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※クーポンはイメージです。

※宿泊施設にてチェックイン時に

お渡しします。

【お問い合わせ先】

いまなら。キャンペーン2022プラス事務局 TEL：0742-85-1234（平日：09:30～17:30 土日祝、12/30～1/3は休み)

いまなら。キャンペーン２０２２プラス
「いまなら。地域クーポン」

2023年1月10日から「いまなら。地域クーポン」は

『電子クーポン』に変わりました！ ※配布金額に変更はありません。

アプリで

紙で

新 いまなら。地域クーポン

region PAY アプリをインストールし、券面のQRコードを

スマートフォン等で読み取るだけで、チャージが可能！

残額

チャージ

利用者向け電話番号 　    06-0000-0000     受付時間　 10時～19時（ 土日祝も受付）

 　    h ttps://xxxxxxxx.jp/xxxx/

備考

●注意事項  
・アプリへのチャージは上記有効期間内に行ってください。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・ reg ion PAY aLPHaをアプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。
・チャージ後のreg ion PAY aLPHaの有効期間も上記期間です。（ 有効期間が過ぎた場合は無効となります。）
・スマートフォンをお持ちでない場合は、紙クーポンとして本書面でのご利用も可能です。 （ 利用可能店舗については制限がございます。）
・ reg ion PAY aLPHaで購入した商品・サービスに対する返品及び返金は一切できません。
・折れ曲がりや水濡れ等によりQRが読み込めなくなる場合があります。 
・ 本クーポンの盗難・紛失・滅失によるトラブルに対して、本キャンペーン事務局は一切の責任を負いません。
・クーポン加盟店舗におけるクーポン（ reg ion PAY aLPHa）の使用対象とならないものがあります。 詳しくは、本キャンペーンサイト FAQを参照。
・通信会社の都合により、「 reg ion PAY aLPHa」を用いたサービスの利用ができない場合に関して、本キャンペーン事務局は一切責任を負いません。
●禁止事項 
・ 本クーポンの譲渡、転売行為および詐欺等の犯罪に結びつく行為。 　 　・その他本キャンペーン事務局が不適当と判断した行為。  

施設名／事業者名

ご利用者様

クーポン金額  

有効期間

チャージコ ード

この度はご利用いただき、ありがと う ございます。

「 reg ion  PAY」アプリ で左上のQRを読み取ってく ださい。

アプリ でチャージ金額を確認

「 reg ion  PAY aLPHa」のクーポン加盟店舗で利用

1

2

3
チャージする金額を確認し 、チャージボタンを押してく ださい。

紙クーポンとして利用した場合は、残額のアプリへのチャージはできません。
reg ion PAY アプリにチャージした場合は、紙クーポンとしての利用はできません。

※店舗様へ：左記 QRが読み取れない場合は、チャージコード を管理画面より入力して決済してく ださい。

※クーポンは、旅行開始日もし く はチェ ッ クイン (搭乗)日から 1週間又はキャンペーン期間最終日翌日の

　 いずれか早い日付まで有効です。

お店のQRを読み取って決済を行ってく ださい。
※クーポン加盟店舗はアプリ内もし く はキャンペーンHPでご確認く ださい。

「 reg ion  PAY」アプリ をダウンロード して、

チャージしてご利用く ださい。

こ のク ーポンをお店に提示し てく ださ い。

reg ion  PAY aLPHa 事務局 お問い合わせ番号

reg ion  PAYアプリは下記QRを

読み取ってダウンロードしてください。

▲iPhoneの方 ▲Androidの方

紙
クーポン

電 子
クーポン

※左上のQRが読み取れない場合は、アプリ よりチャージコード を入力してチャージしてく ださい。

●●宿泊事業者　 ●●店

山田 太郎 様

3000円

2022年●月●日 23 :59まで

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

QR

1234567

アプリで支払い

店舗に設置されたQRコードを

アプリで読み取って支払い

紙クーポンで支払い

紙クーポンを店舗側のスマートフォン・

タブレット等で読み取って支払い

該当地域のPAYを選んで チャージを選択 紙クーポン券面の

QRを読込み

一部利用後であっても

紙クーポンの途中残高を

アプリへチャージ可能です。

1.アプリを開く 2.ログイン 3.地域選択
4.地域
マイページ

5.店舗QR
スキャン

6.金額入力 8.決済完了7.金額確認

ーーーーーーーーーーご利用方法ーーーーーーーーーー
アプリでご利用の場合

紙クーポンでご利用の場合

1.対象店で
買物等

2.紙クーポンを
提示

3.店舗が
スキャン

4.決済完了
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・いまなら。地域クーポンの有効期限は、

チェックイン時～チェックアウト日の23時59分

までです。いまなら。地域クーポンに記載され

ている有効期限の日時をご確認ください。

・紙クーポンでお支払いした後に、残高をアプ

リにチャージいただけますが、アプリにチャージし

た後に紙クーポンに戻すことはできません。

注意事項


