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クーポン管理App

操作マニュアル

～地域クーポン加盟店向け～
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地域クーポンを利用する

クーポン利用をタップ
クーポン利用前の販売

合計金額を入力
クーポン読み取り 内容確認 完了

➡参照：P.4

本書は、「クーポン管理App」（以降、本アプリ）の操作手順を記載しています。

本アプリは、2022年9月中旬※より「おきなわ彩発見NEXT」に変更いたします。

すでに本アプリをインストールされている場合、上記日程にてアプリが自動アップデートいたします。

※正式な日程は別途事務局よりご連絡します。

「動作環境 」を確認し、下記手順のいずれかの手順で本アプリをインストールしてください。

• QRコードから読み取る

• ダウンロードURLを入力する

• ストアでアプリを検索する

本書では、クーポンの利用、販売に関する手順を記載しています。下記項目から該当する手順を確認してください。

• 地域クーポンを利用する

• 利用履歴を確認する

• 補助金の申請状況を確認する

➡参照：P.3

➡参照：P.4

➡参照：P.4

➡参照：P.4

➡参照：P.1、5

➡参照：P.2、7、11

はじめに

➡参照：P.12
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利用履歴を確認する ➡参照：P.7

利用履歴をタップ
・今日の利用履歴を確認

・確認する利用履歴を検索

詳細を確認する履歴を

選択 内容確認

利用日検索

クーポン番号検索

「詳細を確認する履歴を

選択」画面へ

・利用日で検索

・クーポン番号で検索

・クーポンを読み取って検索
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動作環境

アプリ

Android iOS

機種 OSバージョン 機種 OSバージョン

Xperia SO-02J Android 8 iPhone5s iOS 12.5

ASUS ZenFone Max M2 Android 8.1 iPhone6S iOS 13.1.2

ZenFone 5 Android 9 iPhone 6s Plus iOS 13.6

AQUOS sense3 lite Android 10 iPhone 11 Pro Max iOS 13.7

Xperia SOV38 Android 10 iPhone SE iOS 14

Xperia XZ3 Android 10 iPhoneX iOS 15

Xperia SO-01M Android 11

pixel3 Android 11

OS OSバージョン ブラウザ

Windows 10
chrome

Microsoft Edge

macOS X
chrome

safari

ポータルサイト

動作可能なOSバージョン

Android 8.0以上

iOS 12.0以上

動作確認済み推奨機種

動作可能なOSバージョンとブラウザ

動作可能な画面解像度

1080p以上



4. 「おきなわ彩発見」と入力し、［検索］、または
をタップします。

検索結果が表示されます。

5. ［クーポン管理App］の［入手］、または［インストー

ル］をタップします。

インストールが開始します。

6. インストールが完了すると、ホーム画面に［クーポン
管理］アイコンが追加されます。

QRコードから読み取る

QRコードを読み取り、ストアからアプリをダウンロードします。

ストアでアプリを検索する

Android端末iOS端末

ダウンロードURLを入力する

アプリのインストール

1. ホーム画面で［App Store］、または［Playストア］

アイコンをタップします。

「App Store」、 ［Playストア］が起動します。

2. ［App Store］の場合、画面下部の［検索］をタップ

します。

3. 画面上部の検索窓をタップします。

URLをタップし、ストアからアプリをダウンロードします。

iOS端末：

https://apps.apple.com/app/id1588062067

Android端末：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.densowave.oknw.okinawa 
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クーポン管理...

クーポン管理

クーポン管理App



3. ［地域クーポン］→［クーポン利用］アイコンをタップし
ます。

地域クーポン利用画面が表示されます。

4. 販売金額合計（クーポン利用前）を入力して［次へ］を
タップします。

5.

7.

クーポン読み取り画面が表示されます。

5. 地域クーポンの裏に表示されているQRコードを枚

数分すべて読み取り、［確認画面へ］をタップします。

内容確認画面が表示されます。
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地域クーポンを利用する

1. ［クーポン管理App］アイコンをタップします。

ログイン画面が表示されます。

2. キャンペーン事務局に登録している［メールアドレ
ス］と［パスワード］を入力し、 ［ログイン］をタップし

ます。

メインメニュー画面が表示されます。

補足

一度ログインすると、次回以降のア

プリ起動時には、自動でログインし

ます。

アプリの操作

注意

• メールアドレス：事務局に事

業者登録の申請を行った際

に登録したメールアドレス

• パスワード：ご自身で設定さ

れたもの（※)

※事務局に事業者登録の申請を

行った際に登録したメールアドレス

宛に、クーポン管理システム

(office-oknw@qu-x.com)か

らパスワード登録のメールが送信

されていますので、そのメールに

記載されているURLからあらかじ

めパスワードを登録してください。

mailto:office-oknw@qu-x.com


6. 表示された内容を確認し、［クーポンを使う］をタッ
プします。

完了画面が表示されます。

7. ［メインメニューへ］をタップします。

8.

メインメニュー画面が表示されます。
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3. ［旅行クーポン(宿泊施設)］→［利用履歴］アイコンを

タップします。

利用履歴画面が表示されます。

4. 下記いずれかの方法にて履歴の詳細を表示します。

• 今日の利用履歴の詳細を表示する。

［詳細へ］をタップします。

利用詳細画面が表示されます。

• 表示する利用履歴を検索する。

［詳細検索］をタップします。

詳細検索画面が表示されます。
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利用履歴を確認する

1. ［クーポン管理App］アイコンをタップします。

ログイン画面が表示されます。

2. キャンペーン事務局に登録している［メールアドレ
ス］と［パスワード］を入力し、 ［ログイン］をタップし

ます。

メインメニュー画面が表示されます。

補足

一度ログインすると、次回以降のア

プリ起動時には、自動でログインし

ます。

注意

• ［メールアドレス］、 ［パスワード］

は事務局に申請、登録したものを

入力してください。

• パスワードを登録していない場

合は、事務局に事業者登録の申

請を行った際に登録したメール

アドレス宛に、クーポン管理シス

テム(office-oknw@qu-

x.com)からパスワード登録の

メールが送信されていますので、

そのメールに記載されている

URLからパスワードを登録して

ください。

➡手順6へ

➡手順5へ

mailto:office-oknw@qu-x.com


6. 詳細を確認する項目をタップします。

内容確認画面が表示されます。

7. 表示された内容を確認します。
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5. 下記いずれかの方法にて検索してください。

• 利用日を指定して検索する。

［利用日］を選択し、検索する利用日の範囲を設

定して［検索］タップします。

利用詳細画面が表示されます。

• クーポン番号を指定して検索する。

［クーポン番号］を選択し、検索するクーポン番号

を設定して［検索］タップします。

内容確認画面が表示されます。

• クーポンを読み取って検索する。

［クーポンを読み取って検索］をタップします。

クーポン読み取り画面が表示されます。旅行クーポン

の裏に表示されているQRコードを読み取ります。

内容確認画面が表示されます。

➡手順6へ

➡手順7へ

➡手順7へ
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ログイン

1. Webブラウザにて、下記URLにアクセスします。

https://oknw-shop.qr-ux.com/login

ログイン画面が表示されます。

2. キャンペーン事務局に登録している［メールアドレス］と［パスワード］を入力し、 ［ログイン］をクリックします。

お知らせの確認

1. ［お知らせ］をクリックすると、事務局からの新着情報が表示されます。

ポータルサイトの操作

1. 画面右上の施設名をクリックし、［ログアウト］を選択します。

ログアウト

注意

• メールアドレス：事務局に事業者登録の申請を行った際に登録したメールアドレス

• パスワード：ご自身で設定されたもの（※)

※事務局に事業者登録の申請を行った際に登録したメールアドレス宛に、クーポン管理システム

(office-oknw@qu-x.com)からパスワード登録のメールが送信されていますので、そのメールに

記載されているURLからあらかじめパスワードを登録してください。

mailto:office-oknw@qu-x.com
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パスワードの変更

1. ［設定］→［アカウント設定］をクリックします。

アカウント設定画面が表示されます。

2. ［現在のパスワード］、［新しいパスワード］、［新しい
パスワード（確認）］を入力します。

3. ［更新］をクリックします。

補足

画面右上の施設名をクリック

し、［パスワード変更］からも変

更できます。



1. ［地域クーポン利用］→［利用履歴（加盟店向け）］をク
リックします。

利用履歴（加盟店向け）画面が表示されます。

2. 検索するクーポンのクーポン番号、クーポン利用日
時（開始）、クーポン利用日時（終了）を設定し、［検

索］をクリックします。

検索結果が表示されます。

3.
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地域クーポンの利用履歴を確認する

補足

少なくとも1つの検索条件を設定す

る必要があります。

補足

［CSV］出力をクリックすると、表示

されている履歴一覧をCSV形式で

ダウンロードすることができます。
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補助金の申請状況・入金額を確認する

1. ［補助金集計］をクリックします。

補助金集計画面が表示されます。

2. 締め一覧が表示されます。詳細を確認したい締めの
［明細］をクリックすると、ポップアップで詳細が表示

されます。

ポップアップが出現し、明細が表示されます。

3.

補足

［CSV］出力をクリックすると、表示

されている履歴一覧をCSV形式で

ダウンロードすることができます。
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改訂履歴

版数 発行日 改訂内容

第1版 2021年11月1日 初版発行

第1.1版 2021年11月10日 アプリインストールのURL、QRコードの修正(P.3)
ログインに関する注意事項の修正（P.4,6）

第1.2版 2021年11月16日 「利用履歴を確認する」を追加（P.2,7)

第1.3版 2022年8月29日 アプリ変更に伴う修正


