます。

10 ALL （regionPAYシステムの）ログインIDを忘れました。 ログインIDは事業者コードとなります。

11 ALL （regionPAYシステムの）ログインパスワードを忘れました。
パスワードの変更はregionPAY管理画面より可能です。

マニュアルをご確認の上、ご対応をお願いします。

12 ALL
正しい事業者コードとパスワードを入力したが、管理画面にログインできない場合はどうしたらよ

いですか。

ご入力いただいたIDとパスワードに間違いがないか、再度ご確認をお願いいたします。

例）入力した文字に「全角」が混ざっていないか

　　　→ 正：abc1234　　誤：ａｂｃ１２３４

例）数字や記号に間違いがないか

　　　→ 「０とO」や「Iとl」など

13 ALL PC以外のタブレット・スマートフォンでも管理画面を見ることは可能ですか。 可能です。対応ブラウザについては、No.7 regionPAY推奨環境をご参照ください。

14 ALL
正しい事業者コードとパスワードを入力したが、管理画面にログインできない場合はどうしたらよ

いですか。

ご入力いただいたIDとパスワードワードについて、以下のご確認をお願いいたします。

・入力した文字に「全角」が混ざっていないか → 正：abc1234　　誤：ａｂｃ１２３４

・数字や記号に間違いがないか → 「０とO」や「Iとl」など

15 ALL 事業者コードが分かりません。 事務局までメールにてご連絡ください。

16 旅

日帰り商品の場合、旅行会社がお客様にクーポンを手交するという理解でおります。

各県で条件やアプリが異なりますが、この連絡は一括して統一窓口から各旅行会社にしていた

だけるのでしょうか？

都道府県事務局から要請があれば旅行会社にシステムを通じて事務連やメール発信は可能です。

詳細は統一窓口の都道府県担当者に確認してください。

17 宿・旅 クーポンはいつ発行すればよいでしょうか。
宿泊施設においてはチェックイン日までに、日帰りを扱う旅行会社は該当の旅行日までに発行してください。クーポンは1

月6日より発行可能となります。

18 旅 クーポンの有効期限はいつまでになりますか。 【日帰り】旅行当日の23:59 までとなります。

19 宿 【宿泊を伴う旅行】チェックイン日からチェックアウト日の 23:59 までとなります。

20 旅 日帰り旅行のクーポン発行時に旅行日は、何を入れればよいですか。 実際にその日帰りプランのツアーが始まる日付を記入ください。

21 宿 連泊の場合のクーポン発行方法について教えてください。
クーポン発行画面にて、旅行開始日と宿泊数を入力いただけましたら、宿泊日数分がまとめて1人1枚のクーポンになって

発行されます。尚、突然の旅行者の減泊等の可能性を考慮し1泊毎のクーポン発行も可能です。

22 宿・旅 複数名で宿泊・全員が対象者の場合、1人1枚ずつ発行したらよいでしょうか。 クーポン発行時に「利用者人数」欄に旅行者の総人数をご入力いただくと、1人1枚ずつクーポンが発行されます。

23 宿・旅 No.21・22共通の事例

3名で3泊4日の旅行をする場合のクーポン発行：新規クーポン発行画面にて、「宿泊数」→3泊を選択、「利用者人

数」→3と入力すると泊分のクーポン金額が合算になったクーポンが1人1枚発行されます。（発行店の管理画面上では

3行で表示されます。）

24 宿・旅 1回のクーポン発行は何人分まで発行可能ですか。 ９９９人までです。

25 宿・旅
小さなお子様がいる家族等で大人がクーポンを利用することが明らかな場合、事前に準備が

必要ですか。
発行事業者（旅行会社及びホテル）は特に何もございません。通常通り、対象者の人数分発行をして下さい。

26 宿・旅

お客様に配る紙の印刷設定が知りたいです。

・紙質は普通紙で良いですか？

・紙サイズはA4ですか？別の紙サイズは使用可能ですか。

基本はA4ですが、他サイズでも読み取り可能であれば問題ございません。紙質も問いません。白黒印刷でも大丈夫で

す。

27 宿・旅 クーポン印刷方法を教えてください。
事務局より送付のID/パスワードにて管理画面へログイン。

クーポン印刷方法は管理画面マニュアル（P27）よりご確認ください。

28 宿・旅 複数人いる場合、1人分ずつ印刷をしないと駄目ですか。

100名分まではクーポンを一括で印刷することも可能です。予め減員が分かっている場合は一括印刷前に、該当クーポ

ンを個別キャンセルしてから一括印刷する運用をお勧めいたします。

（印刷したクーポン破棄の手間が省けるため）

29 宿・旅 クーポン発行しようとしたが、ダッシュボードにクーポン発行が出てきません。

下記をご確認ください。

・親アカウントでログインしていないか。（子アカウントでしかクーポン発行はできません）

・パスワードを変更していただいているか。

・画面のクジラマーク（reigonPAYロゴ）の横の三になっているところを押してもダッシュボードの表示は変わらないか。

・ダッシュボードは全て表示されているか、隠れていないか。

＜補足＞

・親アカウント（本社・管理部門に付与される）　→ID末尾3桁：000

・子アカウント（各支店に付与される）　→ID末尾3桁：001・002・003・・・・

30 宿・旅 管理画面上でキャンセル可能ですか。 可能です。

31 宿・旅
利用予定日が変更になった場合は一旦クーポンのキャンセル処理をしてから再発行になります

でしょうか。
ご認識の通りです

32 旅
旅行開始後で既にクーポンをお渡し済みの場合に、人数変更の依頼があった場合、クーポンの

発行はどうすればいいですか。

【人数減の場合】

管理画面マニュアルにキャンセル方法の記載がありますので、そちらを参照の上クーポンを使用（アプリチャージ含む）され

る前にキャンセル処理と不要なクーポンの回収を行ってください。

【人数増の場合】

追加人数分を発行してください。

33 宿
連泊のお客様について、チェックイン時に2泊目以降のクーポンをお渡ししており、翌0時以降に

クーポンチャージ済の上でキャンセルとなった場合の対応方法は有りますか。

宿泊施設の責務にて旅行者へ「クーポンが利用されている事が判明した際には後日該当金額を請求させていただく」旨を

必ずお伝えいただき不正利用を防止ください。

減泊・減員

キャンセル等

【事業者区分】

①宿・・・宿泊施設、②旅・・・旅行事業者、③加・・・クーポン加盟店　④ALL・・・①～③全て

regionPAY

（導入）

について

管理画面

ログイン

クーポン

発行

印刷

※宿泊施設、旅行事業者、クーポン加盟店共通のよくあるお問合せになっています。
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やまなしグリーン・ゾーン旅割　region PAY（電子クーポン） よくあるお問合せ

【用語説明】

MPM方式：アプリ利用のみ対応可能

CPM方式：アプリ利用・紙クーポン両方の対応可能
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カテゴリー No.
事業者

区分
問い合わせ内容 対応内容

【事業者区分】

①宿・・・宿泊施設、②旅・・・旅行事業者、③加・・・クーポン加盟店　④ALL・・・①～③全て

※宿泊施設、旅行事業者、クーポン加盟店共通のよくあるお問合せになっています。

34 宿 チェックイン窓口が無くクーポンを発券、お渡しができない場合どうなりますか。 直接渡しが原則です。本事業の補助金適用の条件に本人確認があるため、その際にお渡しください。

35 宿・旅 クーポンが発行できない場合はどのようにすればよいでしょうか。

事務局へご連絡をお願いいたします。以下の項目についてヒアリングさせていただき詳細をお調べします。

【ヒアリング事項】

　・事業者情報（事業者名／施設名／施設ID）

　・使用ブラウザ（Chrome・Safariなど）

　・使用ブラウザのバージョン

　・発行までの操作経緯

　・エラー画面が表示される場合はその詳細

36 宿・旅 団体で登録した場合一部の人のキャンセルは可能ですか。 可能です。

37 宿・旅 団体で発行した場合、個人名は出ますか。 出ません。

38 宿・旅
団体の場合は団体名で皆さんにお渡ししてよいですか。

それとも個人名で全員分の氏名入力が必要ですか。

団体の場合、発行時に全員分氏名入力は不要です。

発行時入力する代表者名が全クーポンに印字される形となりますので、

発行事業者によって団体名で入力するか、個人名で入力するかにより異なります。

39 宿・旅
団体・修学旅行の場合、代表者がクーポンをアプリにチャージした後、アプリ登録をしている参

加者に分配する機能はありますか。
アプリで代表者が参加者に分配する機能はありません。

40 宿・旅
修学旅行の場合、参加者が当日スマホを持っていないケースが大半かと思いますが、どういう

対応になりますか。
regionPAYはアプリでも、紙でもご利用可能です。

41 加 利用店設置POPのサイズ指定はありますか。 指定はございませんが、店舗側で印刷したQRコードが貼付可能なサイズでお願いします。

42 ALL 事務局から提供の制作物（マニュアル等）はいつ届きますか。
マニュアル等は、やまなしグリーン・ゾーン旅割事務局のホームページに掲載しております。

QR貼付用の台紙は1/18頃に発送いたします。

43 ALL 事業のロゴデータなどは支給してもらえるでしょうか。
やまなしグリーン・ゾーン旅割事務局のホームページに掲載しております。

https://yamanashi-tabiwari.com/pdf/gzlogo.pdf

44 加
店舗にてスマホを用意できないのですが、クーポンを店舗側で読み込んで決済する方式はとれ

ないということでしょうか。

はい、そのようになります。

可能な限り、QRコードを読み取ることができる端末をご準備ください。（MPM方式でのお申込みも可能です）。

ブラウザ上の管理画面での対応となりますため、店員の個人スマホでも読み取り可能です。

45 加

チェーン店などが代表メールアドレスでアカウントを作成する場合、代表アカウントが1つできると

いう理解でおります。

個別店舗ごとに利用実績を取ることは可能でしょうか？

アカウント数はアドレス数に依存していません。あくまで店舗数に依存していますので同じアドレスで何店舗登録頂いても

構いません。ただしID/パスワード連絡のメールが登録した店舗の数だけそのアドレスに届きますので、ログイン時に注意頂

く必要があります。

46 加 アカウントを複数作成すれば、アカウント毎の実績も確認可能でしょうか？
親事業者のアカウントでは子店舗毎の決済履歴が確認可能です。

また、子店舗それぞれのアカウントは自店舗の決済履歴の確認が可能です。

47 加

店舗ごとに管理画面を作成すると理解しておりますが、店舗ごとに個別のメールアドレスが必要

でしょうか？（チェーン店などは事業所の代表アドレスのみで、個別店舗のアドレスがない場合

があります。）　またメールアドレスが必要な場合、キャリアメールも利用は可能でしょうか？

パスワード管理等を厳格に出来れば代表アドレスのみでも問題ございません。

キャリアメールは、キャリアによってはセキュリティが厳しく、region PAY及び事務局からのメールが届かないケースが多発し

ているため可能な限りお控えください。

48 加 コンビニなどはレジのシステム改修などが必要ないですか。
レジとの連動はしませんので、不要です。レジ決済時には紙の商品券と同様、商品券利用等入力頂き売上計上頂く流

れが一般的です。

クーポン

加盟店

アプリ関係

49 加 アプリに店舗情報が反映されるタイミングはどんなスケジュールですか？

①事務局にて店舗情報を管理画面へ取込(.csv)

②申請時の登録のメールアドレス宛てに事業者コードと仮パスワードを送付。

③管理画面へログインし、登録されている店舗情報を確認

④初期設定ではMAPへ「非公開」となっているため、QRコードの設置等準備が整い次第、「公開」に設定変更

⑤リアルタイムでアプリ内MAPへ表示

※利用者側端末側にキャッシュが残っている等の要因によりすぐに反映できないケースもあります。

50 加 管理画面で画像をアップロードするとどこに反映されますか。また、画像は必ず必要でしょうか。

regionPAY管理画面より店舗の外観や内観等の画像をアップロードいただいた場合は、店舗基本情報と合わせてアプリ

上の『近くの使えるお店』にて画像付きで掲載されます。

画像がない場合も店舗基本情報については掲載されますので画像のアップロードは必須ではありません。

51 加 regionPAYの「近くの使えるお店」の地図に印はあるが店舗名が表示されません。

同じ住所内に複数店舗がある場合や隣り合っている場所に店舗が固まっている場合、まとめての表示になり、店舗の紹

介画像が出ない仕様でございます。

対処方法といたしましては、加盟店のregionPAY管理画面の事業者詳細より店舗のマップ設定にて、MAPピンの位置

を店舗住所上問題ない程度で現状の位置から少しずらしていただくことで解消する場合がございます。

52 加 管理画面からクーポン加盟店舗自身が店舗情報などを変更することは可能ですか。

お店の詳細（営業時間、定休日、お店の紹介コメント）は変更可能ですが、基本情報（店舗名・住所・電話番

号）、店舗WEBサイトのURL、決済方法（MPMのみ or MPM/CPM）は管理画面上では変更することができませ

ん。変更したい場合は、事務局での対応となるためメールにてご依頼ください。

53 加 クーポンと現金・電子マネー・クレジットカードを併用して決済は可能ですか。
可能です。ただし、加盟店側の事情によりその対応が取れない場合は、予め書面等で利用者に明示した上でお断りする

ようにしてください。

54 加
支払時、地域クーポン残高が支払金額に満たない場合、明記しておけばお断りすることはでき

ますか。

利用者の地域クーポン残高不足時においては、地域クーポンと現金合算にて対応を行って下さい。

ただし、加盟店側の事情によりその対応が取れない場合は予め書面等で利用者に明示した上でお断りするようにして下

さい。現金以外の他の支払い方法での合算も可能です。（クレジットカード、電子マネー等）

55 加
お客様が紙クーポンを持参し、店舗側でQR読み込みを行う場合、そのQRの残高を確認する

ことはできますか？
可能です。

56 加

お客様のregionPayアプリで金額を指定して支払う場合（MPM方式）、店舗のレジで”決

済しました”などの通知確認ができるようになりますか。お客様スマホの画面確認だけでは不

安。

PayPayなど他社システムでも同様な仕組になるかと思います。不安であれば決済ごとに管理画面を確認いただければ

販売状況を確認することが可能です。ただし頻繁に決済をするような店舗では、お客様をお待たせすることになるため

毎回の確認は難しいかもしれません。

regionPAYアプリと店舗レジ間でPOS連携することはできない為、店舗のレジで決済確認は不可となります。

管理画面にアクセスすれば都度確認は可能ですが、運用面を考えるとアプリでの決済完了画面確認を徹底いただくよう

お願いいたします。

57 加

アプリ＆紙クーポン対応で申し込んでいるが、忙しいことが多くアプリのみで対応したい。時間が

あるときは紙クーポンの対応もしたいが、アプリのみで登録して、状況に応じてアプリ＆紙どちらも

対応するのは問題ないでしょうか。

MPM・CPM方式の場合は、常時両方で対応が必須となります。

MPM方式のみの場合は基本はアプリのみの対応となりますが、状況に応じて紙クーポンの対応をしていただいても問題あ

りません。

58 加 クーポンを決済しようとしているが、「使用済み」となります。
加盟店舗にて管理画面より、売上一覧から該当分の処理がされていないか確認をお願いします。また利用者がアプリ利

用の場合は、アプリ内取引履歴より該当クーポンに関して使用履歴がないかどうか確認してください。

減泊・減員

キャンセル等

団体の取扱い

クーポン

加盟店

導入

クーポン

加盟店

決済関連

クーポン

加盟店

決済関連
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やまなしグリーン・ゾーン旅割　region PAY（電子クーポン） よくあるお問合せ

【用語説明】

MPM方式：アプリ利用のみ対応可能

CPM方式：アプリ利用・紙クーポン両方の対応可能
2023/1/20

カテゴリー No.
事業者

区分
問い合わせ内容 対応内容

【事業者区分】

①宿・・・宿泊施設、②旅・・・旅行事業者、③加・・・クーポン加盟店　④ALL・・・①～③全て

※宿泊施設、旅行事業者、クーポン加盟店共通のよくあるお問合せになっています。

59 加 紙クーポンのQRコードが読み込めません。

エラー・アラートメッセージが出ていますか。

【出ていない】

管理画面から券面に記載の20桁のチャージコードを入力すれば決済が可能です。

詳細はマニュアル参照。

【「無効なチャージコード」と出ている】

「無効なチャージコード」のエラー文言がでる場合、お客様がアプリにチャージ済みかと思われます。その場合、店舗側での

決済はできません。お客様のアプリより決済していただくようご案内ください。

【その他よくある事象】

・regionPAYクーポン以外のQRコードを読み込んでいる。

・管理画面にログインしていない。

・ログインしているが、ブラウザがシークレットモードやプライベートモードになっている。

・QRコードを読み込んだ後の遷移先がログインしているブラウザと異なる場合。

 ⇒ご利用機種により対応方法は異なりますが、読み取り後の遷移先のブラウザでログインしていただくことをお勧めくださ

い。

60 加 誤った決済をしてしまった場合、店舗で返金対応は可能ですか？
店舗管理画面より、クーポン利用当日内であれば、返金処理が可能です。返金すると利用者のアプリへもポイントが戻り

ます。

61 加 一度決済したクーポンのキャンセル方法を教えてください。
決済日当日の場合は管理画面にて返金対応が可能ですので、管理画面マニュアルをご参照の上、店舗様にてご対応く

ださい。利用者にはアプリ利用・紙利用問わず、即時返金されます。

62 加 月ごとに入金された金額の実績を確認することはできますか。

決済一覧よりCSVをダウンロードいただき、該当期間分のデータをご確認いただくことは可能です。管理画面上で表示さ

れる決済金額に基づき、振込を行いますが、イレギュラー等が生じた場合は管理画面上では反映されていない場合がご

ざいます。

63 加 利用されたクーポンの換金にはどんな手続きが必要ですか。
使用されたクーポン額に応じて入金を行いますので、お手続きは不要です。使用されたクーポン額の詳細については、加

盟店舗登録後にお伝えする管理画面にて確認が可能です。

64 宿・旅 利用者からアプリにチャージできないと言われたが、対応はどうしたらいいですか？

・カメラで読み込めない場合 → カメラの設定が許可になっているか確認

 【Android参考資料：https://limehair.jp/faq/app_function/picture/cant_use_camera_android】

 【iPhone参考資料：https://pc-karuma.net/iphone-ipad-privacy-settings-app-camera/】

 ・管理画面マニュアルに掲載のトラブルシューティングをお試しいただく

 ※上記対応しても解消しない場合、アプリから紙クーポンに戻させていただきます。

65 宿

宿泊施設で紙を手交する際、紛失や破損を想定したバックアップとして紙を写真に撮っておくよ

う案内してもよいですか。又、その紙原本でなく、写真を店舗に提示しても（QRが読み取りで

きる限り）問題はないですか。

原本での運用が大原則となりますので、写真を撮るよう積極的に促すことは避けていただいたほうが良いかと思います。写

真での使用を店舗側が不審に思い受け取り拒否をするなど、不要なトラブルが発生する可能性がございます。

66 加 使用済みの紙クーポンは店舗で保管が必要ですか？ お客様名等個人情報が入っているため、お客様にお返しください。

更新履歴

更新日 頁

R.5.1.16 P.1

更新内容

№23　問い合わせ内容の№22・23→№21・22へ変更

その他

クーポン

加盟店

実績

換金

クーポン

加盟店

決済関連
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