
Go Toトラベルキャンペーン

STAY NAVI（ステイナビ）
マニュアル【暫定版】

本マニュアルは事務局と調整中の項目がございます
現在制度上要件が変わることが多い為変更される可能性がございます事ご了承ください

2020年12月１8日 更新 （マニュアルバージョン 2.7）



追記事項（10月30日追加）

実績報告に下記内容を追加いたしました。

１.   締め作業を忘れてしまった場合

先月分を当月分と一緒に申請できるようになりました。

あくまでも申請をお忘れの際の対応になりますので、必ず当月末から翌月の5日までに

申請を行ってください。（注意：申請が遅れますと入金が遅れます）
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締め作業を忘れてしまった場

合の処理についてはこちら



追記事項（10月7日追加）

注意事項下記内容を追加いたしました。

• 稼働/非稼働設定で「Go Toクーポンの受付状態」を「受付」にすることでクーポン発行対象施設として表
示されます。

注）GoToトラベル事務局からスターターキット及び地域共通クーポンが届いてから受付開始してください。

給付を受けるには、地域共通クーポン券の配布が必須となります。

6. ・実績報告の「ステップ２．事務局での審査の結果、実際に支払われる給付内容が管理画面に反映され

ます」の箇所を月末締めの翌々3日に変更しました。

・施設様着金日（D）5日より順次入金処理が実施されることになります。に変更しました。

7．入金管理画面を追加しました。

入金明細及び状態の確認ができます。

8．一括PDF出力できる機能の紹介

9．地域共通クーポンのSTAINAVIにて券番登録する場合の機能の紹介
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追記事項（8月4日追加）

以下変更事項

注意文に精算フローについての記載を追加いたしました

３．電話予約受付 お客さんに頂くサインの書面に従来のメールの印刷のほか管理画面よりの印刷によ
る方法も追加しました

４．割引クーポンの受付 チェックイン時に変更があった、お客様の入力内容に間違いがあった場合の処
理を追加

５．実績報告 具体的な支払いタームと処理方法のご案内をを追加しました



注意事項

• 公式ホームページの予約システムに設定いただくプランでの販売価格は割引前の価格での販売をお願い
致します。STAYNAVIにてお客様自身でクーポンを発券する過程で、割引後の価格と実際にお客様にお支
払いいただく金額を計算し割引クーポンとしてお客様に最終割引価格をお伝えいたします。

• 割引クーポンを発行したお客様に関しては、チェックイン時に割引後の価格にて代金を受領して下さい。そ
の後月に1度の締日に実績が事務GoToトラベルキャンペーン事務局に報告され給付金が振り込まれます。

• 公式ホームページの予約システムに設定いただくプランは現地決済のプランを設定ください。

• 事前決済プランを販売した場合、割引前の金額で決済完了後にSTAYNAVIにて割引を受ける為返金処理
が発生します。

• クレジット決済に関する返金はクレジットカードへの返金となります。返金処理についてはクレジット決済会
社へご確認ください。

• 初回の精算分である2020年7月分のみ、通常の精算フローとは別に設定させて頂いております。初回の締
切締切日は2020年8月7日の23時59分と設定させてきましたのでご注意ください。

• 稼働/非稼働設定でGoToクーポンの受付状態を「受付」にすると、初回受付日として刻印されます。
• 例：2020-07-27 14:48:55

• こちらの刻印の日からの「予約日」からSTAYNAVIからのクーポン発行となります。

• ※刻印された日以前の予約でもクーポン発行は可能です。

• ※刻印の日より前に予約された予約もSTAYNAVIからクーポン発行いただけます。

• 稼働/非稼働設定で「Go Toクーポンの受付状態」を「受付」にすることでクーポン発行対象施設として表示
されます。

注）GoToトラベル事務局からスターターキット及び地域共通クーポンが届いてから受付開始してください。

給付を受けるには、地域共通クーポン券の配布が必須となります。
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STAYNAVIマニュアル～目次～
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旅行者がホテルや旅館の公式サイトを一括で検索出来、最
終的に施設の公式ホームページに誘導し直接の予約へと誘
導する公式サイトの検索エンジンです。

GoToトラベルキャンペーンでは公式サイトや電話での予約な
ど直接宿泊施設が受け付けた予約についても割引対象とす
ることが可能になります。

但し直接の予約に関して割引対応させるためには事業者登
録が必要であり、その為には宿泊代金の割引前の販売価格
と、割引後（35％引き）の価格の予約者への表示義務や、不
正防止の観点から利用情報の保管を第三者機関に任せ第三
者機関より給付金の申請をすることなど、宿泊施設様自身で
多くの対策が必要です。

STAYNAVIはそれら煩雑な要件に対応し、宿泊施設様自身が
事業者として登録するための各種役割を第三者機関として代
行いたします。

事務局への登録、煩雑な要件への対応、予約実績の申請か
ら給付金の受給までの一連の流れをスムーズに行うことが可
能になります。
※上記第三者機関の業務委託料として宿泊予約額の1.5%の
委託管理費用を頂戴いたします。

１．開始までの事前作業

３．電話予約受付

４．割引クーポンの受付

５．署名について

スタートさせるために事前に行うこと

チェックイン当日に行うこと

２．宿泊利用者による

割引クーポン発行のフロー
割引クーポン発行の流れ

精算までの処理

番号をクリックしてください

ＳＴＡＹＮＡＶＩ（ステイナビ）とは

GoToトラベルキャンペーンでの直接の予約受付におけ
るSTAYNAVIの対応について

６．実績報告

8．一括PDF出力

9．地域共通クーポン機能

7．入金管理
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１．開始までの作業



１．開始までの事前作業
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ステップ１．審査通過メール ステップ２．管理画面にログイン

施設登録終了後に、審査通過メール（①）が届きましたら、
下記操作から初期設定に進んでください。

ステップ１
メールに記載されておりますログインURLをクリック

ステップ２
STAY NAVIにログインして、施設のログインID、およびパ
スワードを入力して管理画面（②）にログインして初期設定
を開始してください。

施設登録後に、審査通過メール（①）が届きましたら、メールに記載のログインURLをクリック
してSTAY NAVI管理画面（②）にログインして初期設定を開始してください。

① ②



１．開始までの事前作業（クーポンが受け付けられるようにする設定）
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１．GoToクーポンの受付状態が「停止」になっていることを確認する

※7月27日15時公開機能（初期値は停止になっています）

２．「施設情報変更」にある施設情報を確認し最新の情報に書き換える

３．公式ページにバナーを貼る

４．GoToクーポンの受付状態を「受付」にする

※特に「公式WEBサイト（URL）」はお間違いのないようにご入力くださ
い

詳細は（自社ホームページやメールへの文言の挿入 参照）

＜ご注意＞

上記４．にてGoToクーポンの受付状態を「受付」にしますと受付にした時間が表示されます。その時点よりステイナビ
上の「クーポン発行」に施設の名称が表示され、旅行者がクーポンを発行することが可能になります。
※一度「受付」にしますと設定は戻せません。間違って受付にした際にはサポートセンターにお問い合わせください。



１．開始までの事前作業
施設情報の確認①

施設登録終了後に審査があります。
審査通過メールが届いた方が行う設定です。
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施設画像登録施設情報変更

画像の変更を希望する場合は指定画像の登録をお願いします。
（画像はネット上に存在しているものを当社で予め設定しており
ます。ご確認の上ご変更いただければ幸いです）

※STAYNAVIポータルサイト上での御社ページに使われる画像
です。

※画像比率は4:3または1:1、縦横比率は短い方が1024ピクセ
ル以上必要です。

STAYNAVIではWeb上の情報をもとにデータ登録を行っております。記載内容に間違いがな
いかご確認をお願いいたします。間違いがある場合、正しい情報に変更をお願いします。



１．開始までの事前作業
施設情報の確認②
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施設情報が反映されたページ

施設情報は下記のように表示されます。

フォトギャラリー、周辺レストラン



１．開始までの事前作業
自社ホームページに掲載するプランの作成（文言の挿入）
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ホームページに掲載するプラン内容に、「GoToトラベル割引対象」である旨を記載してくださ
い。

プラン表示（サンプル）

プラン名＜GoToトラベルキャンペーン割引対象＞朝食付きプラン
①全てのプランに「GoTo対象」の旨の表記、

または、対象外のプランに「GoTo対象外」を
を入れて下さい。

※クオカード付きのプラン等「GoTo対象外」
ご注意事項：Gotoキャンペーン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GoToトラベルキャンペーンの割引は適用

されません。

予約後STAYNAVI（ステイナビ）サービスに移動し、GoToキャンペーン割引の手

続きを行ってください。

クーポン発行後、フロントにＳＴＡＹＮＡＶＩで発行されたGoToトラベルキャン
ペーン割引クーポン番号を提示することにより割引が適用となります。

通常のプラン文章

ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ
ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ

＋

②割引方法の全体像が分かる文章をプラン

の文中に挿入ください。

※なるべく上部に挿入ください

※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
する等して必ず割り引きにはSTAYNAVIにて
クーポン発行が必要な旨を表記してください。



１．開始までの事前作業
お客様へ送信するメールの内容修正（文言の挿入）
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お客様に送信するメールの内容にGoToキャンペーンの内容について挿入してください。

メール表示（サンプル）

ブッキングエンジンの予約確認メール本文
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 2020年10月31日

ご注意事項：Gotoキャンペーン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GoToトラベルキャンペーンの割引は適用されておりません。

下記割引クーポン発行ページよりSTAYNAVI（ステイナビ）サービス（外部サイト）に移動し、
GoToトラベルキャンペーンの宿泊割引の手続きを行ってください。

クーポン発行後、フロントにＳＴＡＹＮＡＶＩで発行されたGoToトラベルキャンペーン割引クーポ
ン番号を提示することにより割引が適用となります。

※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。

◇ＳＴＡＹＮＡＶＩ GoToトラベルキャンペーン利用案内ページ（割引クーポン発行ページ）

h,ps://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=施設毎に異なるSTAYNAVI_ID

＋
予約システム管理画面より挿入ください。

※挿入方法がわからない場合について
は予約システムの会社にお問い合わせく
ださい。

必ず、GoToトラベルキャンペーン利用案
内ページ（割引クーポン発行ページ）の
URLを挿入してください。



１．開始までの事前作業
施設公式サイトにバナーを設置
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STAYNAVIのGoToキャンペーン利用案内ページにリンクするバナーを施設公式サイトに張っ
てください。

施設公式サイト 施設公式サイトに、GoToトラベルキャンペーンページにリン
クするバナーを張ってください。

URL：
https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=
施設毎に異なるSTAYNAVI_ID

※専用バナーがダウンロード可能です。（次ページ以降）

https://staynavi.direct/campaign/gototravel/?facility_id=施設毎に異なるSTAYNAVI_ID https://staynavi.direct/login

各施設で「公式サイトが一番お得」と
いうメッセージが入った共通バナーを
貼ることにより「公式サイトが安い」というイメージが世に伝搬し、結
果直接の予約の数が増大します。ぜひご協力ください。



１．開始までの事前作業
専用バナーについて （自由にお使いいただけます）

公式サイトのTOPに、Go To Travelキャンペーンの各種画像を設置可能です。
新着情報や宿泊プラン作成時に使える画像も用意してます。SNSでのPRする際に、使用で
きる画像もございます。

直販でのGoToキャンペーンの拡大のために
専用バナーを自由にお使いいただけます。

画像データのダウンロードはこちら（Free）
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https://www.peerto.jp/img/top/goToTravel.zip


１．開始までの事前作業
専用バナーについて （自由にお使いいただけます）

直販でのGoToキャンペーンの拡大のために
専用バナーを自由にお使いいただけます。

各種バナーの画像は、宿泊施設様の方で、お好きな写真に変更することが可能です。
データ形式はAI、PSD形式でご用意しています。

各種バナーを用意（施設公式サイトでGo To Travelキャンペーンを訴求する）

画像データのダウンロードはこちら（Free）
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https://www.peerto.jp/img/top/goToTravel.zip


１．開始までの事前作業
STAYNAVI IDの確認方法

!
!

■STAYNAVI 管理画面 ログイン後画面上部
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ホームページや予約完了メールに挿入するSTAYNAVIへのリンク内に下記STAYNAVI IDが
必要です。STAYNAVI IDはSTAYNAVI登録申請後ログインいただいた画面上部、施設名横
に記載がございます。

ここまでの設定をすることでクーポンページへリンクされ

STAYNAVIが開始されます



１．開始までの事前作業
スタート設定

!
!

■STAYNAVI 管理画面 稼働/非稼働設定
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管理画面の「稼働/非稼働設定」の「施設の公開状態」を「公開」に設定し、「Go Toクーポン
の受付状態」を「受付」にすることで対象施設としてサイトに表示されます。

「施設の公開状態」を「公開」にすると、STAYNAVIのサイトから

施設検索ができる状態になります。

「Go Toクーポンの受付状態」を「受付」にすると、 Go Toトラベ

ルクーポンの対象施設として表示されるようになります。

注）GoToトラベル事務局からスターターキット及び地域共通
クーポンが届いてから受付開始してください。
給付を受けるには、地域共通クーポン券の配布が必須となり
ます。
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２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー



２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー
（会員登録の仮登録）

クーポンを発行するためには事前のメールアドレスの登録をお願いいたします。
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ステップ①

左記、ログイン画面の赤枠で囲みました会員登録
ボタンをクリックいただき登録をすすめてください。



２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー
（仮登録から本登録）

上記、会員登録画面にメールアドレス入力の上、
赤枠で囲んだボタンを押し手続きをすすめてください。
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ステップ③

登録いただいたメールアドレスへ「仮登録完了」のメー
ルが届きます。
メール内の赤枠で囲んだ本登録URLを
クリックいただき手続きをすすめてください。

ステップ②

メールアドレスを入力して赤枠
で囲んだボタンをクリック



２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー
（本登録の入力）

会員登録画面で、必要事項をすべて入力し
登録を完了することによりクーポンの発券が可能となります。
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ステップ④

会員登録画面で、必要事項をすべて入力
して登録完了

※パスワードは半角英数（大文字・小文
字）記号それぞれを含む10文字以上

ステップ⑤

会員登録完了メールが届きましたら赤枠で囲んだ
URLをクリックしマイページを確認ください。



２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー
（割引クーポンの発行）

1. マイページよりGoToトラベルクーポン券発行を押してください
2. 必要情報を入力し手続きを進めてください。
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ステップ⑥

マイページよりGoToトラベルクーポン
券発行を押してください

ステップ⑦

必要情報を入力し手続きを進めてくだ
さい



２．宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー
（割引クーポンの発行）

クーポンが発行されましたらクーポンを確認ください。
チェックイン時にクーポン番号をご提示いただきます。クーポンは印刷するかスマートフォンに
写真をお撮りいただくなどをお勧めしております。
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ステップ⑧

クーポンが発行されましたらクーポン
を確認ください

ステップ⑨

クーポンは印刷するか、スマートフォン
で写真をお撮りいただく等お勧めして
おります。



２．宿泊利用者による割引クーポンのキャンセル・変更のフロー
（割引クーポンの発行）

予約者が宿泊キャンセルした場合、クーポンをキャンセルする必要があります。
マイページにログインして対象のクーポンについてキャンセル処理をお願いします。
※変更については、対象クーポンを一度キャンセルしてから、新規でクーポンを発行してください。
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①マイページにログイン後、クーポン

の「内容を確認する」をクリック

②「キャンセルする」をクリック

③メッセージが表示されますので、

「OK」をクリックするとキャンセルが完
了します。



26

３．電話予約受付



３．電話予約受付 - 概要

27

【事前準備】
代理登録用アカウントの発行

【電話入電時】
代理でクーポン発行

【チェックイン時】
割引クーポン券の受付

【チェックアウト後】
サイン入り紙面の保管

お客様から電話で予約を受けた際にも、代行登録することでクーポンの発行・受付が可能で
す。または、お客様へステイナビのサイトをご案内いただき、お客様ご自身でクーポンを発行
いただくかたちでも結構です。以下のフローは代行登録の流れになります。

クーポン発行時に、施設への確認メールと代理
登録アドレスAへの確認メールが送信されます。

※不正防止のため、チェックイン時に「お客様ご自身の確認サイン」が必要となります。
※正常な処理をおこなわないと給付金の返還を求められることがあります。

P.26参照

P.27参照

P.28参照

P.28参照



３．電話予約受付 – 事前準備
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代理登録用のアカウントを作成ください。

旅行者向けマイページから、「施設管理者様の名前」で新規のアカウント（A）を作成ください。

（前述「参考 宿泊利用者による割引クーポン発行のフロー」参照）

（※アカウント作成時の名前はホテル名などで大丈夫です。）

代理登録用のアカウントのメールは実際に送受信できるメールアドレスを

ご準備ください。

次ページへ続く

【事前準備】
代理登録用アカウントの

発行

【電話入電時】
代理でクーポン発行

【チェックイン時】
割引クーポン券の受付

【チェックアウト後】
サイン入り紙面の保管



３．電話予約受付 – 電話入電時
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事前に準備しておいた代理用アカウントでログインしてお客様の予約情報を代理で入力、予
約情報を印刷してください。

お客様の予約情報を代理で入力して
登録してください。
（画面一番下「代理者が予約をする」に
チェックをしてください）

次ページへ続く

下記いずれかの方法にて予約情報を印刷してください。

パターン１
・管理画面で「クーポン検索」を押し「代理申請のみ」をチェックしその他条件
を付加し検索。
↓
・検索結果のクーポンを開き画面内下部の印刷ボタンを押して印刷してくだ
さい。

パターン２
代理登録用アカウントのメールアドレスにクーポン発行確認メールが届きま
すので印刷してください。
※メールは施設管理者様向けと代理登録用アカウント向けに2通届きます
が、ここでは代理登録用アカウントに届くメールを印刷ください

パターン３
クーポンを発行したタイミングでそのまま印刷していただけます。

【事前準備】
代理登録用アカウントの

発行

【電話入電時】
代理でクーポン発行

【チェックイン時】
割引クーポン券の受付

【チェックアウト後】
サイン入り紙面の保管



３．電話予約受付 – チェックイン時、チェックアウト後
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【事前準備】
代理登録用アカウントの

発行

【電話入電時】
代理でクーポン発行

【チェックイン時】
割引クーポン券の受付

【チェックアウト後】
サイン入り紙面の保管

チェックイン時に、予め印刷しておいた割引クーポン内容のわかる印刷物を宿泊者に提示し、
予約内容に間違いがないか確認のうえ、宿泊者からサイン（署名）を頂いてください。

宿泊者によるサインの入った紙面は5年間保管してください。

※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
ることがございますのでご注意ください。

チェックイン時に、予め印刷しておいた割引クーポン内容のわかる印
刷物を宿泊者に提示し、予約内容に間違いがないか確認のうえ、「施
設がお客様に代わり代理で割引クーポンを発行した旨」のサインを頂
いてください。

通常の予約と同様に、実績登録処理を行ってください。

山田太郎
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４．割引クーポンの受付



４．割引クーポンの受付
（オンラインでの予約）

ゲストの提示物は下記になります。①クーポン番号と内容がチェックインリストとあっている
か確認のうえ、②お客様の実績ステータスを「宿泊（承認）」に変更してください。

32

印刷の場合写真の場合

メールやメモの場合も

クーポン番号

メールやメモの場
合も、クーポン番号
と予約内容を確認く
ださい。

ゲスト提示物 当日チェックインリスト

クーポン番号

「クーポン検索」にて「チェックイン日」に日にちを入れて当
日のチェックインリストを表示してください。
※検索結果を印刷するかCSVにて出力するなどして予め当日の
チェックインリストを作成しておくことによりチェックイン作業をス
ムーズに進めることが可能です。

②チェックインされたお客様の実績ステータスを

「宿泊（承認）」に変更してください。
※この処理は月次の実績登録の締め日まで変更が可能です。

写真の画像比率は4:3または1:1、

縦横は短い方が1024ピクセル以上
推奨です。

※16:9の横長ですとスマホで見づら
いです。

①クーポン番号と内容が同一か確認



４．割引クーポンの受付
（キャンセル等の場合）

33

予約者が来られない、予約のキャンセルが入った場合はステイナビ管理画面の実績一覧よ
り
対象内容を検索いただき、クーポンのキャンセル・NoShow処理を行ってください。

当該クーポンのステータスを「キャンセル・NoShow」に変
更



４．割引クーポンの受付
（チェックイン時に変更があった、お客様の入力内容に間違いがあった場合）

チェックイン時に予約内容の変更が生じた、もしくは利用者の入力にミスがあった場合は、
クーポン情報を変更し印刷して署名欄に代表者のサインをもらってください。

34

ステップ１

「クーポン検索」よりお
客様の割引クーポン券
を検索します

クーポン検索画面 クーポン詳細画面

ステップ２

当該クーポン券の「予約番号」を押し詳
細画面を開き変更内容を入力し変更処
理をします。（ご利用者に変更内容の
メールが自動送信されます）

変更完了画面

ステップ３

変更内容を入力して、「登
録」をクリックします。

電話予約等で

施設様が予約を代行された割引クーポン券の場合も上記同様の処理となります。かな
らず割引クーポンを印刷し、署名欄に代表者のサインをもらってください。

割引クーポン印刷イメージ

割引クーポンを印刷し、署名欄に

代表者のサインをもらってくださ
い。
※チェックイン、チェックアウト、大人人

数、子供人数、金額、エリア

署名欄

お客様自身で予約された割引クーポン券の場合は、下記手順となります。

※検査の際に必要になる場合がありますのでサインを頂いた書類は5
年間保管ください。
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５．署名について



５．署名について

36

署名記入は下記３つのパターンがございます。以下の場合に沿って署名欄に記入をお願い致します。

パターン１．施設が代理で行った場合

R 備考

N 署名

T 連絡先

署名欄の記載方法

実際に泊った方の署名

実際に泊った方の電話番号

「予約変更」と記載（変更理由を記載）

備考

連絡先署名

パターン３．代理の方が予約して別の方
が泊られた場合

パターン２．予約の変更があってクーポ
ンを変更した場合

R 備考

N 署名

T 連絡先

署名欄の記載方法

実際に泊った方の署名

実際に泊った方の電話番号

「代理人予約」と記載（変更理由を記載）

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

100名以上の団体予約の場合
本システムでは一度の処理で99にまでの人数が登録可能です。それ以上の人数の場合には
複数枚のクーポンを発行頂き団体の幹事様の署名を連絡先を頂くようにしてください。※後日
当方から幹事様に利用確認のご連絡をさせていただくことがございます。

クーポン発行者：施設様

クーポン発行者：宿泊者ではな
い第三者
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６．実績報告



６．実績報告
（給付金申請処理）

38

給付金の申請についてはpeerto（ピアトゥー）社がすべて代行いたします。
管理画面より以下のサイクルで実績処理を行ってください。施設様への着金の目安としては、

当月の締め日（例：8/31）から「１カ月＋5日間」後（10/5）となります。
※チェックアウト日ベースで精算を行います。

※上記のサイクルは変更になる可能性がございます

１カ月間

8/1 8/31 9/5

5日間

１カ月間程度
3日間
日程度

10/3 10/5～

給付金額確定（C）

※毎月月末

施設様着金日

（D）
5⽇より順次
⼊⾦処理が実
施されること
になります。

ステップ１．

（A）までの期間分の実績を（B）の締め切り日までに管理

画面より実績報告して下さい

ステップ２．

事務局での審査の結果、実際に支払われ
る給付内容が管理画面に反映されます。

STAYNAVI自動

締め切り日（B）

締め日（A）

※毎月月末

ステップ３．

（C）にて確定した金額が（D）の日付に予め登録された銀行口
座に支払われます。
※着金日（D）に確定したクーポン分の金額からSTAYNAVI手数料分
（1.5％（税別）を差し引いた金額が振り込まれます。

【締め作業を忘れてしまった場合】

先月分を当月分と一緒に締めることができ
るようになりました。（→P.40）
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６．実績報告
（給付金申請処理）

39

ステップ①

チェックアウト日を8月1日～8月31日に指定し「検索」を押して
リストを表示してください。

※精算はチェックアウト日を基準に行います

実績報告の処理について例示いたします。

例）8月の処理をする場合

①

ステップ②

各行のステータスを確認して正しい内容に修正してください。

※更新ボタンを押し忘れるとステータスが変わり
ませんのでご注意ください。

②

ステータスの「一括更新」も可能です。

ステップ③

全ての処理が完了したらもう一度チェックアウト日を8月1日～
8月31日に指定し「検索」を押してリストを表示し、間違いがな
いかを入念に確認してください。

※STAYNAVI自動締切日（前項（B）の日付）の23：59分に上記期間のステータスは「審査中」の表記となり変更ができなくなります。

※給付金確定日（前項（C）の日付）になりますとステータスに申請の結果が表示されます。問題がなければ「確定」と表示。問題があった場合は「否
認」と表示されます。前項施設様着金日（D）に確定したクーポン分の金額が振り込まれます。

※前項施設様着金日（D）に確定したクーポン分の金額からSTAYNAVI手数料分1.5％（税別）を差し引いた金額が振り込まれます。
※振込手数料はSTAY NAVIが負担いたします。
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６．実績報告
（締め作業を忘れてしまった場合・給付金申請処理）

40

ステップ①

チェックアウト日を8月1日～8月31日に指定し「検索」を押して
リストを表示してください。

※精算はチェックアウト日を基準に行います

締め作業を忘れてしまった場合、締め日を超えて先月分の締め作業を当月分を一緒に申請することができます。
作業手順は通常実績報告と同様の手順になります。

例）8月の処理をする場合

①

ステップ②

各行のステータスを確認して正しい内容に修正してください。

※更新ボタンを押し忘れるとステータスが変わり
ませんのでご注意ください。

②

ステータスの「一括更新」も可能です。

ステップ③

全ての処理が完了したらもう一度チェックアウト日を8月1日～
8月31日に指定し「検索」を押してリストを表示し、間違いがな
いかを入念に確認してください。

※STAYNAVI自動締切日（前項（B）の日付）の23：59分に上記期間のステータスは「審査中」の表記となり変更ができなくなります。

※給付金確定日（前項（C）の日付）になりますとステータスに申請の結果が表示されます。問題がなければ「確定」と表示。問題があった場合は「否
認」と表示されます。前項施設様着金日（D）に確定したクーポン分の金額が振り込まれます。

※前項施設様着金日（D）に確定したクーポン分の金額からSTAYNAVI手数料分1.5％（税別）を差し引いた金額が振り込まれます。
※振込手数料はSTAY NAVIが負担いたします。



６．実績報告
（参考「実績ステータス」）

41

クーポン検索時に「実績ステータス」の項目で絞り込みが可能です。

■STAYNAVI 管理画面 クーポン検索

「実績ステータス」は下記を表します。

・未設定 → クーポンが発行されると初期値「未設定」となる
・宿泊（承認） → 宿泊の承認
・キャンセル・NoShow → キャンセルまたはNoShow
・否認 → 事務局の審査で否認された場合・「未設定」のステータスで締め切り日を過ぎた場合

・審査中 → 事務局確認中
・入金指示済 → 送金手続き完了
・確定 → 入金が確認できる状態
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7．入金管理



4343

＜ご参考＞ 入金管理① 給付金の振り込み確認

審査を通過したクーポンに対して給付金の振り込みを行った内容が確認できます。

■STAYNAVI 管理画面 入金管理

「状況ステータス」は下記を表します。

・送金手続済 → 送金手続き完了

・送金エラー → 口座情報の不備等で送金できなかった

・入金処理完了 → 入金が確認できる状態

入金処理完了

7．入金管理
（給付金の振込確認）
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8．一括PDF出力機能



8．一括PDF出力機能
（PDF一括出力）

45

ステップ①

対象となるチェックイン日を指定します。

一括PDF出力して印刷することができます。

■STAYNAVI 管理画面 クーポン検索

ステップ②

「検索ボタン」をクリックしてください。

ステップ③

一覧が表示されたことを確認して
「PDF一括出力」をクリックします。
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一括PDF出力して印刷することができます。

■STAYNAVI 管理画面 クーポンPDF出力履歴

ステップ⑥

「印刷」をクリックして印刷します。

ステップ⑤

プリンタアイコン（印刷ボタン）をクリックします。

8．一括PDF出力機能
（PDF一括出力）

ステップ④

「クーポンPDF出力履歴」よりPDFがダウンロードされますので
ダブルクリックでPDFファイルを表示します。
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9．地域共通クーポン機能



9．地域共通クーポン機能
（券番号の連番登録）

48

ステップ①

クーポンごとの券番号の登録ができます。

クーポン詳細画面から券番号を連番登録することができます。

■STAYNAVI 管理画面 検索結果一覧

ステップ②

券番号を入力します。

ステップ③

1枚目を入力してこのボタンを押すことで、自動で連
番作成が可能です。



9．地域共通クーポン機能
（地域共通クーポン番号の一括登録）

49

一括で登録する機能もご用意しております。

■STAYNAVI 管理画面 検索結果一覧

ステップ①

プルダウンにて「地域共通クーポン一括登録」を選択する

ステップ②
1枚目の券番を入力して「登録する」をクリックすると、表示され
ているすべてのクーポンに連番が反映されます。
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