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宿泊施設様が旅行者から直接予約を受け現地にて精算をする場合、旅行者より
割引額を差し引いた金額を受け取ります。宿泊施設様は割引相当額の補填分に
ついての請求を、STAYNAVIを通じておこなってください。そのためには必ず
STAYNAVIのご登録をお願いします。

①　キャンペーン事務局への参画登録

②　STAYNAVIへの登録　

③　STAYNAVIのマイページ作成　（②の手続き中でも③の作成はできます）

【おきなわ彩発見NEXT】に参画し、宿泊施設様が直接受けた予約分に対して旅行者に割
引を行うためには、事務局に登録が必要です。（問い合わせ先は、本マニュアル最終ペー
ジ参照）事務局へ参画登録が終わりましたら、②③へお進みください。

宿泊施設様が直接受けた予約分に対して旅行者に割引を行うためには、STAYNAVI登録が
必要です。登録後、管理画面をお渡しします。
※すでにSTAYNAVI登録があり、管理画面をご利用中の宿泊施設様は、新たなご登録は不
要です。お持ちの管理画面をご利用いただけます。

　✔　登録後、管理画面でキャンペーン参加申請（受付設定）が必要です。
　　　受付設定をすることで、直接受けた予約分に対しての割引額相当の
　　　宿泊割引クーポンが施設様にて発行可能となります。
　✔　発行された宿泊割引クーポンの修正、更新をします。
　✔　割引額など宿泊割引クーポンの管理を行います。
　✔　毎月締めを行い、審査を通過した対象の宿泊割引クーポンの金額（補填額）が
　　　翌月末までに振り込まれます。

STAYNAVI新規登録はこちら：https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification

STAYNAVI管理画面の操作方法、宿泊割引クーポンの修正方法、精算の流れなど詳細は
本マニュアルの各説明ページよりご確認ください。

割引額を反映して旅行者との精算を行うためには、宿泊割引クーポンの発行が必要です。
宿泊割引クーポン発行は旅行者がSTAYNAVIの会員登録をおこない、
マイページにて発行します。また、宿泊施設でもマイページを作成することで、
旅行者に代わって宿泊割引クーポンを代理発行することができます。

　✔　宿泊割引クーポンを発行します。

STAYNAVIマイページ登録はこちら：https://staynavi.direct/member

マイページ登録、宿泊割引クーポン発行方法など詳細は本マニュアル各説明ページよりご
確認ください。
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STAYNAVIご利用で予約の割引を行うために

https://mng.staynavi.direct/regist/EmailVertification
https://staynavi.direct/member


宿泊割引クーポンについて

同行者氏名（カナ）と都道府県・住所は必須入力となります
・同行者氏名（カナ）、都道府県、及び住所は必須入力です。
　宿泊割引クーポンの内容に不足や間違いがあった場合は、締め日までに修正が必要です。
　管理画面から修正します。（修正した宿泊割引クーポンは宿泊者の署名が必要です。）
・同行者欄に代表者住所が複製されたままなど、正しい情報が登録されていない宿泊割引クーポ
　ンは、給付対象外となる場合がありますのでご注意ください。
・同行者情報入力は不正防止の観点からも必須としております。
　事業中または事業終了後に宿泊割引クーポンの提出を求める場合があります。

重要なお知らせについて
・STAYNAVI操作マニュアルは改定される場合がございます。各手続きの前に必ずSTAYNAVI
　マニュアルページ：https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/ から最新版を
　ご確認ください。
・STAYNAVIサポートセンターからの重要なお知らせは、随時メールで届きます。
　ご登録頂いております代表メールアドレスを必ずご確認ください。

・チェックイン日を過ぎると宿泊割引クーポンの発行はできません。
・宿泊割引クーポンの発行漏れは給付対象外となりますので、予約を受けたらすみやかに宿泊
　割引クーポンの発行を確認してください。必要があれば代理発行します。

宿泊割引クーポンの変更・修正について
・宿泊割引クーポンは締め日を過ぎると同行者入力などの内容変更・修正は不可となります。
　必ず締め日までに行なってください。

宿泊割引クーポンの精算について
・宿泊割引クーポンの発行漏れ・実績ステータスの更新漏れは給付対象外となります。
・毎月の精算締め日（毎月5日または事務局指定日）までに、宿泊割引クーポンの実績ステータ
　スを「宿泊（承認）」に更新すると、精算対象となります。
・精算対象期間の各宿泊割引クーポンの実績を正しく登録してください。
　宿泊済みであれば「宿泊（承認）」、キャンセルであれば「キャンセル・NoShow」へ更新
　してください。
・間違った受給があった場合、不正受給とみなされる場合があります。返金を求めます。
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深夜0時を過ぎた場合の当日予約について
・翌日以降のチェックイン日で宿泊割引クーポンを作成し、管理画面上でチェックイン・チェッ
　クアウト日を修正の上、印刷し代表者に署名をもらってください。

STAYNAVIをご利用頂く上での重要事項

https://gotoinfo.staynavi.direct/campaign/manual/


管理画面設定の流れ
【ステップ１】STAYNAVI管理画面にログイン

【ステップ２】参加申請する

①STAYNAVI管理画面にログインする
https://mng.staynavi.direct/admin/login
                                            
※はじめてログインする場合は、STAYNAVI新規登録の
　登録完了の通知メールに、ログインURLとともに、
　システムで自動発行されたパスワードが記載されています。
※パスワードの変更は、管理画面ログイン後「施設情報設定」
　より「パスワード変更」で行ってください。

②「その他設定」→「稼働/非稼働設定」をクリック

③キャンペーン参加条件に同意の上、
  【おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態】の「参
　加申請」に　チェックを入れる
　
④「保存する」をクリック

　　　　　　
⑤【おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態】
　の表示が「参加申請済」になっているか確認する

⑦
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⑥「その他設定」→「稼働/非稼働設定」
　をクリック

⑦チェックイン時に配布する地域限定クーポン等
　の準備ができたら受付準備ができたら【受付】
　に　チェックをいれる

⑧「保存する」をクリック

※【受付】にすると宿泊割引クーポンの発行ができます。
※【停止】のままでは宿泊割引クーポンの発行ができません。

◉

【ステップ３】受付にする

◉

参加申請の承認審査は数日から1週間ほど要します。
承認通知メールが届いたら【ステップ3】へ

④

おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態③

おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態

①

②

おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態

④

⑤

⑥

⑧

1．参加申請

  おきなわ彩発見NEXTの参加・受付状態 ③

https://mng.staynavi.direct/admin/login


STAYNAVI登録情報更新および宿泊施設公式ホームページでの案内

【ステップ１】STAYNAVI管理画面にログインする
①管理画面にログインする
https://mng.staynavi.direct/admin/login

②「施設情報変更」「施設画像登録」から登録内容に
　間違いがないか確認し、間違いがある場合は正しい
　情報に修正する

※旅行者が閲覧するSTAYNAVIサイト上に、ここで
　登録した情報が掲載されます。

　・宿泊施設様の写真
　・地図情報に所在地を表示するための緯度・経度
　・公式サイトのURL
　・その他詳細、説明文等

※「申込情報変更」では営業許可証通りの施設名等の
　ご登録が必須ですが、この「施設情報変更」では
　サイト掲載する施設名を通称などに登録いただく
　ことも可能です。

※こちらの登録の施設名が宿泊割引クーポンを発行す
　る際の施設名検索に表示されます。
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【ステップ２】施設情報を登録する

①

②

2．受付開始までの作業

https://mng.staynavi.direct/admin/login


【ステップ３】口座振替とPaidの登録をする
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＜口座振替のご登録について＞
STAYNAVIでは宿泊施設様の利便性向上と振込手数料のご負担をなくすため、口座振替の
ご登録をお願いしております。また、口座振替がご利用いただけない場合の支払い方法と
して、Paidのご登録も併せてお願いします。
なお、給付金の重複申請などによる返金、その他STAYNAVIの新サービス等のお申込みが
ない限り、口座振替やPaidでの請求は発生しません。

　✔　すでにご登録の口座と同じ口座にてご登録手続きとなります。
　✔　口座振替となる場合、月末締め、翌月末の引き落としとなります。
　✔　口座振り替え手続きができなかった場合は締め月の翌々月に「Paid」でのご請求に
　　　切り替わります。Paid利用時はシステムの利用料（請求額の3%）がかかります。
　✔　毎月10日までに依頼書を送付いただいた場合、翌月末の引き落とし手続きが間に合う
　　　予定です。※4月など銀行繁忙期はご登録が遅れる場合があります。
　✔　管理画面より口座振替依頼書をダウンロードし、「口座名義人」の記入、および
　　　「銀行印」捺印の上、事務局まで送付ください。
　✔　ご登録の口座変更がある場合、管理画面より変更登録の承認後、あらためて
　　　口座振替依頼書を事務局までおくっていただく必要があります。
※この一連のサービスは、りそな決済サービス株式会社、株式会社ラクーンフィナンシャル、日本アウトソース株式会社と共同で提供しています。

③「申込者情報変更」
　間違いがないか確認し、間違いがある場合は正しい情報
　に修正する

※法人の場合、国税庁にご登録の内容と相違がないか、
　ご確認ください。相違があるとエラー表示になります。
　正しい法人番号の入力、情報取得のボタンを押して、
　内容を国税庁登録内容に一致させて登録をお願いしま
　す。（審査には数日～1週間ほどかかります）

④「支払情報管理」より口座振替の手続きとPaid登録を
　する

※口座振替のご登録をされていない、もしくは口座残高不足等によ
　り振替ができなかった場合は、Paidによるご請求をさせていただ
　きます。
　Paidによるご請求となった場合は、システム手数料として請求額
　の3％を上乗せしてご請求させていただきます。
　手続き詳細は管理画面をご覧ください。

●口座振替とは：
　全国の提携金融機関ネットワークを通じて、お客様の取引金融機関の預金口座から自動振り替
　えで代金を引き落としするサービスです。

●Paidとは：
　Paidは、法人・個人事業主のお客様を対象とした締め支払い（後払い）の決済サービスです。

③

④

2．受付開始までの作業



⑥施設公式ホームページに掲載するプラン内容に、「おきなわ彩発見NEXT」である旨を記載する
※プランやメールの本文に入れられない場合は、ホームページに説明するページを作成する等、
　割引には必ずSTAYNAVIにて宿泊割引クーポンの発行が必要な旨を表記してください 。

【ステップ5】施設公式ホームページに掲載するプラン内容を作成する

プラン名＜おきなわ彩発見NEXT 割引対象＞朝食付きプラン

ご注意事項：おきなわ彩発見NEXT対象プランを予約される方へ

本プランの予約が完了した時点では、おきなわ彩発見NEXTの割引は適用されません。
予約後STAYNAVI（ステイナビ）サービスに移動し、おきなわ彩発見NEXTの割引の手続き
を
行ってください。
宿泊割引クーポン発行後、フロントにSTAYNAVIで発行された宿泊割引クーポンを
提示することにより割引が適用となります。

◇STAYNAVI　マイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）
https://staynavi.direct/login

＜サンプル＞

⑤施設公式ホームページに
　「おきなわ彩発見NEXT」対象施設であ
る
　文言を記載する

事務局ページに参画施設一覧が掲載されますが
すべての宿泊プランが対象と認識される可能性が
あります。割引対象外の宿泊プランがある場合は
「対象外」であることを明記してください。

※施設公式ホームページにキャンペーン詳細ペー
　ジや、割引対象の宿泊プラン一覧を掲載するな
　どして、どのプランの予約が「おきなわ彩発見
　NEXT」 対象となるのか、旅行者にわかるよう
　に記載してください。 

【ステップ4】施設公式ホームページにキャンペーン参画施設であることを記載する

＜おきなわ彩発見NEXT対象＞朝食付きプラン

＜イメージ＞

２名１室利用時
　お一人様　７，５００円(税込)
３名１室利用時
　お一人様　７，０００円(税込)

見本
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お電話でのご予約、または公式ホームページからのご予約
が対象です。ご予約後、マイページにて割引クーポンを発
行し、チェックインの際、宿泊施設へご提示ください。
身分証、ワクチン接種証明などの確認書類の詳細はキャン
ペーン事務局のサイトでご確認ください。お忘れになると
割引適用ができなくなりますのでご注意ください。

2．受付開始までの作業

https://staynavi.direct/login


⑦旅行者に送信するメールの内容に「おきなわ彩発見NEXT」のご利用条件を明記する

【ステップ6】予約いただいた旅行者に自動送信されるメールのひな型を作成する

ご予約ありがとうございました。山田太郎様のご予約情報は下記になります。
予約者名　山田　太郎　
宿泊日　2022年10月16日　

ご注意事項：おきなわ彩発見NEXT対象プランを予約された方へ

本メールが到達した時点ではおきなわ彩発見NEXTの割引は適用されておりません。

下記、STAYNAVI マイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）に移動し、
おきなわ彩発見NEXTの宿泊助成の手続きを行ってください。
予算が上限に達した場合は、宿泊割引クーポンを発行することができません。
この場合は割引の適用はできませんのでご注意ください。
予約後直ぐに宿泊割引クーポンの発行をお願いいたします。

チェックイン時にフロントでSTAYNAVIで発行された宿泊割引クーポンを提示することにより
割引が適用となります。
※宿泊割引クーポンは印刷してお持ちいただくことをお勧めいたします。
※スマートフォンなどの画面提示でも有効です。
※チェックイン時に参加者全員の身分証およびワクチン接種証明書等の提示も必要です。

◇STAYNAVI　マイページのログイン画面（宿泊割引クーポン発行ページ）
https://staynavi.direct/login

＜サンプル＞

【ステップ7-1】施設公式ホームページにキャンペーンバナーを設置する

⑧STAYNAVIの管理画面にログインし、
　「トラベルアシスト」の「トラベルアシスト設定」
　をクリック
　　　 
管理画面：https://mng.staynavi.direct/admin/login
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※施設公式ホームページにSTAYNAVIサイトのバナーを
　設置すると、施設周辺情報やお得な情報を旅行者に
　ご案内できます。
　また、おきなわ彩発見NEXTなどのキャンペーンのクー
　ポン発行画面への誘導もスムーズになります。

⑧

2．受付開始までの作業

https://staynavi.direct/login
https://mng.staynavi.direct/admin/login


⑨「横長」もしくは「正方形」の
　バナーから「HTMLをクリップ
　ボードにコピー」をクリック

※バナーのデザインは参加している
　キャンペーンによって自動的に表示が
　切り替わります。
　管理画面のその他設定にて稼働/非稼
　働設定が【受付】になっているもの
　にあわせてバナー表示されています。

【ステップ7-２】施設公式ホームページにキャンペーンバナーを設置する

⑩施設公式ホームページに上記でコピーした
　HTMLを設置する

設置完了すると、公式ホームページに選択した
バナーが表示されます。

施設公式ホームページ

見本

見本

バナーのデザインは、管理画面のその他設定にて稼働/非稼働設定が【受付】になってい
るキャンペーンにあわせて表示が切り替わります。
新しいキャンペーンやオプションを新しく受付にした時も、自動で設定にあわせてバナー
デザインが表示されますので、一度バナーの設置をしていただきますと、今後、キャン
ペーンごとに張り替える必要はありません。
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⑨

2．受付開始までの作業



【補足】旅行者へのご案内について

施設公式ホームページからご予約をされる旅行者へ、予約が割引対象になるかどうかがわかるよ
うご案内ください。事務局ホームページでは、宿泊施設直接予約で割引対象となる宿泊施設一覧
を掲載しますので、対象の宿泊施設の予約であれば、どの予約でも対象となると認識される可能
性があります。対象プランを限定する場合は、公式ホームページで旅行者にわかりやすい表示を
していただくようお願いします。公式ホームページにてご案内がされていないと、旅行者からの
お問い合わせ入電につながる可能性があります。
※割引適用の対象となるのは【現地払い】のプランのみです。

公式ホームページからのご予約すべてを「おきなわ彩発見NEXT」の対象とする場合

✔　公式ホームページのTOPやお知らせに記載する、キャンペーン案内のページを作成するなど、
　　公式ホームページからのご予約がすべて対象になる旨のご案内を明記してください。
✔　予約後の予約確認メールにも、「本予約はキャンペーン対象となり、割引が適用される」ことを記載して
　　ください。
✔　旅行者はSTAYNAVIで「おきなわ彩発見NEXT」の宿泊割引クーポンを発行する必要があります。
　　宿泊予約後にすみやかにSTAYNAVIで会員登録の上、宿泊割引クーポンを発行していただくよう、ご案内
　　をお願いします。
✔　旅行者からお申し出があった場合のみ対象とする場合は、あらかじめ、予約時の備考に「キャンペーン適用
　　希望」を記載いただくようご案内する、または、予約確認メールに「キャンペーン適用希望の場合は、
　　同行者氏名・都道府県・住所とあわせて、メール・お電話でご連絡いただく」ように記載するなど、
　　ご案内ください。

公式ホームページからのご予約の一部のプランのみを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「おきなわ彩発見NEXT」の対象とする場合

✔　公式ホームページのTOPやお知らせに記載する、キャンペーン案内のページを作成するなど、
　　公式ホームページからのご予約がすべて対象とはならないことを明記してください。
✔　公式ホームページに掲載する各宿泊プラン名に「おきなわ彩発見NEXT」の【対象】または【対象外】がどち
　　らもわかるようにご案内を明記してください。
✔　旅行者はSTAYNAVIで「おきなわ彩発見NEXT」の宿泊割引クーポンを発行する必要があります。宿泊予約後
　　にすみやかに、STAYNAVIで会員登録の上、宿泊割引クーポンを発行していただく様、ご案内をお願いしま
　　す。
✔　旅行者からお申し出があった場合のみ対象とする場合は、あらかじめ、予約時の備考に「キャンペーン適用
　　希望」を記載いただくようご案内する、または、予約確認メールに「キャンペーン適用希望の場合は、
　　同行者氏名・都道府県・住所とあわせて、メール・お電話でご連絡いただく」ように記載するなど、
　　ご案内ください。

こんなときは？

Ｑ：現地払いのみですか？事前払いはできませんか？
Ａ：割引適用後に、旅行者の支払金額が確定するため、
　　事前払いではなく現地払いにしてください。
チェックイン時に、身分証での本人確認およびワクチン接種の証明書などの確認を
行った上で割引を適用します。そのため、事前に割り引いて支払いが済んでいたが
チェックイン当日に確認書類不足等で割引適用不可が判明した場合、割引適用の
計算しなおしと、カード決済のしなおしが必要になります。
STAYNAVI利用で宿泊割引を適用するには、現地払いのみを基本としています。
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2．受付開始までの作業



※施設名・STAYNAVI IDを確認できます。
ステイナビホテル（STAYNAVI ID：987654）

ログイン画面 ログイン後の管理画面

【施設情報設定】
〇施設情報変更
〇施設画像登録
〇申込者情報変更
〇申込情報変更
〇口座情報変更
〇メールアドレス変更
〇パスワード変更

【入金管理】
〇入金管理

【マニュアル・Q&A】
〇マニュアル・Q&A
〇利用規約

【トラベルアシスト】
〇トラベルアシスト設定
〇ホテルを楽しむ
〇周辺観光情報
〇観光スポットへコメント投稿

【その他設定】
〇稼働/非稼働設定
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マニュアルは改定される場合がありますので、各手続きの前に最新版であるか
ご確認頂きますようお願いいたします。

①マニュアル・Q&Aをクリックする
②各種マニュアルページへ遷移
③「おきなわ彩発見NEXT」をクリックする。
　または、画面を下へ スクロールして下さい。
　各県のキャンペーンが順番に表示されますので、
　「おきなわ彩発見NEXT」までご移動ください。 

【予約管理】
〇クーポン検索・実績管理
〇クーポンPDF出力履歴

【地域観光事業支援】
〇予算確認

3．管理画面について



【旅行者】マイページで宿泊割引クーポンを発行
発行した宿泊割引クーポンの印刷または画面提示のご準備
　　　　※チェックイン当日の23：59まで発行は可能です。
　　　　※直接受けた予約分のみ宿泊割引クーポンの発行対象です（OTA予約・旅行会社予約は不可）。
　　　　※予算の上限に達した場合は宿泊割引クーポンは発行できません（割引不可）。

【チェックイン時】

・宿泊割引クーポンを適用
　旅行者が提示する宿泊割引クーポンを確認
　　※管理画面にて宿泊ステータスを「宿泊（承認）」に更新します。
　　（管理画面の処理はチェックイン時、またはチェックアウト時でもかまいません。）
　　※宿泊施設側で代理発行をした宿泊割引クーポンは、必ず旅行者より署名をもらいます。

・地域限定クーポンを配布

【精算】
割引後の宿泊代金を受領

・宿泊施設によりチェックイン時またはチェックアウト時に精算します。
・県内の市町村で行っているキャンペーンや振興券の併用の可否についてはキャンペーン事務局まで
　ご確認ください。
・GoToトラベルキャンペーンとの併用はできません。

チェックイン時に参加者全員の下記書類の確認が必要となります（目視確認）
●本人の氏名・住所が確認できる書類
　※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等
●ワクチン３回接種済または検査結果（※）が陰性であることを証明する書類
　※電子媒体の提示も可能
　※PCR検査等の検査結果通知書、陰性証明等の有効期間はPCR検査・抗原定量検査
　　は検体採取日（＝検査日）+3日、抗原定性検査は検体採取日（＝検査日）+1日

＜宿泊施設様が宿泊割引クーポンを代理発行することも可能＞
　　　　　　　①代理登録用マイページ作成
　　　　　　　②マイページで宿泊割引クーポンを発行
　　　　　　　③管理画面から宿泊割引クーポンを印刷
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　　施設公式ホームページで予約　電話で予約

4．宿泊予約の流れ



①

②

③

⑥

⑦「会員登録完了」のメールが届いたら
　　メールに記載されたURLにアクセスし
　　マイページを確認

マイページ作成

【ステップ１】メールアドレスを登録する

【ステップ２】会員登録をする

【ステップ３】会員登録完了

①【会員登録】をクリック

② メールアドレスを入力

③【同意して仮登録する】をクリック

④「仮会員登録完了」のメールが届いたら
　メールに記載されたURLをクリック

⑤アカウント名とパスワードを入力
※アカウント作成時の名前は施設名で作成します。
※アカウント名：
　半角英字（大文字・小文字）・数字のみ 255文字以内
※パスワード：
　半角英字（大文字・小文字）・数字・
　記号（!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を
　3種類以上含む8～3232文字

⑥【同意して会員登録をする】をクリック

STAYNAVI旅行者向けサイトで新規のアカウントを作成してください。
https://staynavi.direct/member

※管理画面のログインIDと同じメールアドレスでも
　ご利用いただけます。
※メールアドレスは実際に送受信できるアドレスを
　ご用意ください。宿泊割引クーポンを発行した時に、
　登録メールアドレスへ発行確認メールが送信されます。

⑦

マイページ画面TOP
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⑤

5．宿泊割引クーポン代理発行の為の事前準備

https://staynavi.direct/member


宿泊割引クーポンの発行と印刷

【ステップ１】マイページにログインする

①マイページにログイン
（会員登録の際のメールアドレスと
　パスワードを入力）

①

【ステップ２】キャンペーンを選択する

通常は、旅行者が発行と印刷を行いますが、宿泊施設様にて代理発行を行う場合は、事前準備し
たマイページアカウントにて、宿泊割引クーポンの発行をします。
チェックイン日よりあとに宿泊割引クーポンの発行はできません。
チェックイン時までに宿泊割引クーポンが発行されていない場合は、助成対象にはなりませんの
でご注意ください。
代理発行した宿泊割引クーポンは、チェックイン時に代表者に内容を確認の上、署名をもらう
必要があります。宿泊割引クーポンはマイページで発行後、管理画面より印刷します。
深夜0時を過ぎた場合の当日予約については、翌日以降のチェックイン日で宿泊割引クーポンを
作成し、管理画面上でチェックイン・チェックアウト日を修正の上、印刷し代表者に署名をも
らってください。

②「おきなわ彩発見NEXT」をクリック
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おきなわ彩発見NEXT②

6．宿泊割引クーポンの代理発行方法



【ステップ３】施設検索をする

③「検索ワード」に宿泊施設名を入れて
　「検索する」をクリック

※見つからない場合は「検索ワード」に
　宿泊施設名の一部を入力して検索してください。

例）施設名が「〇〇温泉ホテル△△」の場合、
　　検索ワードに「〇〇」「△△」のみを入力
　　して検索する

※管理画面「施設情報設定」→「施設情報変更」
　施設名がここで検索されます。

⑤予約情報を入力し「キャンペーン条件に
　同意し、登録内容を確認」をクリック
  
      ※登録詳細は16ページをご参照ください。

⑥確認画面で登録内容を確認し
　「クーポン券を発行」をクリック
　
　宿泊割引クーポンの発行が完了しました。
　・そのまま確認画面で詳細確認ができます。
　・メールで発行完了の通知が届きます。

⑤

⑥

○○市

④「予約情報を登録」をクリック

【ステップ４】予約情報を登録し、宿泊割引クーポンを発行する

おきなわ彩発見NEXT

おきなわ彩発見NEXT

〇〇県

③

④

※宿泊割引クーポンの確認と印刷は　管理画面より行います。
　ページ15【ステップ5】へお進みください。

※マイページの確認画面では印刷をしたときに署名欄がありま
　せん。管理画面から印刷したときに署名欄が表示されます。
　代理発行のため代表者に署名をもらう必要があるので、管理
　画面から宿泊割引クーポンの印刷をします。
　なお、マイページから印刷し、空白の部分に署名をもらった
　場合でも問題はありません。

おきなわ彩発見NEXT
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○○県

6．宿泊割引クーポンの代理発行方法



【ステップ５】管理画面で宿泊割引クーポンを印刷する

⑧管理画面にログインし、
　「予約管理」から「クーポン検索
　・実績管理」を開き、対象の
　クーポンを検索する

⑨

⑨対象の宿泊割引クーポンの予約番号を
　クリックし、詳細画面を開く

⑩下部にある「印刷」ボタンをクリック

※必ず管理画面より印刷してください。
　管理画面より印刷すると、下部に代表者に
　署名をもらう箇所があります。

※マイページで印刷しても問題ありませんが、
　署名欄がないので、宿泊割引クーポンの空白の部分
　に必ず署名をもらってください。

管理画面ログイン

１，宿泊施設様にて代理で宿泊割引クーポンを発行した
２，旅行者発行の宿泊割引クーポンを上書き修正した

上記どちらかの場合は、必ず管理画面から印刷の上、
代表者に署名をもらってください。
署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管が必要です。

管理画面ログイン
https://mng.staynavi.direct/admin/login
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地域クーポンの表示について
【地域クーポン】の表示箇所に「地域限定クーポン」等、各
キャンペーンの地域限定クーポンの配布金額が表示されま
す。名称は共通表示項目の為、各キャンペーンの地域限定
クーポンの名称にはなっておりません。

⑩

⑧

6．宿泊割引クーポンの代理発行方法

https://mng.staynavi.direct/admin/login


予約情報登録画面＜詳細＞
●宿泊施設
　・「施設を選択」画面で選択された宿泊施設名、
　　エリア、住所が青文字で表示されます。
●チェックイン／チェックアウト
　・カレンダーから選択します。
●予約経路
　・プルダウンから選択します。
●予約番号
　・予約番号を入力します。
　　※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、
　　　半角アンダーライン「_」が使用できます。
●ご予約日
　・予約日をカレンダーから選択します。
●プラン名
　・予約したプラン名を入力します。
　・プラン名は略称やナンバーでもかまいません。
●代表者の都道府県　　●代表者の住所　
●代表者（姓）カナ　　●代表者（名）カナ
●代表者電話番号
　・実際に宿泊される旅行者のお名前と番号です。
　・住所はチェックイン日の居住地で登録します。　
●宿泊人数
　・大人、子供の人数を入力します。
　・入館料や食事代のみでも代金が発生する場合、
　　また、宿泊代金がある場合は「こども」
　・添い寝や無料同伴幼児は「こども（無料）」

●同行者（姓）カナ　　　　●同行者（名）カナ
●同行者の都道府県　　　　●同行者の住所
　※同行者情報は宿泊割引クーポン発行時に必須入力とな
　　ります。
　
●予約総額（税サ込）
　・予約金額の総額を入力します。
　・入湯税が予めプランに含まれている場合は総額に
　　含みます。入湯税が現地払いの場合は含めません。
　※「こども」「こども（無料）」どちらも対象人数と
　　して総額の計算に含めます。

●施設使用欄
　・【☑代理者が発行する】に☑を入れてください。

※発行した宿泊割引クーポンをマイページで修正する
　ことはできません。登録後、予約の変更などにより
　修正が必要な場合は、管理画面より修正を行います。

※発行した宿泊割引クーポンが不要になった場合は
　管理画面よりキャンセルを行います。
　マイページからキャンセルした場合、再利用する
　ことはできません。間違えてキャンセルした場合は
　再発行が必要です。

※宿泊割引クーポンは、マイページでのみ発行ができ
　ます。管理画面では発行できません。
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①確認書類の目視確認
　チェックイン時に、本人確認やワクチン接種証明などの必要な確認を行います。
　詳細は必ず各県事務局のホームページ等にてご確認ください。
　https://okinawasaihakkennext.com/

②宿泊割引クーポンを確認する
　旅行者が印刷し持参した宿泊割引クーポン、または画面をご提示いただく。
　
　※代理発行された宿泊割引クーポンは、管理画面から印刷をし、代表者に署名をもらってくだ
　　さい。
　　マイページから印刷したものでも問題ありませんが、署名欄がないため、空白の部分に必ず
　　署名をもらってください。
　
　※金額・人数など予約内容に変更が生じた場合は、宿泊割引クーポンの修正が必要です。
　　旅行者が発行した宿泊割引クーポンを宿泊施設が管理画面で修正した場合は、管理画面より
　　宿泊割引クーポンを印刷し、代表者に内容を確認の上、署名をもらってください。

　※署名詳細は18ページをご確認ください。
　
　※署名をいただいた宿泊割引クーポンは宿泊施設にて5年間保管となります。
　　事務局により監査が入ることがあります。保管されていない場合、遡及して受け取った
　　給付金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
　　事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

③地域クーポンを配布する
　管理画面のクーポン詳細に表示された金額、および印刷した宿泊割引クーポンに
　表示された金額をご確認ください。
　
　地域クーポンの配布金額について、また配布時に使用するアプリについては
　事務局のホームページまたは別途マニュアルにてご確認ください。

④宿泊割引クーポンの実績ステータスを変更する

　管理画面「クーポン検索・実績管理」にて宿泊割引クーポンの実績ステータスを
　「宿泊（承認）」に更新する（チェックアウト時でも可）

チェックイン時の流れ
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7．チェックイン時の流れ

https://okinawasaihakkennext.com/


宿泊施設様で代理発行した宿泊割引クーポンは、代表者に署名をもらう必要があります。
また、旅行者が発行した宿泊割引クーポンを宿泊施設様が管理画面で上書き修正した場合も、
印刷の上、代表者に署名をもらう必要があります。

代理発行した場合は、旅行者に宿泊割引クーポンの内容を確認していただいた上で、代表者に署
名をもらってください。登録内容に修正があった場合は、修正後に印刷の上、代表者に署名をも
らってください。印刷は白黒で問題ありません（カラー印刷は不要です）。
署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管してください。

署名について

備考

連絡先署名

見本
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地域クーポン

地域クーポン配付金額

※地域クーポンの名称はキャンペーンによって異なります。

E. 地域クーポン対象額合計

宿泊施設様が代理発行
した場合、または旅行
者が発行した宿泊割引
クーポンを宿泊施設様
が管理画面で上書き修
正した場合は、印刷の
上、代表者に署名をも
らう必要があります。

予約総額から割引金額
を差し引いた、旅行者
に現地払いにて支払っ
てもらう金額です。

地域クーポンの表示箇
所に、配布金額が表示
されます。

見本

7．チェックイン時の流れ



予約内容の変更が生じた場合は、宿泊割引クーポンの情報を管理画面で上書き変更します。
印刷して署名欄に代表者の署名をもらってください。　
※署名をいただいた宿泊割引クーポンは宿泊施設にて5年間保管となります。
　事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

宿泊施設様の管理画面で上書き修正ができる項目の場合

【ステップ１】該当の宿泊割引クーポンの詳細画面を表示する

①管理画面の「クーポン検索・実績管理」から
　条件を指定して「検索」をクリック

②該当の宿泊割引クーポンの「予約番号」を
　クリックし、 詳細画面を表示①

②

③

【ステップ２】内容を修正する

③変更や間違いがあった項目を修正し、
　「登録する」 をクリック 

　 ※予約金額（総額）、人数、泊数等を変更した場合は、
　　 宿泊割引クーポンを発行したアカウントに登録の
　　 メールアドレスに、変更内容のメールが自動送信されます。

【ステップ３】宿泊割引クーポンを印刷し、代表者の署名をもらう

④宿泊割引クーポンを印刷し、署名欄に代表者の署名をもらう

　 ※署名をもらった宿泊割引クーポンは5年間保管してください。
　　 事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。
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山田 太郎④

8．宿泊割引クーポンの変更・修正方法



予約内容の変更が生じ、上書き修正ができない項目の場合は以下の通りご対応ください。

下記のいずれかでご対応ください：

●正しい内容でクーポンを発行してから、間違った宿泊割引クーポンをキャンセルします。
　
●管理画面から印刷した宿泊割引クーポンの間違った項目を手書きで修正し、代表者の署名を
　もらって５年間保管で対応していただいても構いません。
　事務局より提出依頼がなければ提出する必要はありません。

宿泊施設様の管理画面で上書き修正ができない項目の場合

【修正できない項目】
・予約番号（施設様の予約番号）
・STAYNAVIクーポン番号
・代理申請
・メールアドレス

20

8．宿泊割引クーポンの変更・修正方法



実績報告と精算フロー

21

基本は、1か月分をまとめて翌月5日（または事務局指定日）に締め、月末に入金手続きとな
ります。
※年末年始や祝日等によって入金手続きが翌月初になる場合があります。

１，実績の報告
　　チェックアウト日基準で、実績の報告を行います。（※詳細手順は次ページ参照）
　　※精算対象期間の各宿泊割引クーポンの実績を正しく登録してください。
　　　・宿泊済みのもの→「宿泊（承認）」を選択して更新する
　　　・キャンセルのもの→「キャンセル・NoShow」を選択して更新する
　　※「宿泊（承認）」の宿泊割引クーポンの金額・人数など必ずご確認ください。
　　　間違いがあったら上書き修正して正しい状態にしてください。
　　※宿泊割引クーポン内容が間違ったままだと不正受給とみなされる場合があります。
　　※締め日を過ぎると同行者情報入力などの宿泊割引クーポン内容の修正はできません。
　　　締め日は【クーポン検索・実績管理】画面の上部に表示があります。

２，報告書類の提出
　　STAYNAVIの宿泊割引クーポンのデータを個別に提出する必要はありません。
　　報告に必要な書類があるかどうかは、事務局のマニュアルをご確認ください。
　　または事務局の指示に従ってください。

３，給付金の入金
　　実績の報告をもとに事務局で審査を行い、審査を通過した宿泊割引クーポンに
　　対して、1か月前後で入金手続きとなります。

9．精算の流れ

※上記フロー、精算スケジュール、また運用は見直される場合があります。

対象期間　チェックアウト日基準 締め日 入金予定

10月分 2022年10月1日～31日チェックアウト分 2022年11月5日 2022年11月末まで

11月分 2022年11月1日～30日チェックアウト分 2022年12月5日 2022年12月末まで

12月分 2022年12月1日～31日チェックアウト分 2023年1月5日 2023年1月末まで



実績報告詳細

※STAYNAVI自動締切日（毎月5日）の23：59に実績ステータスは「審査中」の表記となり変更が
　できなくなります。（画面上に毎月の締め日・締め時間が表示されています）
※審査後問題がなければ「確定」と表示、実績ステータスが何も登録されていなかった場合は
　「否認」と表示されます。
※「キャンセル・No Show」「否認」の場合、給付金は支払われません。
※月末までに順次、確定した給付金が振り込まれます。
※振込手数料はSTAYNAVIが負担いたします。
※振込名義は「STAY NAVI」です。（キャンペーン名、事務局名ではありません）

【ステップ１】精算対象の宿泊リストを表示する
①「クーポン検索・実績管理」画面でチェックアウト日を指定する
　　　　例）10月分の精算をする場合は、チェックアウト日を10月1日～10月31日で選択
②「検索」をクリックしてリストを表示する

②

①

【ステップ２】実績ステータスを修正する

③各予約の実績ステータスを確認し、間違いがあれば正しい実績ステータスに修正する
　「宿泊（承認）」または「キャンセル・No Show」に変更する
　※更新ボタンを押し忘れると実績ステータスが変更されません。
　※一括更新は、表示されているページのみ更新されます。次ページ以降は更新されません。

③

未設定 初期値は「未設定」になっている

宿泊（承認） 宿泊を承認

キャンセル・No Show キャンセルまたはNo Show

【ステップ３】実績ステータスを再確認する

④再度、①②の手順でリストを表示し間違いがないか確認する
　※間違った実績ステータスでは正しく給付が行えませんのでご注意ください。
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9．精算の流れ



おきなわ彩発見NEXT
2022年7月10日
2022年7月11日

※確定した宿泊割引クーポン分より下記STAYNAVI使用料を引いた金額が振り込まれます。
　・STAYNAVI使用料として宿泊総額の1.5%+税金(10%)がかかります。
※振込手数料はSTAYNAVIが負担いたします。　
※下記の名義より振り込まれます。（キャンペーン名、事務局名ではありません）
　  「STAY NAVI」

※宿泊施設様にて宿泊割引クーポンの処理が適切に完了していない場合、また、
　なんらかの事情で事務局承認が下りない場合は、給付金の入金はされません。
※間違った受給があった場合、あとから返還を求める場合があります。

給付金の入金管理
審査を通過した宿泊割引クーポンに対して、入金予定もしくは入金済の内容が確認できます。

①管理画面の「入金管理」をクリック
②対象期間のプルダウンで「2022年●月締め分」を選択し検索をクリック
③入金状況が表示される

① ②

③

2022年7月31日入金済み  

ステイ　ナビコ

\30,000  
\15,000  
\15,000  

\15,000  

入金処理完了  

状況に表記される文言

送金手続済 STAYNAVIから送金システムへ手続きを行った状態

入金処理完了 システムで各金融機関へ送金が完了した状態

送金エラー 口座情報の不備等で送金できなかった
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9．精算の流れ



※当マニュアルを複製・転載することを禁止します。

※本キャンペーンの制度詳細、地域クーポン及びアプリに関するお問い合わせは
　おきなわ彩発見NEXT（098-901-3810）までお願いします。

※マニュアルに掲載のない内容につきましては、よくある質問も併せてご覧ください。

※重要なお知らせなどは随時メールにてご連絡しております。
　必ずメールのご確認をお願いします。
　また管理画面のTOP「お知らせ」も併せてご覧ください。

　

　　お問い合わせ先

　　 おきなわ彩発見NEXT STAYNAVIサポートセンター                                                                   
　　　　●電話（平日10:00－17:00　土日祝休み）

　　　　　　　宿泊施設専用 050-3173-3559

　　　　●お問い合わせフォーム　
　　　　　　　メールでのお問い合わせはこちらから　
　　https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/okinawa/yado_form.html

　

　　　　●よくある質問はこちら

おきなわ彩発見NEXT
【宿泊施設向け】

https://tayori.com/q/okinawa-jigyosha/
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問い合わせ先

https://gotoinfo.staynavi.direct/wp-content/themes/goto/bundles/manual/okinawa/yado_form.html
https://tayori.com/q/okinawa-jigyosha/

