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取扱注意

クーポン加盟店用
取扱マニュアル

クーポン加盟店 関係者外厳秘

ただいま東京プラス事務局
クーポン加盟店コールセンター：03-6386-8133

営業時間：9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日含む)

全国旅行支援を活用した地域観光支援事業

「ただいま東京プラス」

（第7稿からの更新箇所は、黄色マーカーをご確認ください）



旅行事業社・宿泊事業社
関係者外厳秘
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１．事業概要（１）概要説明

２

５名称 ただいま東京プラス

事業趣旨
感染症の拡大により大きな影響を受けた観光産業の回復を図るため、感染防止対策を徹
底した都内観光に係る旅行商品等への支援を行い、新たな観光需要の創出を図る。

事業内容

「全国旅行支援を活用した地域観光支援事業（以下「本事業」という。）」実施要綱に
規定する登録販売旅行事業者等が提供する支援対象商品を利用する旅行者（以下「利用
者」という。）に対し、旅行・宿泊代金の割引や加盟店でのみ利用可能なクーポン（た
だいま東京プラスクーポン）の付与を行う。
支援対象商品の割引とクーポンの配付は併せて行うこととし、いずれかのみを行うこと
はできないものとする。

・支援対象商品の助成率：旅行代金の20%
ただし、次の上限額までの助成となります。

①交通付き宿泊旅行商品：5,000円（1人泊）
宿泊商品及び宿泊旅行商品：3,000円（1人泊）

②日帰り旅行商品：3,000円（1人）

クーポン：平日 2,000円/1人泊 休日 1,000円/1人泊
平日と休日の定義は以下のとおりとする。

（１）宿泊商品、宿泊旅行商品及び交通付き宿泊旅行商品については、土曜日、その
翌日が祝日である日曜日もしくは祝日またはその翌日が土曜日である祝日の

宿泊は「休日」として扱い、それ以外を「平日」として扱う。
（２）日帰り旅行商品については、土曜日、日曜日または祝日を「休日」として扱い、

それ以外を「平日」として扱う。

発行内容

（１）利用者に「region PAY」 のアプリケーションを活用して、旅行期間中に東京都
内の加盟店でのみ利用できる決済ポイントを付与する。

※region PAYとは各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与するために開
発された決済用アプリケーション

（２）クーポンの交付額は以下のとおりとする。
①平日：1人1泊あたり（日帰り旅行：1人1日あたり）2,000円のクーポンを付与
②休日：1人1泊あたり（日帰り旅行：1人1日あたり）1,000円のクーポンを付与

事業期間

※実施期間中でも支援予算額に達した際は終了とする。

対象プランの
利用者

日本国内に居住する方
※ワクチン接種証明書（3回以上接種）⼜は有効期間内のPCR検査等の陰性証明の
提示及び本人確認・居住地確認のための証明書の提示が必須。
※年齢制限はありません

支援を受けられる
日数

宿泊商品、宿泊旅行商品、交通付き宿泊旅行商品における1つの旅程内での宿泊数の限
度は7泊までとする。また、支援対象商品を同一人が複数回使用することを妨げない。

クーポン
利用可能店舗

本事業に参画する東京都内のクーポン加盟店

2023年1月10日～2023年6月30日（7月1日チェックアウト分含む）
※ただし4月29日宿泊分（4月29日チェックイン分）～5月7日宿泊分（5月8日チェック
アウト分）は対象外



支援対象商品を予約

①宿泊・旅行代金割引 ②クーポン（ただいま東京プラスクーポン）の発行

ただいま東京
プラス事務局

利
用
実
績
の
報
告

実績に応じて支払い

実
績
に
応
じ
て
支
払
い

クーポン加盟店

（飲食店）（小売店）（観光施設） （交通）

＜加盟店業種一例＞

利用者 クーポン受取・現地確認実施（旅行・宿泊当日）

宿泊プラン

添乗員/斡旋員が当日にお渡しする 宿泊事業者がチェックイン時にお渡しする

日帰り周遊プラン

旅行事業者 宿泊事業者

旅行代金（宿泊費）が1人1泊（回）当たり下限 平日 3,000円（税込）・休日 2,000円（税込）以上の

旅行会社・OTA等（以下「旅行事業者」という。）および宿泊事業者が造成する支援対象商品

◇宿泊商品、宿泊旅行商品及び交通付き宿泊旅行商品（例：受注型企画旅行、募集型企画旅行、手配旅行）

◇日帰り旅行商品（例：受注型企画旅行、募集型企画旅行、手配旅行）

利用者支払額

総
額
の 80%

クーポン

平日 2,000円
休日 1,000円

旅行代金（税込）

＋

助成金
（販売助成金とクーポンが1セット）

20%

利用者

旅行事業者／宿泊事業者

【宿泊・旅行代金助成額の上限額】

・交通付き宿泊旅行商品 ：1人1泊あたり 5,000円

・それ以外の商品（宿泊商品、宿泊旅行商品） ：1人1泊あたり 3,000円

（日帰り旅行商品） ：1人1日あたり 3,000円

※当日現地での実施項目
１．クーポン受領証兼利用申込書への記入
２. 利用者の本人確認・居住地確認
３．ワクチン接種歴又はPCR検査結果等の陰性確認
４．クーポン付与

クーポン加盟店にてお買い物 （クーポン利用）

3

１．事業概要（２）事業全体図

宿泊・旅行代金補
助金額

※イメージ

総
額
の



① iOS又はAndroid端末にて「region PAY」アプリをダウンロード

します（App StoreまたはGoogle Playより無料でダウンロード）

② 「region PAY」アプリをタップします

③ 「region PAY」アプリの中に

ただいま東京プラスクーポン(ミニアプリ)を格納しています

region PAY
（親アプリ）

ただいま東京プラス
クーポン

（ミニアプリ）

※region PAY（リージョンペイ）とは

→各自治体の消費活動に寄与できる独自ポイントを付与・
使用するために開発された決済用アプリのこと。

アプリ対応

【 クーポン利用者（旅行者）】

付与されたクーポン（QR）を

アプリで読み取って決済を行う事が可能

ブラウザ対応

【 クーポン加盟店（管理者）】

WEBブラウザから管理画面へアクセス

管理機能が利用可能

本アプリの特徴
✔ 店舗のクーポンによる売上・⼊金がいつでも確認できる
（※webブラウザ上の管理画面より）
✔ 1円単位で決済が可能
✔ 紙クーポンの保管は必要無し
✔クーポン助成金請求の為の事務処理・送付手続き
（伝票記⼊等）が不要
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１．事業概要（３）region PAY（リージョンペイ）とは

※イメージ

※イメージ



region PAY
（親アプリ）

ただいま東京
プラスクーポン
（ミニアプリ）

使用サーバー AWS（EC2、ALB、RDS、Route53、VPC）

使用言語 HTML CSS PHP JQuery MySQL swift kotlin

SSL利用 あり

管理画面等
対応ブラウザ

Windows10以上：Microsoft Edge / Google Chrome / Firefox
（いずれも最新）

Mac OS Version12.3.1以上：Safari / Google Chrome / Firefox
（いずれも最新）

iPhone OS Version15.4.1以上：Safari（最新）
Android OS Version12以上：Google Chrome（最新）
※Internet Explorerは推奨しておりません。

アプリ対象
OSバージョン

iOS 12.4以上
Android OS 6.0以上

2段階認証 firebase

アクセス解析ツール あり (Google analytics )

【ただいま東京プラスクーポン】とは
region PAY のアプリを活用し、
旅行期間内（宿泊プランの場合はチェックアウト日まで）
に加盟店のみで使えるポイント決済ミニアプリ。

region PAYを基盤とした東京都専用のミニアプリを開発し、ただいま東京プラスクーポン
（ミニアプリ）として運用します。

・管理画面を運用いただくためにPCまたはタブレット端末等をご用意いただく必要

がありますので、以下のスペックをあらかじめ参照ください。

・店舗用QRを印刷するための印刷機が必要です。

・システムを導⼊する費用等は不要です。
※QRを貼り付けるPOP等は審査完了後、順次、加盟店の皆様へ送付致します。
※CPM方式の決済も可能と選択する場合は、利用者のQRを読み取る為のカメラ付き

デバイス（スマートフォンやタブレット）を準備頂く必要があります。

付
※店舗にてQRの印刷が出来ない場合は、クーポン加盟店コールセンター(℡:03-6386-8133)へご相談く
ださい。
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ただいま東京プラスクーポン

１．事業概要（４）アプリ運用情報

※イメージ



業種 例示

①飲食店 レストラン、喫茶店、ファストフード、居酒屋、フードコート等

②小売店
道の駅、サービスエリア売店、土産物店、弁当・惣菜・菓子類の持ち
帰り専門店、農産物直売所、青果・鮮魚・食肉店、本屋、時計・宝石
店、スポーツショップ、釣具店等の小売店全般

③コンビニ、スーパー
コンビニエンスストア・スーパーマーケット等（駅、空港構内等で営
業する店舗も含む）

④鉄道 切符等の販売

⑤バス 路線バス、空港リムジンバス等

⑥ハイヤー・タクシー ハイヤー・タクシー等

⑦海上運送 観光船、遊覧船、水上タクシー等

⑧航空運送 遊覧飛行、観光ヘリ等

⑨その他運送サービス ケーブルカー、リフト、水陸両用バス、人力車等

⑩物流（宅配等） 宅配便事業、一時預かりサービス等

⑪レンタカー レンタカー等

⑫観光施設
テーマパーク、遊園地、動物園、温泉施設、水族館、観光農園、キャ
ンプ場等

⑬体験型アクティビティ
乗馬、陶芸体験、アスレチック、カヌー、カヤック、パラグライダー、
レンタサイクル、農業体験、貸しボート、釣り堀等

⑭フィットネス・スポーツ
ジム

体操教室、スイミングクラブ、スポーツジム、フィットネス等（ホテ
ル内施設も含む）

⑮スポーツ ゴルフ、テニスクラブ、スポーツ施設等

⑯スポーツ観戦 野球、サッカー、ラグビー等 のスポーツ観戦

⑰劇場、観覧場、映画館、
演劇場

伝統芸能公演、劇場、寄席等

⑱文化施設 美術館、博物館、博物館等のワークショップ

⑲その他 貸衣装、写真館、着付等（観光客向け体験として営業）
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１．事業概要（５）クーポン加盟店の参画要件①

（１）参加資格のある事業者
本事業の加盟店は、都内の観光関連事業者であり、かつ、次の全てを満たすことを要件とする。

（ア） 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、国、東京都及び各種業界が定める新型コロナウ
イルス感染症拡大防止ガイドライン等を参考に、安心・安全に留意すること。

（イ） 東京都の推奨する「感染防止徹底宣言ステッカー」を取得・掲示すること。
（ウ） 飲食を提供する事業者（部屋食のみを提供する宿泊事業者を除く。）にあっては、東京都発行

の「感染防止徹底点検済証」を取得・掲示すること。
※感染防止徹底点検済証については下記URLを参照。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1013511/index.html

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1013511/index.html


① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可・届出の対象となる営業
(同法第 33 条に定める深夜酒類提供飲食店営業を除く)を営む店舗
（キャバレー、キャバクラ、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、パブ、
ネットカフェ、漫画喫茶、ライブハウス等）

② 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者

③ 次頁記載の「クーポンの使用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴
力団（以下「暴力団」という。）⼜は同法第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい
う。）が役員として⼜は実質的に経営に関与している事業者

⑤ 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、⼜は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威
力を利用している事業者

⑥ 暴力団⼜は暴力団員に対して金品その他の財産上の利益の供与を行っている事業者

⑦ 暴力団⼜は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる事業者

⑧ 国、都道府県、区市町村及び財団等の補助事業において虚偽その他不正を行った事業者または店舗

⑨ その他、本事業の目的に照らして、不適当と事務局が判断する事業者
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（２）対象外の事業者
次に掲げる事業者は対象外とする。

１．事業概要（６）クーポン加盟店の参画要件②



新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受ける東京都内の観光関連事業者への支援
という制度趣旨に鑑み、以下の商品・サービス等についてはただいま東京プラスクーポン
の使用対象としない。

クーポン加盟店の登録事業者であっても、
上記品目の決済についてはクーポン利用の対象外となります。

区分 例示

行政機関等へ
の支払い

①所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課

②社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）

③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）

④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）

※ただし、行政機関が運営する運送サービスの料金、博物館・美術館の⼊館料等、
行政機関が運営する現業の対価は対象

日常生活に

おける継続的
な支払い

①電気・ガス・水道・電話料金等

②NHK放送受信料

③不動産賃料

④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

⑤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

①金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収⼊印紙、店舗が独
自に発行する商品券等）

②プリペイドカードの購⼊、電子マネーへのチャージ等

③金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等）

その他 ①都内でサービスが完結しないもの

（クーポン利用者が都外に出なければ可（宅配等の配送サービスは対象））

②事業活動に伴って使用する原材料、機器類または商品等

③授業料、⼊学検定料、⼊学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象

④クーポン付与⼜は割引対象となっている旅行代金・宿泊代金自体に関する支払い及
び旅行代金・宿泊代金に関わる追加費用（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

⑤既存の債務の弁済

⑥代金引換手数料、振込手数料

⑦各種サービスのキャンセル料

⑧電子商取引

⑨無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの

⑩風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）
第２条に規定する営業に係る支払

⑪特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行って
いる事業者

⑫社会通念上不適当とされるもの

⑬加盟店が指定するもの

⑭その他、事務局が本事業の使用対象として適当と認めないもの
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１．事業概要（７）クーポンの使用対象とならないもの



加盟店の責務
（１）本マニュアルに基づき、ただいま東京プラスクーポンと引換えに商品・サービス等の提供を行う。

その他必要な事務局の指示を遵守すること。
（２）加盟店登録後にお渡しするID・PW（パスワード）を用いて、

速やかに管理画面にログインし、利用者が利用できるように受⼊れ準備を行うこと。
（３）登録後にお渡しする加盟店の決済用POP・ステッカー等を利用者に分かりやすく、

見やすい場所に掲示すること。
（４）取引においてただいま東京プラスクーポンでの決済を拒否しないこと 。

なお、利用者のクーポン残高不足時の際はクーポンと現金⼜はキャッシュレス決済等と合算にて
対応を行うこと。
但し、クーポン加盟店側の事情によりその対応が取れない場合は、予め書面等で利用者に明示
することにより、断ることも可とする。

（５）決済時においては、店舗がQRを掲示する方式（MPM方式）及び利用者がQRを提示する方式
（CPM方式）双方での決済対応を原則とする。
※利用者の利便性向上の観点から、加盟店側においては、MPM方式及びCPM方式双方の決済対応
を原則とするが、やむを得ない場合にはMPM方式のみの対応も可とする。

（６）ただいま東京プラスクーポンにて購⼊の商品の返品及び返金は原則不可とする。
（７）ただいま東京プラスクーポンを用いた取引を行う場合は、不正利用防止の観点から、以下に定める事項を善良

な管理者の注意義務をもって必ず確認すること。
・クーポン（QRを含む）の偽造、変更及び模造の有無
・提供しようとする商品・サービス等が本マニュアルp.7に記載の「クーポンの使用対象とならないもの」に該当しないこと

（８）ただいま東京プラスクーポンでの決済方法含め、当事業に従事する従業員に本マニュアルに記載の
内容を周知すること。

（９）加盟店の登録を取下げる場合または本マニュアルp.６に記載の参加要件を満たさないこととなった
場合は、速やかに登録取下げ届（様式３）を事務局に提出しなければならない。

（10）本事業終了後、事務局よりアンケートへの協力依頼がある際はそれに応じること。
（11）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、業種別に定められている新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別ガイドラインが定められていない分野に
ついては、類似する業種別ガイドラインを選び準拠すること。
※新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインについては下記URLを参照。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210909

不正利用等

（１）偽って対象施設として登録すること。
（２）ただいま東京プラスクーポンの不正利用（自己取引・架空取引等）を行うこと。
（３）詐欺等の犯罪に結びつく行為。
（４）その他、本事務局が不適当と判断した行為。

その他
（１）事業実施要綱、事業実施要領、クーポン発行事業実施要領等に記載のない事項若しくは定めのない

事項に関しては、事務局がその対応を決定する。
（２）加盟店の情報（店舗名称、所在地、電話番号等）はただいま東京プラス公式サイトで広報を行う。
（３）国や東京都の方針等によって、内容が変更される可能性がある。
（４）申請時に取得した個人情報について、本事業以外の目的では使用しない。

本事業においては、一切の不正な行為は許されない。万一不正利用を行った場合、加盟店からの登録取消及
び法的措置の対象とする。なお、本事業の利用に関する事業者と利用者間に生ずるトラブルについて、事務
局は一切責任を負わない。
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２．加盟店の対応事項（１）責務等

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20210909


ただいま東京プラス公式ホームページより
加盟店登録のページへアクセス

申請内容を審査後、事務局より承認通知

https://ryokoshientokyo.jp/coupon-stores.html

加盟店登録申請

※無事審査を通過すると申請時に登録された店舗ご担当者様のメールアドレスへ
「region PAY(リージョン・ペイ)」のID・パスワード・ログイン用URLが届きます。

※事務局よりスターターキットを送付します。（次ページ参照）

※申請画面の操作方法詳細は、最新の
「クーポン加盟店用登録申請マニュアル」

をご参照下さい。

クーポン加盟店
のお申込みはこちら

加盟店申請フォームより必要事項の送信

※実施要綱、実施要領、クーポン発行事業実施要領等を
必ずご確認ください。

※事業者（親）と店舗（子）の両方の情報入力申請を
もって加盟店登録が完了します。
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２．加盟店の対応事項（２）加盟店登録申請

※イメージ

※ただいま東京プラス公式ホームページQR



スターターキットとして下記一式を送付します。（加盟店申請の承認後に送付予定）
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２．加盟店の対応事項（３）スターターキット一覧

4）ポスター A4サイズ

ク ー ポ ン
加 盟 店

297mm

210mm

2）QR掲示用スタンドPOP

140mm

110mm 72mm

QRを読み取ってお支払いください。

3）スイングPOP

115mm

100mm

クーポン
加 盟 店

1）ステッカー

120mm

120mm

クーポン
加 盟 店

台紙中央部にregion PAY管理画面から

印刷したQRを貼り付けていただき、
電子クーポン利用のお客様者に読み取って
いただきます。

クーポンご利用可能店舗である事を示す
POPですので、お客様に見え易い場所へ掲
示して下さい。

会計付近などのお客様に見え易い場所へ掲
示して下さい。

店頭などにご提示ください。

申請時に選択された決済方法いずれかに

レ点をつけてください。
変更する場合は、⼆重取消線で修正すると共に
region PAY決済時の読み取り方法の変更を

行ってください。
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２．加盟店の対応事項（４）スターターキット印刷用ツール

設置イメージ

ＱＲ貼付け枠

ＱＲを読み取ってお⽀払いください。

ＱＲ貼付け枠

ＱＲを読み取ってお⽀払いください。

３）QR用貼り付け用紙2種２）QR用スタンドPOP１）ポスター

➢ region PAY管理画面へログインし、ダウンロード及びプリントアウトできます。

➢ サイドメニューの「ショップQR表示」をクリックすると、店舗用QRが表示されま
すので同時に印刷してくだい。

➢ 印刷した店舗用QRを、ハサミ等にてサイズに合わせて切り取ります。

➢ 切り取った店舗用QRを、スタンドPOPやA４台紙等に貼り付けます。

➢ 完成したスタンドPOPやA4台紙等を、会計付近のクーポン利用者に見えやすい場所
に設置します。

利用方法

スターターキット到着前の店舗での準備やスターターキットの紛失・破損時
には、以下のとおりregionPAY管理画面からQRやPOP等をダウンロード
及びプリントアウトいただき、店頭に掲示してください。



・基本情報が正確か確認
・営業時間、定休日、店舗の紹介コメントを編集
・店舗の画像を設定
・お店マップ情報の修正

管理画面へログイン

詳細情報の確認

店舗QRを印刷し、POP台紙に貼り付け
会計付近のクーポン利用者に見えやすい場所に掲示

管理画面にてMAP公開設定を「公開」

・印刷したQRが不鮮明になっている箇所がないかご確認ください。
・その他、お客様の受け入れ準備として、店舗掲出用ステッカー及び

ポスターも見えやすい場所に掲出してください。

※画面の詳しい操作方法は、region PAY管理画面メニュー内
「資料ダウンロード」に掲載の

「region PAY ただいま東京プラス加盟店用管理画面マニュアル」
をご確認ください。

※申請時に登録された店舗ご担当者のメールアドレスへ
region PAY（リージョン・ペイ）のID・パスワード・ログイン用URLが届きます。
管理者ページへアクセスし、管理者ログインを行ってください。

お客様受け入れ前の事前準備
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２．加盟店舗の対応事項（５）対応手順①

※初期設定は「非公開」となっておりますので、お客様の受け入れ準備が
整い次第「公開」への変更をお願いします。

※「公開」に変更後、店舗情報がアプリ（即日）、ただいま東京プラス公
式ホームページ（翌営業日目途）に表示されます。



ただいま東京プラスクーポン
アプリでの決済（MPM方式）

事務局からの入金

決済金額の詳細についてはregion PAY管理画面内の売上一覧よりご確認い
ただけます。

※決済後は原則返金不可の為、金額の間違いなどが無いようにご注意下さい。
止むを得ない場合の操作方法は「region PAY ただいま東京プラス加盟店用
管理画面マニュアル」（region PAY管理画面メニュー内「資料ダウンロー
ド」に掲載）をご参照下さい。

ただいま東京プラスクーポン
紙クーポンでの決済（CPM方式）

売り上げ実績確認

換金についての申請は不要です。
※事務局にて決済実績を確認の上、各精算期間ごとに各加盟店へ入金します。

お客様ご利用から精算までの流れ

お客様からただいま東京プラスクーポンご利用の申し出

region PAYについて
以下、２種類の支払い方法があります。
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※MPM方式：加盟店の店頭に掲出されているQRを利用者のアプリから読み取る
決済方法（p.16）

※CPM方式：利用者が紙クーポンのQRを提示し、加盟店がアプリを介さずにカメラ
付きデバイスで読み取る決済方法（p.17）

２．加盟店の対応事項（６）対応手順②



2. アプリダウンロード

利用者

※日帰り旅行の場合は旅行事業者から
クーポン受け取り。

1. 宿泊事業者等※より
クーポン（QR）を受取

※初回は新規登録

３．利用手順（１）利用者のアプリダウンロードからクーポン取得まで

region PAYアプリ
ダウンロード用QR

3,000pt

チャージコード完了

region PAYアプリ
ダウンロード用QR

3. ログイン
4. ただいま東京
プラスアプリ選択

5. QR読取
（もしくはチャージコード入力）

6. チャージ完了

※イメージ

※イメージ

ただいま東京プラス
クーポン読込用QR
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※一度アプリにチャージすると、紙クーポンでのご利用はできません。

2023-〇-〇-00:00:00~ 2023-〇-〇- 00:00:00

2,000



1800pt

お店の名前

ただいま東京プラスクーポン アプリでの決済（MPM方式）

各加盟店が掲示したQRをクーポン利用者が読み取って決済を行う場合

・クーポンアプリ操作
・店舗のQRを読み込み
・金額入力
・決済画面提示

⑧決済確認

⑤決済金額入力

④QR読み取り

③店舗が自店のQRを掲示

②アプリ立ち上げ

①クーポン利用申し出

クーポン加盟店側が掲示した
QRを利用者に読み取ってもらう

アプリ上で決済金額を⼊力後、
「確認する」を押して店舗へ提示

加盟店での確認後、
「決済する」を押す

クーポンの有効期間内に
決済が完了しないことに
より生じるトラブルについ
て、事務局は一切責任
を負いませんので、必ずそ
の場で決済を完了してく
ださい。

決済完了画面にて、

決済金額・利用店舗名・決済時間を
確認 問題が無ければ決済完了
※図は1,800円分決済の場合

アプリ画面で店舗QRを
読み取り、店舗名を確認

利用者 クーポン加盟店
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３．利用手順（２）region PAY決済方法について①

アプリを
ダウンロード済の方

アプリで決済したい旨の申し出

⑦決済完了

※イメージ

※イメージ

3,000pt

加盟店は必ず目視確認を行ってから、
利用者に完了ボタンを押してもらっ

てください
※決済時に決済音が鳴ります

※イメージ

⑥決済金額・店舗名の確認

利用者の
スマートフォン
画面にて決済

※金額と店舗名が
一致している事を

確認



・ただいま東京プラスクーポン管理画面操作
・利用者持参の紙クーポンのQRを読み込み
・金額入力
・決済確認画面提示

②管理画面にログイン①クーポン利用申し出

店舗側の端末にてregion PAY管理画面にログインし
ておく。QRリーダーを立ち上げ、読み込みする

店舗側で利用者のクーポン残高
を確認し、取引金額を⼊力

こちらは利用者のアプリダウンロード用のQRのた
め、加盟店が読み込むことはありません。
クーポンの有効期間内に決済が完了しないこと
により生じるトラブルについて、事務局は一切責
任を負いませんので、
必ずその場で決済を完了してください。

こちらに記載のチャージコード
（20桁）を ご⼊力いただけれ
ば決済が可能となります。

QRが読み取れない場合

←スマートフォンやタブレットの既存の
QRリーダーを使用して下さい

③取引金額を入力

④確認画面掲示

ただいま東京プラスクーポン 紙クーポンでの決済（CPM方式）

クーポン利用者が紙クーポンのQRを提示して決済を行う場合

※スマートフォンなどをお持ちでない方については、
紙クーポンのままでも決済可能です。
紙クーポンで決済を行うには、加盟店でQR読込用のタ
ブレット、スマートフォンの準備が必要です。

クーポン加盟店利用者
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３．利用手順（３）region PAY決済方法について②

紙クーポンで決済したい旨の申し出

※イメージ

※イメージ

必ず利用者へ
この画面を見せて

金額を確認して下さい。

⑤決済完了

2023-〇-〇-00:00:00~ 2023-〇-〇- 00:00:00

2,000
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●クーポン加盟店申請時に登録された口座へ振込します。

●申請頂いた口座情報に誤りがあり、振込エラーとなった際は、

事務局よりご連絡いたしますが、振込日は次回日程以降での振込となります。

●振込手数料は事務局が負担いたします。

●振込額に相違がある場合は、上記の振込予定日より、３日以内に、

クーポン加盟店コールセンター：03-6386-8133へお問合せください。

４．精算スケジュール

振込予定日については下記をご参照ください

精算期日 クーポン利用期間
指定口座への振込予定日
（事務局⇒クーポン加盟

店）

第３回
１月31日(火)

令和５年１月10日(火)
～ １月31日(火)

令和５年２月13日(月) 

第４回
２月28日(火)

令和５年２月 １日(水)
～ ２月28日(火)

令和５年３月17日(金) 

第５回
4月1日(土)

令和５年３月 １日(水)
～ ４月 １日(土)

令和５年４月14日(金)

第６回
5月1日(月)

令和５年４月 ２日(日)
～ ５月 １日(月)

令和５年５月19日(金) 

第７回
6月1日(木)

令和５年５月 ２日(火)
～ ６月 １日(木)

令和５年６月16日(金) 

第８回
7月1日(土)

令和５年６月 ２日(金)
～ ７月 １日(土)

令和５年７月14日(金) 

振込元の名称：「ただいま東京プラス事務局（ﾀﾀﾞｲﾏﾄｳｷﾖｳﾌﾟﾗｽｼﾞﾑｷﾖｸ）」
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その他、お困りの場合には以下までご連絡下さい。

クーポン加盟店コールセンター：03-6386-8133
営業時間：9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日含む)Q5

Q. 1
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