
取扱注意

クーポンマニュアル
電子クーポン対応

対象期間

クーポン有効期間

宿泊旅行：チェックイン日から8日間
日帰り旅行：旅行当日から8日間

2023年1月10日(火)～2023年6月30(金)
クーポン利用日：2023年7月7日(金)まで
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、変更することがあります。

「えひめぐりみきゃん旅割」事務局

えひめぐりみきゃん旅割
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【電子】

【電子 管理画面 店舗用・事業者用】

【電子管理画面 店舗用】

【電子管理画面 事業者用】

【電子 スマートフォン共通】

【電子 Android】

【電子 iPhone 】

【電子】

【紙】



クーポン 紙クーポン

割引率 割引率40%

【宿泊旅行割引】
交通付き 上限額 8,000円
宿泊のみ 上限額 5,000円

【日帰り旅行割引】
上限額 5,000円

配布金額 平日 3,000円
休日 1,000円

有効期間 チェックイン日
⇓

チェックアウト日

利用単位 1,000円

換金方法 クーポン郵送

換金サイクル 1日～15日利用分：翌月中旬
16日～月末利用分：翌月下旬

利用実績確認 確認不可

デジタルクーポン

割引率20%

【宿泊旅行割引】
交通付き 上限額 5,000円
宿泊のみ 上限額 3,000円

【日帰り旅行割引】
上限額 3,000円

平日 電子ポイント 2,000円分
休日 電子ポイント 1,000円分

【宿泊旅行】
チェックイン日含む8日間
【日帰り旅行】
旅行当日含む8日間

1円

精算処理不要

1日～15日利用分:当月末
16日～月末利用分：翌月中旬

管理画面にてリアルタイムにて
確認可能

旧 新

変更点

1

本事業は電子決済が基本となります。スマートフォン等をお持ちでない方、
通信不良等で使用困難な場合のみの救済措置として、紙クーポンとして
利用可能となります。

電子決済の対応ができない店舗様はご辞退をお願いします。
（ご辞退の際は辞退届をFAXまたはメールでご提出ください。）㊟



スマートフォン・タブレット等をお持ちの旅行者は
電子クーポンとしてのご利用となります。

クーポンを複数枚お持ちの場合、1枚毎もしくは合算を
してのご利用が可能です。
（1枚毎はP.7、合算方法はP.25～P.33参照)

電子

スマートフォン・タブレット等をお持ちでない・
通信不良等で使用困難な場合は、紙クーポンとしての
ご利用となります。

【注意事項】

＊目隠しシールが剥がれていないものに限ります
剥がれたものは受取らないでください。

＊合算ができない・電子決済が面倒等の理由により
紙クーポンとして利用することはできません

紙

2

クーポンご利用の注意点02共通

P.3へ続く



3

紙クーポン換金方法

紙クーポンの換金方法は下記の2パターンがあります。

店舗側で代理電子決済
（旅行者が行う手順を店舗側が代理で行ってください)

(P.7・8・9参照)

㊟ 代理決済時のみ目隠しシールを剥がして決済をしてください。

＊スマートフォン等の読み取り端末は店舗側で用意

＊利用金額にかかわらず、一律額面1,000円として決済
(旅行者は1円単位の利用ですが、店舗側が1円単位で決済すると
端末に残高が残ってしまうため、必ず1,000円として決済)

＊代理決済済のクーポンは郵送しないでください。
(残高が0円であることを確認後、クーポンは破って処分してください）

＊リアルタイムで実績確認が可能

1

紙クーポンとして換金請求
(読み取り端末が店舗側で用意できない場合)
(P.37~)

㊟ 換金請求の際は目隠しシールを剥がさないでください。
万が一、目隠しシールが剥がされているものを受取った・
店舗で剥がしてしまった・換金請求(郵送)をした等の場合は、
換金できませんので、上記①の代理決済をしてください。
できない場合は、店舗様負担となりますので、ご注意ください。

＊利用金額にかかわらず、一律額面1,000円として受領

＊紙クーポンを換金請求(郵送)

＊リアルタイムで実績確認が不可

＊精算は日数を要する

2



【ステッカー・ポスターの掲示】

「参加店舗ステッカー・ポスター」は、

必ず店頭の旅行者から見えやすい場所に掲示してください。

＊複数箇所への掲示を希望される場合は、

下記ホームページからデータをダウンロードしてご使用ください。

えひめぐり みきゃん旅割事務局 ホームページ

https://ehime-micantabiwari.jp/mtr_dl

1

【店舗独自の利用ルールがある場合の対応】※販促物はありません。

店舗独自でクーポン券が使えない商品を定める場合や1回あたりの

利用限度額を定める場合、他の割引企画との併用不可の場合、

ポイント加算対象外等は、旅行者が認識できるように明示してください。

3月13日よりマスクの着用は個人の判断が基本となりましたが、

店舗側のルールにより、マスクの着用をしていないことを理由に

サービスの提供ができない場合はその理由と、他店舗では利用できる旨を

旅行者が認識できるように明示してください。

※本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようご配慮

お願いします。

紙クーポンの利用不可と定める場合は、旅行者が認識できるように

明示してください。

㊟ 紙クーポンのみ利用可能と定めることはできません。

（紙クーポン受領後、代理決済をする場合も含む）

電子決済の対応ができない場合は事務局まで辞退届をご提出ください。

2

お願い

4

共通



電子クーポン



電子クーポン配布用チケット 電子クーポン画面

目隠しシールで二次元コード
が隠れています。 システム提供：

5

イメージ電子



【事前予約・お支払い】

＊旅行会社、OTA(じゃらん・楽天トラベル等)で、
全国旅行支援事業対象の旅行プランを予約
⇒クレジット等でお支払い

＊宿泊施設直接予約サイト等で、
全国旅行支援事業対象の宿泊プランを予約
⇒クレジット等や当日お支払い

1

旅行者の予約・支払・受領

6

電子

【商品・サービスの受取り】

商品・サービスを受取るあ

5

【電子ポイント取得】
あ
宿泊施設・旅行会社から電子クーポン配布用チケットを受取り、
二次元コードにて、電子ポイント1,000円分を取得
(読み取った電子クーポン配布用チケットは全額利用するまで
旅行者が保管をするので、受取らないでください)

3

【電子クーポン配布用チケット受領】

＊日帰り旅行
⇒当日、出発地点にて受領

＊宿泊旅行
⇒チェックイン時、宿泊施設にて受領

2

【電子決済】

旅行者が店頭に設置の二次元コードを読み取り、
お支払い金額を入力し、決済

4



【電子ポイント取得】

読み取った電子クーポン配布用チケットは全額利用する

まで旅行者が保管をするので、受取らないでください)

タップ

タップ

★受取り完了★

電子ポイント取得方法

7

電子

①電子クーポン配布用チケットの
二次元コードを読み取る

②
をタップ

③
をタップ
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【二次元コードでのお支払い】

あ

タップ

②カメラ起動を許可
③二次元コードを読み取り

自動で次の支払画面へ

④旅行者が金額を入力する

タップ

★支払い完了★

①旅行者が
をタップ

⑤店舗側が金額を確認
旅行者が をタップ
金額と支払うのタップは

で確認

タップ

二次元コードでのお支払い電子



9

【パスコードでのお支払い】

二次元コードがうまく読み取れない場合は、
店頭設置の二次元コード下の6桁のパスコード
を旅行者にお伝えください。

①旅行者が
をタップ

前出の支払い方法④⑤
に続きます

②二次元コード下の6桁の
パスコードを入力し

をタップ

パスコードでのお支払い電子

123456
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管理画面確認方法

＊不足の場合⇒再度、不足分を電子決済または現金で受領してください。

＊過剰の場合⇒利用実績確認ページに取消欄がありますが、トラブル防止のため
過剰分は現金で返金してください。(愛媛県ルール)
精算は過剰に電子決済をした金額が振り込まれます。

決済時に過不足が発生した場合

前述した通り、電子決済の際は必ず目視で金額を確認してください。
万が一、決済金額に過不足が発生した場合、以下の通りに対応をお願いします。

万が一、管理画面で別の利用実績を取消処理した場合、
該当実績分の精算はできません。店舗様負担となります。

店舗側が取消処理をし、トラブルが発生した場合、
事務局は一切責任を負いません。

電子

㊟

取消欄は24時間表示されますが
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事業者用 管理画面確認方法①

【管理画面二次元コード・URL】

二次元コードを読み取りまたは検索画面にURLを入力
https://ehime-micantabiwari.emachi-gift.jp/login
※えひめぐり みきゃん旅割HPに掲載の本マニュアル(P.12 URL)からも入れます。

1

※画像はイメージです。

Android 7.0以降
Chrome
(最新版)

iPhone iOS 10以降
Safari

(最新版)

利用可能ブラウザスマートフォン・タブレット

以降は店舗⇒P.14へ、事業者⇒P.17へ３

ログイン
（スマホ・タブレット）

電子
店舗用
事業者用

【管理画面ログイン】

スターターキットに同封の「ログインID」「初期パスワード」
を入力し、ログインをする。
※初回ログイン後、パスワードの変更をお願いします。〈P.24〉
※店舗用の管理画面と、店舗を統括する事業者用の管理画面の２種類があります。

2

05●_●●●_●●●

12345678

情報を記憶させたい
場合はチェック

https://ehime-micantabiwari.emachi-gift.jp/login


12

スマートフォン・タブレットで管理画面を確認する場合は、
をクリックすると各項目が表示されます。

事業者用 管理画面確認方法①02
表示画面

（スマホ・タブレット）

店舗用
事業者用

電子

店舗用画面
(画面表示：店舗）

＊「店舗一覧」で全店舗の
情報が確認できます

事業者用画面
(画面表示：加盟店）
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【管理画面ログイン】

スターターキットに同封の「ログインID」「初期パスワード」
を入力し、ログインをする。
※初回ログイン後、パスワードの変更をお願いします。〈P.23〉
※店舗用の管理画面と、店舗を統括する事業者用の管理画面の２種類があります。

2

パソコン

Chrome
(最新版)

利用可能ブラウザ

ログイン（パソコン)電子
店舗用
事業者用

05●_●●●_●●●

12345678

情報を記憶させたい
場合はチェック

以降は店舗⇒P.14へ、事業者⇒P.17へ３

【管理画面二次元コード・URL】

検索画面にURLを入力
https://ehime-micantabiwari.emachi-gift.jp/login
※えひめぐり みきゃん旅割HPに掲載の本マニュアル(P.12 URL)からも入れます。

1

※画像はイメージです。

https://ehime-micantabiwari.emachi-gift.jp/login
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管理画面確認方法

【利用実績】3-1

①利用実績を選択

②利用日時を選択 → 検索 ※期間を指定する場合

③詳細確認

管理画面利用実績

対象期間を指定して検索
※当日はそのまま検索へ

データ履歴

利用実績が
表示されます

電子
店舗用
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管理画面確認方法

【月別利用実績】

①月別利用実績を選択

②利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

管理画面月別利用実績
電子
店舗用

3-2

データ履歴

月別利用実績が
表示されます



16

管理画面確認方法

【日別利用実績】

①日別利用実績を選択

②利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

管理画面日別利用実績

データ履歴

日別利用実績が
表示されます

電子
店舗用

3-3
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管理画面確認方法

【利用実績】

①利用実績を選択

②利用日時を選択 → 検索

③詳細確認

管理画面利用実績

対象期間を指定して検索
※当日はそのまま検索へ

全店舗の利用実績が
表示されます。

電子
事業者用

3-1
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管理画面確認方法

【月別利用実績 加盟店別集計】
※全店舗の月別合計利用実績が確認できます

①月別利用実績 加盟店別集計を選択

②利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

月別利用実績が表示されます

データ履歴

管理画面
月別利用実績加盟店別集計

電子
事業者用

3-2
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管理画面確認方法

【日別利用実績 加盟店別集計】
※全店舗の日別合計利用実績が確認できます

①日別利用実績 加盟店集計を選択

②利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

日別利用実績が表示されます

電子
事業者用

3-3

管理画面
日別利用実績加盟店別集計
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管理画面確認方法

【月別利用実績 店舗別集計】
※各店舗の月別合計利用実績が確認できます

①月別利用実績 店舗別集計を選択

②店舗コード or 店舗名を入力・利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

※店舗コード・店舗名は店舗一覧を
ご確認ください。

データ履歴

月別利用実績が表示されます

電子
事業者用

3-4

管理画面
月別利用実績店舗別集計
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管理画面確認方法

【日別利用実績 店舗別集計】
※各店舗の日別合計利用実績が確認できます

①日別利用実績 店舗別集計を選択

②店舗コード or 店舗名を入力・利用年月を選択 → 検索

③詳細確認

※店舗コード・店舗名は店舗一覧を
ご確認ください。

電子
事業者用

3-5

管理画面
日別利用実績店舗別集計

データ履歴

日別利用実績が表示されます
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管理画面確認方法

【精算管理】

①精算管理を選択

②支払一覧クリック

③詳細確認

精算管理
電子

事業者用

3-6

支払予定日・支払金額が
表示されます
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管理画面確認方法パスワード変更方法

画面右上の加盟店または店舗を選択するとメニューが表示されます。

メニュー内「パスワード変更」を選択します。

変更するパスワードを2箇所に入力してください。
※パスワードは8文字以上で、数字、アルファベット大文字、小文字の

すべてを含む必要があります。（記号は使用できません）

電子
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管理画面確認方法

iPhone

Android

③ をタップ

① をタップ ② をタップ ③ をタップ

① をタップ ② をタップ

下から上に
スクロール

(参考)ホーム画面追加方法電子

機種によって表示等が異なります

アイコン

アイコン



03 (参考)電子ポイント合算方法電子

※合算せず、1枚毎のご利用も可能です。

【利用可能ブラウザ】

【注意事項】
＊機種によってマニュアルに表示されている画面と異なる場合が

あります。(URL表示位置、タブ表示位置、コピーの仕方等）

＊電子ポイントの取得日が異なるものは合算できません。
合算ができない場合は旅行者に取得日の確認をしてください。

例：1枚 1月10日に取得
1枚 1月10日に取得

1枚 1月10日に取得
1枚 1月11日に取得

【合算方法動画】
えひめぐり みきゃん旅割のホームページ(トップページ)に
動画が掲載されております。詳しくは動画をご覧ください。

《iPhone版》
https://youtu.be/VS_fRF-IjSA

《Android版》
https://youtu.be/oneJ6wfc3nI

※マニュアルと動画の手順が異なります。

Android

Android 7.0以降
Chrome
(最新版)

iPhone

iPhone iOS 10以降
Safari
(最新版)

合算可能

合算不可
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https://youtu.be/VS_fRF-IjSA
https://youtu.be/oneJ6wfc3nI


②電子クーポン配布用チケット
の二次元コードを読み取る

P.27へ続く

①カメラを起動 ③表示されたURL
をタップ

⑥★受取り完了★ ④
をタップ

⑤
をタップ

03 (参考)電子ポイント合算方法①
電子

Android

26機種によって表示等が異なります



⑧URL貼り付け画面を
表示の状態で

⑩2枚目以降の
電子クーポン配布用チケット
の二次元コードを読み取る

⑪表示されたURL等
をタップ

P.28へ続く

⑦
をタップ

⑫
をタップ

⑨再度カメラを起動

03 (参考)電子ポイント合算方法②
電子

Android

27 機種によって表示等が異なります



⑭★受取り完了★⑬
をタップ

⑮URLを長押し

⑯ をタップ
⑱⑧で開いた画面

(URL貼り付け画面)
のタブをタップ

⑰ をタップすると
複数のタブが表示されます

03 (参考)電子ポイント合算方法③
電子

Android

P.29へ続く 28機種によって表示等が異なります



⑲URL貼り付け欄を
長押し

⑳ をタップ ㉑
をタップ

㉒ をタップ
★合算完了★

03 (参考)電子ポイント合算方法④
電子

Android

29 機種によって表示等が異なります



②電子クーポン配布用チケット
の二次元コードを読み取る

P.31へ続く

03 (参考)電子ポイント合算方法①
電子

iPhone

①カメラを起動

④
をタップ

⑤
をタップ

⑥★受取り完了★

③
をタップ

30機種によって表示等が異なります



⑩2枚目以降の
電子クーポン配布用チケット
の二次元コードを読み取る

P.32へ続く

03 (参考)電子ポイント合算方法②
電子

iPhone

⑨再度カメラを起動⑦
をタップ

⑧URL貼り付け画面を
表示の状態で

⑫
をタップ

⑪
をタップ

31 機種によって表示等が異なります



03 (参考)電子ポイント合算方法③
電子

iPhone

P.33へ続く

⑬
をタップ

⑮URLを長押し⑭★受取り完了★

⑰ をタップすると
複数のタブが表示されます

⑯
をタップ

⑱⑧で開いた画面
(URL貼り付け画面)
のタブをタップ

32機種によって表示等が異なります



㉒ をタップ
★合算完了★

03 (参考)電子ポイント合算方法④
電子

iPhone

⑲URL貼り付け欄を
タップ ⑳ をタップ

㉑
をタップ

33 機種によって表示等が異なります



※スケジュールが変更になる場合がございます。
随時HPをご確認ください。

34

精算サイクル電子

利用期間 振込予定日

第1回 1月10日(火)～1月31日(火) 2月16日(木)

第2回 2月1日(水)～2月15日(水) 3月1日(水)

第3回 2月16日(木)～2月28日(火) 3月16日(木)

第4回 3月1日(水)～3月15日(水) 3月30日(木)

第5回 3月16日(木)～3月31日(金) 4月24日(月)

第6回 4月1日(土)～4月15日(土) 5月8日(月)

第7回 4月16日(日)～4月30日(日) 5月16日(火)

第8回 5月1日(月)～5月15日(月) 6月1日(木)

第9回 5月16日(火)～5月31日(水) 6月16日(金)

第10回 6月1日(木)～6月15日(木) 7月3日(月)

第11回 6月16日(金)～7月7日(金) 7月21日(金)



Q1.お支払いの確認方法は、目視以外ありますか？

A1.なし。必ず目視で確認してください。

Q2.電子決済が面倒等の理由により、紙クーポンとして利用したいと旅行者が仰った場合、受取り可能か？

A2.不可。スマートフォン・タブレットをお持ちでない旅行者、通信不良旅行者のみ紙クーポンとして利用可。

Q3.店舗側で代理電子決済をする場合、旅行者が帰ってからの決済でもよいか。

A3.よい。店舗様の判断にお任せします。使用済クーポンは破棄してください。

Q4.店舗側でも代理電子決済ができない場合は？

A4.紙クーポンとして受領後、紙クーポンとして換金請求。但し、目隠しシールが剥がされていない場合に限る。

Q5.代理電子決済の金額は？

A5.ご利用金額にかかわらず、一律額面1,000円で代理電子決済してください。

Q6. 店舗設置の二次元コードシールがほしい。

A6.コピーしてご利用ください。管理画面からも取得可能です。

Q7.電子ポイント取得画面を消してしまった。

A7.再度二次元コードを読み込んでください。

Q8.店舗設置の二次元コードが読み込めない場合は？

A8.二次元コード下のパスコード(6桁)を入力してください。

Q9.金額を間違えてお支払いされた場合は？

A9.＊不足の場合⇒再度、不足分を電子決済または現金等で受領してください。

＊過剰の場合⇒過剰分は現金で返金してください。

Q10.管理画面をログインするのにアプリは必要ですか？

A10.不要。対応ブラウザ：Chrome・Safari（Microsoft Edgeは対応不可）

Q11.管理画面のログインID・パスワードを忘れた。

A11.事務局でパスワードの初期化をしますので、事務局までご連絡ください。
初期化後、ご連絡を差し上げますので、スターターキットに同封のログインID・パスワードで
ログインしてください。

Q12.事業者は加盟している全店舗の利用実績確認ができるか。

A12.可能。

Q13.店舗は同じ自社が事業者の他店舗の利用実績確認ができるか。

A13.不可。(事業者内で共有されるかはお任せします。）

Q14.各レジ毎に二次元コードが必要な場合は？

A14.新規でご登録をお願いします。
(※同一口座の場合は、確認事項がございますので、事務局までご連絡ください。)

Q&A
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電子



紙クーポン



【会計(支払い額の提示)】
1

【旅行者が紙クーポン利用の意思表示】
＊利用対象外の商品購入・サービス提供への利用はお断りください。

＊不足分は現金等で受領してください。

＊釣銭を出せないことをお伝えください。(一律額面1,000円として受領)

2

【店舗印を押印】

＊お受取りいただた
電子クーポン配布用チケットの
裏面「参加店舗印欄」に
店舗印を押印してください。

＊すでに、宿泊施設・旅行会社が
店舗印欄に押印している場合は
お受取り後、事務局までご連絡ください。

4
店舗印を押印ください。

【利用開始日・有効期限の確認】
＊目隠しシール横の

利用開始日・有効期限をご確認ください。

＊有効期限切れのものは、
ご利用できません。

＊日付がゴム印であることを
ご確認ください。

＊利用開始日・有効期限が
空欄、手書き、訂正、不鮮明なもの等は
お受取りいただけますが、
お受取り後、事務局までご連絡ください。

3

㊟目隠しシールが剥がれていない場合のみ受取可

クーポンの受領紙

36



クーポン郵送時
の注意事項

＊クーポン券は正確な枚数をご確認、ご記入ください。
＊郵送の際は、輪ゴム等でまとめてください。
※ホッチキス止め厳禁・バーコードの汚損厳禁

＊目隠しシールは剥がさずにご返送ください。
剥がれているものは換金できません。全てご返却します。

＊クーポン券の半券（下部緑色）を振込完了まで
店舗控として保管ください。

換金請求書
について

＊封筒表面のチェック欄にはチェックを、加盟店コード・
参加店舗様名は必ずご記入ください。

＊郵送時、店舗控(1枚目)は店舗様で保管ください。

＊事務局用(2枚目)と使用済クーポン券を郵送してください。

＊換金請求書の換金枚数の訂正はできません。
※誤記入の場合、新しい換金請求書にご記入ください。

換金請求書が不足の場合は、事務局にご連絡ください。

※加盟店コードはスターターキットに同封しております。

※必ず店舗毎に換金請求書のご記入が必要となります。

・使用済クーポン
・換金請求書

(事務局用)

送付先

〒790-8790
松山市湊町7丁目7-1 セキ株式会社気付
えひめぐり みきゃん旅割事務局 事務処理センター 宛

【記入項目】
・申請日
・加盟店コード
・店舗名(正式名称)
・電話番号
・クーポン枚数

正確にご記入ください。
不備がある場合は
ご連絡差し上げます。

換金方法紙
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よくある不備紙

38

不備内容 事務局対応 事務局⇒店舗 架電後対応

目隠しシールの剥がれ
目隠しシールのめくれ

⚠多発しております

①店舗へご連絡

②クーポンご返却

代理決済（P.7,8,9参照）

・有効期限切れ、残高不足
⇒店舗負担

クーポン
店舗控付き 送付

①店舗へご連絡

②店舗控ご返却

店舗保管

クーポン
バーコード汚損

店舗へ
ご連絡・ご案内

換金請求書
添付なし

店舗へ
ご連絡・ご案内

換金請求書
枚数誤記入・未記入

店舗へ
ご連絡・ご案内

換金請求書
加盟店コード
誤記入・未記入

店舗へ
ご連絡・ご案内

換金請求書
店舗名誤記入・未記入

店舗へ
ご連絡・ご案内

次回以降は不備がないようご確認の上、ご投函ください。



※スケジュールが変更になる場合がございます。
随時HPをご確認ください。

郵便到着まで一週間前後要する場合がございますので、
余裕をもって投函ください。
なお、到着期限を過ぎたものは次回換金となります。

＊目隠しシールがはがれて
いるものは換金できません

精算サイクル紙

39

有効期限
店舗→事務処理センター

郵便到着期限
振込予定日

第1回 1月10日(火)～1月31日(火) 2月10日(金)着 3月1日(水)

第2回 2月1日(水)～2月28日(火) 3月10日(金)着 3月30日(木)

第3回 3月1日(水)～3月31日(金) 4月24日(月)着 5月18日(木)

第4回 4月1日(土)～4月30日(日) 5月10日(水)着 6月1日(木)

第5回 5月1日(月)～5月31日(水) 6月10日(土)着 7月3日(月)

第6回 6月1日(木)～7月7日(金) 7月31日(月)必着 8月16日(水)



Q1.電子クーポン配布用チケット(以下「クーポン」)表面の利用開始日・有効期限に不備がある場合は
受取れますか？

A1.空欄、手書き、訂正、不鮮明なもの ⇒ 受取可
ただし、クーポン番号確認のため、速やかに事務局までご連絡ください。

有効期限切れ ⇒ 受取不可
万が一、お受取りされた場合は店舗様負担となりますのでご注意ください。

Q2. 受取り時の注意点はありますか？

A2.＊目隠しシールが剥がされていないことを確認。
＊クーポン表面の利用開始日と有効期限の確認。
＊受取り枚数の確認。
＊他事業のクーポンと間違えないでください。

Q3. 旅行者が誤ってクーポンを破損した場合は？

A3.下記の条件を満たしている場合は、利用可能です。
ただし、クーポン券の盗難・紛失・汚損・き損が生じた場合、再発行できません。

＊バーコード下のNo.と有効期限下のNo.が合致しているもの。
＊券面の面積が5分の4以上のもの。
＊偽造防止パールインキがあるもの。(印字箇所：利用開始日、有効期限)

Q4.クーポンと他の商品券や割引券の重複利用はできますか？

A4.各店舗様のご判断にお任せします。
旅行者が分かるようにお知らせください。

Q5.クーポンを多く受取ってしまった。

A5.速やかに事務局までご連絡ください。

Q6.クーポンを少なく受取ってしまった。

A6.不足分は店舗様負担となりますので、ご注意ください。

Q7.目隠しシールが剝がされたものを渡された場合は？

A7.紙クーポンとしては一切ご利用いただけません。電子クーポンとしては利用可。

Q8.目隠しシールが剝がされたものを受取った場合は？

A8.紙クーポンとして換金ができないので、代理電子決済をしてください。

Q9.目隠しシールが剥がれているものを換金請求した。

A9.目隠しシールが剝がれているクーポンは換金できませんので、全てご返却します。

Q10.領収書の発行はできるか。

A10.発行可。ただし、クーポンは現金扱いではないため、但し書きや明細等に
「内〇〇円分えひめぐりクーポンで受領」等と分かるように明記してください。

Q11.郵送期限・振込日を知りたい。

A11.本マニュアルP.38、またはホームページの「精算・換金方法」を参照ください。

紙 Q&A①
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Q12.自社のホームページに掲載してよいか？

A12.えひめぐりみきゃん旅割のホームページに掲載しているロゴやポスター等は使用可。
店舗様のホームページ等での告知可。

Q13.ホームページの自店舗画像の登録・変更、店舗情報の変更等は？

A13.事務局宛てにメールにて画像や情報を送ってください。

Q14.目隠しシールを剥がしたらなぜ利用不可なのか。

A14.目隠しシールを剥がしているものは、電子ポイントを取得しているかどうかの判断がつかないため。

Q15. 剥がした目隠しシールをのり付け・剥がされた形跡があるものはなぜ利用不可なのか。

A15.同上の理由。

Q16. 不正行為(目隠しシールののり付け・剥がされた形跡があるもの)と思われるクーポンを持参されたら？

A16.万が一、持参された場合は、旅行者と対面の状態で代理電子決済を行ってください。
代理決済ができない場合は受取らないでください。

Q17. おつりは渡せますか？

A17.本事業は原則電子決済としていますが、スマートフォン等をご利用できない旅行者・通信不良で
使用困難な旅行者の救済措置として、紙クーポンとしてのご利用を可能としております。
あくまでもクーポンであり、現金化を防ぐため、おつりは渡せません。
利用金額にかかわらず、一律1,000円として受領してください。

Q18.換金請求書と換金用封筒がほしい。

A18.えひめぐり みきゃん旅割(ピンク色)で使用していたものをお使いください。
お手元にない場合は、事務局までご連絡ください。送付します。

紙 Q&A②とお願い

【換金請求】

＊計数機によるバーコードへの読み取りのため、ホッチキス止め不可です。

＊汚損・破損は計数エラーになるため、事前に事務局へ連絡ください。

＊他のクーポン等は混入しないでください。

＊換金請求書・封筒は正確に漏れなくご記入ください。

(未記入・誤記入・クーポン枚数相違が多く見受けられます。)

＊クーポン券の半券（下部緑色）を振込完了まで

店舗控として保管ください。

お願い
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⑤二次元コード スタンド

①参加店舗マニュアル

④二次元コードシール

②販 促 物

③電子クーポン配布用チケット

ステッカーポスター

スターターキット送付物一覧

42

スターターキットは店舗様と事業者様に

お送りしております。

(②～⑤は店舗様のみ)

【管理画面】 ログインID・パスワードは

店舗様用と事業者様用で異なるものが

送付されます。



利用可能店舗

43

※ホームページの「電子クーポン参加店舗」から検索可能



観光地における消費を喚起するという制度趣旨に鑑み、以下の商品等については、
クーポンの利用対象としない。

区 分 事例

行政機関等へ
の支払い

〇所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課
〇社会保険（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
〇宝くじ（当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）に基づくもの）

・スポーツ振興くじ（スポーツ振興投票の実施等に関する法律
（平成 10 年法律第 63 号）に基づくもの）

〇その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）

日常生活にお
ける継続的な
支払い

〇電気、ガス、水道、電話料金等
〇NHK放送受信料
〇不動産賃料
〇駐車場の月極、定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象
〇保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等）

換金性の高い
ものの購入

〇金券類（QUOカード、プリペイドカードやビール券、清酒券、おこめ券、
図書券、旅行券や店舗が独自に発行する商品券等）

〇鉄道の普通乗車券、特急券（指定席等を含む）、回数券、普通航空券
（往復航空券や上位クラス利用料金を含む）等

※ただし、旅行事業者における適切な管理がなされている場合は対象です。
〇収入印紙や切手
〇電子マネーへのチャージ等
〇金融商品（預貯金、振込、株式、投資信託、社債、公債等）

その他 〇クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの
※宅配等の配送サービスは愛媛県発のみ対象

〇事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
・授業料、入金検定料、入金等 ※アクティビティのガイド料等は対象

〇宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
〇旅行代金及び宿泊代金に関わる追加費用

(布団代、部屋のアップグレード代金、レイトチェックアウト代金等の支払い)
〇既存の債務の弁済

・各種サービスのキャンセル料 ・電子商取引
〇無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれ準ずるもの
〇公序良俗に反するもの
〇社会通念上不適当とされるもの
〇資格取得代金等
〇その他各取扱店舗が指定するもの
〇たばこ(酒類は利用可能)

対象とならない商品
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えひめぐり みきゃん旅割事務局

受付時間
平日 9:30～17:00
(土曜・日曜・祝日/GW(3,4,5日) 休業)

事務局
所在地

〒790‐0001
松山市一番町4丁目1-1 大樹生命松山ビル7階

ＴＥＬ 089-998-2272

ＦＡＸ 089-913-0321

E-mail ehime-ryoko3@bsec.jp
(全て半角小文字)

ホームページ https://ehime-micantabiwari.jp
(全て半角小文字)

お問い合わせ先
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更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.4.0 2023/01/31 目次 ・目次表記⇒変更

・目次に合わせて各項目表記⇒変更

P.1 ・「本事業は電子決済が基本となります。スマートフォン等をお持ちでない方、
通信不良等で使用困難な場合のみの救済措置として、紙クーポンとなります。
㊟電子決済の対応ができない店舗様はご辞退をお願いします。
(ご辞退の際は辞退届をFAXまたはメールでご提出ください)」⇒追記

P.2 ・「受取り時、目隠しシールが剥がれていないものに限ります。
受け取られても換金はできませんので、ご注意ください。
万が一、受け取られた場合は、店舗負担となります。」⇒削除

・店舗側で代理決済、紙クーポンとして換金請求⇒P.3に転記・追記

・「クーポンを複数枚お持ちの場合、1枚毎もしくは合算をしてのご利用が
可能です。（1枚毎はP7.、合算方法はP.26～P.34参照)⇒追記

・＊「目隠しシールが剝がれていないものに限ります。剥がれたものは
受取らないでください」⇒追記

・＊「合算ができない・電子決済が面倒等の理由により紙クーポンとして
利用することはできません」⇒追記

P.3 ・P.4に転記

・「㊟紙クーポンのみ利用可能と定めることはできません。
（紙クーポン受領後、代理決済をする場合も含む)

電子決済の対応ができない場合は、事務局まで辞退届をご提出ください」
⇒追記

電子
表紙

・「電子決済の対応ができない店舗様はご辞退をお願いします
（事務局までFAXまたはメールでご提出ください)⇒追記

P.4 ・P.5に転記

P.5 ・削除

P.6 ・削除

P.7 ・P.6に転記・追記

P.8 ・P.7に転記

・「(読み取った電子クーポン配布用チケットは全額利用するまで旅行者が保管
するので、受取らないでください)」⇒追記

P.9 ・P.8に転記・統合

P.10 ・P.8に転記・統合

P.11 ・P.9に転記

・①②「お客様」⇒修正

・「⑤店舗側が金額を確認 旅行者支払うをタップ
金額と支払うのタップは必ず目視で確認」⇒修正

P.12 ・P.10に転記

・「②二次元コード下の6桁のパスコードを入力」⇒追記



更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.4.0 2023/01/31 P.13 ・P.11に転記

・「万が一、管理画面で別の利用実績を取消処理した場合、該当実績分の
精算はできません。店舗様負担となります。」⇒修正

・「店舗側が取消処理をし、トラブルが発生した場合、事務局は一切責任を
負いません。」⇒追記

P.14 ・P.12に転記

・「二次元コードを読み取りまたは検索画面にURLを入力」⇒修正

・「※えひめぐり みきゃん旅割HPに掲載の本マニュアル(P.12 URL)からも
入れます。」⇒追記

P.15 ・P.13に転記

・「(画面表示：店舗)」⇒追記

・「(画面表示：加盟店)」⇒追記

・「＊「店舗一覧」で全店舗の情報が確認できます」⇒追記

P.16 ・P.14に転記

・「※えひめぐり みきゃん旅割HPに掲載の本マニュアル(P.12 URL)からも
入れます。」⇒追記

P.17 ・P.15に転記

P.18 ・P.16に転記

・「月別利用実績が表示されます」⇒修正

P.19 ・P.17に転記

・「日別利用実績が表示されます」⇒修正

P.20 ・P.18に転記

P.21 ・P.19に転記

・「月別利用実績が表示されます」⇒修正

・「※全店舗の月別合計利用実績が確認できます」⇒追記

P.22 ・P.21に転記

・「月別利用実績が表示されます」⇒修正

・「※各店舗の月別合計利用実績が確認できます」⇒追記

P.23 ・P.20に転記

・「日別利用実績が表示されます」⇒修正

・「※全店舗の日別合計利用実績が確認できます」⇒追記



更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.4.0 2023/01/31 P.24 ・P.22に転記

・「日別利用実績が表示されます」⇒修正

・「※各店舗の日別合計利用実績が確認できます」⇒追記

P.25 ・P.23に転記

・「支払予定日・支払金額が表示されます」⇒追記

P.26 ・P.24に転記

・「画面右上の加盟店または店舗を選択するとメニューが表示されます」⇒修正

・「(記号は使用できません)」⇒追記

P.27 ・P.25に明記

・アイコン⇒変更

P.28 ・P.26～34⇒より詳細に

P.29 ・P.35に明記

・第5回振込予定日「4月24日(月)」⇒修正

P.30 ・P.36に明記

・Q&A 項番追記

・「Q1.電子決済が面倒等の理由により、紙クーポンとして利用したいと旅行者が
仰った場合、受取り可能か。
A1.不可。スマートフォン・タブレットをお持ちでない旅行者、通信不良の
旅行者のみ紙クーポンとして利用可。」⇒追記

・「A4.紙クーポンとして受領後、紙クーポンとして換金請求。但し、目隠し
シールが剥がれていない場合に限る」⇒修正

・「A5.ご利用金額にかかわらず、一律額面1,000円で代理電子決済
してください。」⇒修正

・「A6.コピーしてご利用ください。管理画面からも取得可能です。」
⇒修正

・「A10.不要。対応ブラウザ：Chrome・Safari(Microsoft Edgeは対応不可)
⇒修正

・「Q13.店舗は同じ自社が事業者の他店舗の利用実績確認ができるか」⇒修正

・「Q14.各レジ毎に二次元コードが必要な場合は？」

紙
表紙

・「紙クーポンのみ利用可能とすることはできません
(紙クーポン受領後、代理決済をする場合も含む)」⇒追記

P.31 ・P.37に転記

・「＊すでに宿泊施設・旅行会社が店舗印欄に押印している場合は
お受取り後、事務局までご連絡ください。」⇒修正



更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.4.0 2023/01/31 P.32 ・P.38に転記

・「＊クーポン券は正確な枚数をご確認、ご記入ください。」⇒追記

・「＊郵送の際は、輪ゴム等でまとめてください。」⇒修正

・「剥がれているものは換金できません。全てご返却します。」⇒追記

・「＊クーポン券の半券(下部緑色)を振込完了まで店舗控えとして保管ください。
⇒修正

・「＊封筒表面のチェック欄にはチェックを、加盟店コード・参加店舗様名は
必ずご記入ください。」⇒追記

・「＊郵送時、店舗控(1枚目)は店舗様で保管ください。」⇒修正

・「＊事務局用(2枚目)と使用済みクーポン券を郵送してください。」⇒追記

・「※誤記入の場合、新しい換金請求書にご記入ください。換金請求書が不足の
場合は、事務局にご連絡ください。」⇒修正

・「正確にご記入ください。不備がある場合はご連絡差し上げます。」⇒追記

P.33 ・P.39に転記

・第3回 郵便到着期限「4月24日(月)必着」⇒修正

・第3回 振込予定日「5月18日(木)」⇒修正

P.34 ・P.40に転記

・Q&A 項番追記

・「A1.空欄、手書き、訂正、不鮮明なもの⇒受取可」⇒修正

・「A2.＊目隠しシールが剥がされていないことを確認。」⇒追記

・「A6.不足分は店舗様負担となりますので、ご注意ください。」⇒修正

・「Q8.目隠しシールが剥がれているものを受取った場合は？
A8.紙クーポンとして換金ができないので、代理決済をしてください。」
⇒追記

・「Q9.目隠しシールが剥がされているものを換金請求した。
A9.紙クーポンとして剥がれているクーポンは換金できませんので、
全てご返却します。」⇒追記

・「A10.発行可。ただし、クーポンは現金扱いではないため、但し書きや明細等
に「内○○円分えひめぐりクーポンで受領」等と分かるように明記
してください。」⇒修正

・「A11.本マニュアルP39.、またはホームページの「精算・換金方法」を
参照ください。⇒修正



更新履歴

Ver 更新日 更新内容

Ver.4.0 2023/01/31 P.35 ・P.41に転記

・「Q.剥がした目隠しシールをのり付けしたものは利用できるか。
A.不可。同上の理由。」⇒削除

・「Q15.剥がした目隠しシールをのり付け・剥がされた形跡があるものはなぜ
利用不可なのか。」⇒追記

・「A16.万が一、持参された場合は、旅行者と対面の状態で代理決済を行って
ください。代理決済ができない場合は受取らないでください。」⇒修正

・「A17.本事業は原則電子決済としていますが、スマートフォン等をご利用
できない旅行者・通信不良で使用困難な旅行者の救済措置として、
紙クーポンとしてのご利用を可能としております。
あくまでもクーポンであり、現金化を防ぐため、おつりは渡せません。
利用金額にかかわらず、一律1,000円として受領してください。」⇒修正

・「A18.えひめぐり みきゃん旅割(ピンク色)で使用していたものをお使い
ください。お手元にない場合は、事務局までご連絡ください。
送付します。」⇒修正

・「＊換金請求書・封筒は正確に漏れなくご記入ください。」⇒修正

・「＊クーポン券の「半券(下部緑色)を振込完了まで店舗控として保管
ください。」⇒修正

P.36 ・P.42に転記

・「スターターキットは店舗様と事業者様にお送りしております。
(②～⑤は店舗様のみ)
【管理画面】ログインID・パスワードは店舗様用と事業者様用で異なるもの
が送付されます。」⇒追記

P.37 ・P.43に転記

・「※ホームページの「電子クーポン参加店舗」から」検索可能⇒修正

P.38 ・P.44に転記

P.39 ・P.45に転記

Ver.5.0 2023/03/17 表紙 ・「対象期間 2023年1月10日(火)～2023年3月31日(金)」⇒修正

目次 ・ページ数⇒修正

・よくある不備 P.38⇒追記

P.1 ・「チェックイン日から8日間」⇒修正

・「旅行当日から8日間」⇒修正

P.2 ・「合算方法はP.26～P.34参照」⇒修正

P.3 ・「P.7・9・10参照」⇒修正

P.4 ・「3月13日よりマスクの着用は個人の判断が基本となりましたが、店舗側の
ルールにより、マスクの着用をしていないことを理由にサービスの提供が
できない場合はその理由と、他店舗では利用できる旨を旅行者が認識できる
ように明示してください。
※本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようご配所

お願いします。」⇒追記



Ver 更新日 更新内容

Ver.5.0 2023/03/17 P.6 ・「条件：ワクチン接種証明書(3回以上)又は陰性の検査結果通知書」⇒削除

P.8 ・P.6に転記

P.9 ・P.8に転記・統合

P.10 ・P.9に転記

P.11 ・P.10に転記
・「取消欄は24時間表示されますが」⇒追記

P.12 ・P.11に転記

・「③以降は店舗⇒P.15へ、事業者⇒P.18へ」⇒修正

P.13 ・P.12に転記

P.14 ・P.13に転記

・「③以降は店舗⇒P.15へ、事業者⇒P.18へ」⇒修正

P.15 ・P.14に転記

P.16 ・P.15に転記

P.17 ・P.16に転記

P.18 ・P.17に転記

P.19 ・P.18に転記

P.20 ・P.19に転記

P.21 ・P.20に転記

P.22 ・P.21に転記

P.23 ・P.22に転記

P.24 ・P.23に転記

P.25 ・P.24に転記

P.26 ・P..25に転記

P.27 ・P.26に転記

・「P.28へ続く」⇒修正

P.28 ・P.27に転記

・「P.29へ続く」⇒修正

P.29 ・P.28に転記

・「P.30へ続く」⇒修正

P.30 ・P.29に転記

P.31 ・P.30に転記

・「P.31へ続く」⇒修正

P.32 ・P.31に転記

・「P.32へ続く」⇒修正

P.33 ・P.32に転記

・「P.33へ続く」⇒修正

P.34 ・P33に転記

・「P.32へ続く」⇒修正



Ver 更新日 更新内容

Ver.5.0 2023/03/17 P.35 ・P.34に転記

・サイクル修正

P.36 ・P.35に転記

P.37 ・P.36に転記

P.38 ・P.37に転記

・「店舗名」⇒追記

P.38 よくある不備⇒項目追加

P.39 ・サイクル修正

P.45 「GW(3，4，5）」⇒追記



えひめぐりみきゃん旅割事務局
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