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クーポン配布期間︓ 2023年 1月10日（火）
〜2023年 3月31日（⾦）

※終了期限については、変更となる場合がございます。

《クーポン取扱店舗向け》
取扱マニュアル
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ふくいdeお得キャンペーン事務局

地元で愉しもう！
とやま観光キャンペーン

※新型コロナウイルス感染状況や諸事情により、予告なくキャンペーンの内容を変更、または中止する場合がございます

クーポン使⽤期間︓ 2023年 1月10日（火）
〜2023年 4月 1日（土）

※配布期間により有効期限が異なります。
有効期限の詳細は５ページをご確認ください。



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンキャンペーン開始について

１）取扱店舗ツール一式

● 取扱店舗向け取扱ツール一式が届きましたら、下記の内容が入っているかご確認ください。

【取扱店舗向け取扱ツール内容】 ※詳細 p.３

・取扱マニュアル（本紙） １部
・取扱店舗ステッカー １枚 ※タクシー事業者様は台数分の発送となります
・取扱店舗ポスター １枚 ※タクシー事業者様はステッカーのみとなります
・QRコードシール １枚
・QRコード掲⽰⽤⾃⽴式スタンド １枚
・紙クーポン換⾦⽤伝票（様式５号） １枚 ※原本のためコピーしてご使⽤ください
・紙クーポン換⾦⽤封筒     ２枚

       ※運転代⾏事業者様はステッカー・ポスターの配布はございません。（ご希望の場合は事務局までご連絡ください）
    ※複数店舗をご登録されている事業者様へは、店舗数分のステッカー・ポスターを発送いたします。
     （各店舗への発送を希望された場合は、各店舗様へ１枚ずつ発送いたします。）
      ※事業者様にてまとめて換⾦請求されている場合は、各店舗への換⾦⽤封筒発送はございません。

【取扱店舗向け取扱ツールの利⽤】
・取扱店舗向け取扱マニュアル（本マニュアル）を必ずお読みください。
・取扱店舗ステッカーを店頭の視認しやすい場所に掲示してください。
・取扱店舗ポスターを店頭及び店内の視認しやすい場所に掲示してください。
・QRコードシールを張ったQRコード掲示⽤⾃⽴式スタンドを店内レジ横に設置してください。 ※詳細p.7

    ※ふくいdeお得キャンペーンのホームページ（事業者⽤ページ）から、「ふくいdeお得クーポン」のポスター等をダウンロード
できますので、印刷してご活⽤下さい。 URL:https://fukui-otoku-new.jp/business/

２）取扱店舗でのキャンペーンスタート時期

● 事前に取扱ツール一式が到着した取扱店舗は、2023年1月10日（火）より スタートしてください。

● 新規登録店舗は、取扱ツール一式到着後、準備が出来次第スタート してください。

※ふくいdeお得キャンペーン事務局よりキャンペーンのスタートをする指示はいたしません。
各取扱店舗にて始めてください。

※取扱店舗独⾃の理由等で、スタート時期（公式Webサイトへの店舗名掲載日）を指定したい場合は、
必ずふくいdeお得キャンペーン事務局へご連絡ください。
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ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン取扱店舗取扱ツールについて

１）取扱店舗取扱ツール内容 ※お得キャンペーン事務局から発送いたします。

②取扱店舗ステッカー 1枚 ③取扱店舗ポスター1枚

⑥換⾦⽤伝票（様式５号） ⑦換⾦⽤封筒

①取扱マニュアル（本誌）

④QRコードシール
電子クーポン決済用のQRコードシールです。
※管理画⾯のログインに必要な情報が記載されている
ため、必ず保管ください

⑤QRコード掲示用 自立式スタンド

QRコードシール は
⾃⽴式スタンド に
貼ってご利⽤ください

※店頭の⾒やすい場所に掲示してください。

※複数必要な場合は、公式HPの事業者⽤ページ
よりダウンロードしてご活⽤ください

電子クーポン⽤

紙クーポン⽤
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※コピーしてご使⽤いただくか、
公式HPの事業者⽤ページ
よりダウンロードして
ご使⽤ください



ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンの仕様等について

表 裏
全ての取扱店舗で使用可能

（ﾀｸｼｰ・ﾚﾝﾀｶｰ・運転代行含む）
タクシー・レンタカー・運転代行のみ

で使用可能 共通

①クーポンの仕様
「電子クーポン」と「紙クーポン（福井県オリジナルクーポン）」いずれも旅行者へ配布されます。
（原則、電子クーポンとなります。紙の【基本券】は電波の届かない施設での配布や、スマホを所持していない利用者
等にたいしてのみの配布となります。）
※有効期限・換金方法・精算スケジュールが、それぞれで異なりますので必ずご確認ください。

【電子クーポンについて】 ※今回のキャンペーンより追加
詳細はP.７〜をご確認ください。

【紙クーポンについて】
●クーポン券は、額面￥1,000-の下記５種類が旅行者へ配布されます。
ブルー券２種類は、タクシー・レンタカー・運転代行のみで使用可能です。
ブルー券以外の３種類は全ての取扱店舗で使用可能です。（タクシー・レンタカー・運転代行でも使用可能）

※注意事項
●「ふくいdeお得クーポン」以外、換金対象となりません。
同時期に様々なキャンペーンが実施されていますので、クーポン券の利用間違い、受取間違いに注意してください。
●カラーコピーなど複製品に注意してください。
※偽造券、複製券は換金できませんので、ご注意ください。
※本券の複製は、詐欺行為に当たる場合があります。不審な場合は、コールセンターにご連絡ください。

基本券
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※紙クーポンの【基本券】は電波の届かない施設での配布や、スマホを所持していない利用者
等にたいしてのみの配布となります。



②クーポン券の有効期限

③クーポン券の有効
●クーポン券は、半券を切り離されていない状態が有効となります。
●クーポン券の半券は、取扱店舗店が換金請求する時点で切り離し、半券は保管してください。

④クーポン券の破損等
●クーポン券の破損や汚れに注意してください。
大きく破損している場合は、無効となる可能性があります。
●半券の切り離しは、必ず取扱店舗が行ってください。
半券が無い場合は無効となりますので、ご注意ください。

半券は、集計時にまとめて
切り離し、換金請求の控えとして
必ず保管してください。

※券面に記載の有効期限を必ずご確認いただき、期限内のクーポン券のみお受け取りください。
期限が訂正されている場合は、クーポン券は受取らないでください。換金致しかねますので十分ご注意ください。

※使用者に半券の返却は不要です。切り離さずに収受してください。
クーポン左側の券の換金用片（大）は、換金時に送付するチケットです。
クーポン右側の半券（小）は、取扱店舗控えとして保管いただく半券です。

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンの仕様等について

【注意事項】 ※券⾯裏参照
・券面に記載された有効期間内に限り利用できます。
・取扱店舗等の詳細については、ホームページをご確認ください。
・本券の第三者への売買・現金との引き換えはできません。
・本券の払い戻しや再発行は致しません。また、釣銭はでません。
・本券の使用により利用者に代わって、取扱店舗が券面相当額の給付金を受け取ることを承認したものとみなします。
・国内の新型コロナウイルス感染状況や諸事情等により、予告なくキャンペーンの内容を変更、または中止する場合がございます。

電子クーポン・基本券(紙クーポン)配布期間 有効期限
2023年1月10日〜１月31日 旅⾏日〜２月５日（日）まで

２月 1日〜２月28日 旅⾏日〜３月５日（日）まで

３月 1日〜３月31日 旅⾏日〜４月１日（⼟）まで

基本券以外の紙クーポン配布期間 有効期限
2023年1月10日〜１月31日 旅⾏日〜２月５日（日）まで

２月 1日〜２月15日 旅⾏日〜２月20日（月）まで

２月16日〜２月28日 旅⾏日〜３月５日（日）まで

３月 1日〜３月15日 旅⾏日〜３月20日（月）まで

３月 16日〜３月31日 旅⾏日〜４月１日（⼟）まで

換金用片（大） 半券控え（小）
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ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン紙クーポンの換金・請求について

１）クーポン券 「換金用片（大）」 の準備
◆クーポン券は、下記のように送付準備をしてください。
※換金用の「換金用片（大）」と、控用の「半券（小）」を切り離し、
換金用片（大）の向き、表裏を揃え、券種ごとに分けて束ねてください。
※クーポン券に破損が生じた場合、セロテープなどで補修せず、
そのまま送付ください。

紙クーポンの換金・請求方法について

３）換金用封筒 ※換金用封筒以外 「私製封筒」 での送付・換金は出来ません。
◆⻘⾊の換⾦⽤封筒に「換⾦⽤伝票」「クーポン券換⾦⽤⽚（⼤）」封入し、

必ず、郵便局窓⼝にて簡易書留で発送してください。

封⼊前にもう一度ご確認ください封⼊前にもう一度ご確認ください

確認事項
□クーポン券の店舗さま控えを切り取り、必ず保管をしてください。
□換⾦⽤伝票のすべての項目をもれなく記載ください。
□クーポン券を輪ゴムで束ねて、この封筒にいれてください。
□クーポン券の向きをそろえてください。

２）換金用伝票（様式５）の準備
◆記入日、店舗コード（電子クーポンQRコードシールに記載）、事業者名、取扱店舗名、連絡先、

ご担当者名と紙クーポンの枚数、合計枚数をそれぞれ記載してください。
精算スケジュールに沿って、ご登録いただいております口座にお振込みいたします。

※「換⾦⽤伝票」は１枚送付しますので、コピーしてお使いください。（事業者向けHPでダウンロードもできます）
※控えが必要な場合はコピーして、本通をお送りください。

４）換金・請求・振込日程

《注意》
・不備がある場合は、取扱店舗への確認作業が発⽣するため、精算が遅れる場合がございます。
余裕をもってご送付ください。

・ご入⾦額に異議がある場合は、入⾦日から、１週間以内に限って承ります。

精算書類到着期限 振込予定日
2023年2月10日（⾦）まで 2023年2月28日（火）

3月10日（⾦）まで 3月31日（⾦）

4月10日（月）まで 4月28日（⾦）

電子クーポンの請求作業は必要ありません。
紙クーポンのみご請求ください。

電子クーポンと精算スケジュールが異なります
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ふくいdeお得クーポン（電子）対応の流れ

対応の流れ
スターターキット到着後、以下の流れでお客さまの⽀払いを対応してください。

STEP1 QRコードの店頭設置

同封のQRコードシールを切取り、
下のイメージのように⾃⽴式スタンド
に貼り付けてください。

お客さまの決済時に対応できるよう
にレジ横に設置して準備完了です。

STEP２ 意思確認

STEP３ ⽀払い対応

お会計時に、
お客さまに「ふくいdeお得クーポン」の
利⽤があるか確認してください。

ふくいdeお得クーポンを利⽤する場合、お客さまがQRコードを読み取り、
利⽤⾦額を入⼒し、⽀払います。
（詳しい流れは次のページ参照）

⽀払いが確定しているか、お客さまのスマートフォン画⾯を確認してください。
⾦額不⾜分があれば、別途受領してください。

決済⾳は出ません︕
【店舗名・日付・⾦額に相違がないか必ずご確認下さい】

※万が一、偽物と思われる画⾯を提示している場合は、受取りを拒否し、速やかにコールセンターに連絡し
てください。

＜チャージ券をそのままお持ちのお客様がいらっしゃった場合の対応について＞
ふくアプリをダウンロード頂き、クーポン取り込みしてから、電子クーポンとして
ご使⽤いただくようご案内ください。
※詳細方法についてはこちら（https://fukuappli.jp/fukui-otoku/）に記載しております。

NEW
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ふくいdeお得クーポン（電子）

⽀払方法

1. 「⽀払う」をタップします ２. 店頭のQRコードを読み取ります 3.お客様にて「店舗名」を確認、
「⾦額」を入⼒していただきます

4. 「店舗名」と「⾦額」を確認し、
お客様にて「お⽀払いを確定する」

ボタンをタップします

5. 決済が完了すると、⽀払
い完了画⾯が表示されます

決済⾳は出ません︕
【店舗名・日付・⾦額に相違がないか必ずご確認下さい】

お客様がふくいdeお得クーポン（電子）で⽀払う際の画⾯推移です。（参考）

店舗●●

店舗●●

店舗●●店舗名

お客様のスマホ画面
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WEBシステムへのログイン（１/２）

項目 内容
発⾏会社コード 7130829（すべての事業者共通です）

店舗コード QRステッカーに記載

ログインID QRステッカーに記載

パスワード QRステッカーに記載

発行会社コード 店舗コード ログインID パスワード

7130829

✍以下ログイン用の備忘録にご利用ください

ログイン情報の確認

取扱店に、１QRコード＝１WEBシステム（管理画⾯）を付与いたします。

ログイン情報の記載場所
同封されている実際のQRステッカーより、あなたの店舗のログイン情報を
ご確認ください。

※これはサンプルコードです

記載場所

ログインには以下４つのコードが必要になります。スターターキットに同封の、
QRステッカーにログイン情報が記載されていますので、ご確認ください。
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ログインURL︓
https://web.chikipay-kyousou.jp/store/login
ログインURL︓
https://web.chikipay-kyousou.jp/store/login

WEBシステムへのログイン（２/２）

以下のURLにアクセスし、発⾏会社コード／店舗コード／ID／パスワードを
入⼒してログインしてください。

WEBシステムへのログイン

１．URLにアクセスすると、ログイン画⾯が表示されます。
前⾴にて確認いただいたログイン情報を入⼒してください。

ふくいdeお得キャンペーン

２．ログインすると、メインメニューが表示されます。
取引履歴の確認等、左上のメニュータブから
選択できます。

※今回のキャンペーンでは使⽤いたしません。
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ログインページへはこちらからもアクセスできます。⇩

↑メニューボタン



ふくいdeお得キャンペーン

取引履歴の確認・誤決済の取消方法

誤った⾦額で決済してしまった場合や取消作業を⾏いたい場合には、
WEBシステムにて取引履歴を特定して、取消ししてください。

１. WEBシステムにログインし、
左上のメニューボタンをタップ(クリック)します

３．誤決済の取消を⾏う場合は、
電子クーポンカード裏⾯の「16桁のカード番号」または、
決済時のスマホ画⾯に表示される
「伝票番号」＝「決済番号」をお客様より聞き取り入⼒し
「この条件で検索」をタップ(クリック)します

4. 取引履歴が確認できます

該当の取引履歴から
「この取引を取消」をタップして下さい

取引履歴の確認方法

２. 取引履歴をタップ(クリック)します

11
お客様のスマホ決済完了画⾯↑

←メニューボタン



ふくいdeお得キャンペーン

日計・中間計の確認方法

日計・中間計をWEBシステムにて確認できます。
過去であれば指定した日の日計、当日の場合はその日の日計・中間計が確認できます。
※中間計は、操作時点での取引履歴です。

１. WEBシステムにログインし、
左上のメニューボタンをタップ(クリック)します

３．日付を指定して確認をタップ(クリック) 4. 下段に表示される「商品券取引」で
日計・中間計を確認できます

※「ウォレット取引」の表示はありますが、今回は使⽤いたしません。

取引履歴の確認方法

２. 日計・中間計をタップ(クリック)します

ふくいdeお得キャンペーン
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ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン注意事項

区分 事例
⾏政機関等への⽀払い 〇所得税、住⺠税、固定資産税、⾃動⾞税等の公租公課

〇社会保険料（医療保険、年⾦保険、介護保険、雇⽤保険、労災保険
等）
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（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や博物館・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

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（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）
〇プリペイドカードの購入、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 〇事業活動に伴って使⽤する原材料、機器類⼜は商品等
〇授業料、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
〇宿泊代⾦または宿泊を伴う旅⾏商品の代⾦
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
〇寄付、献⾦、寄進およびこれに準ずるもの
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
〇その他各取扱店舗が指定するもの

●ふくいｄｅお得クーポンの利⽤対象にならない商品等について
観光地における消費を喚起するという制度趣旨および業種別の⽀援事業の実施状況に鑑み、以下の商品等に
ついては、クーポンの利⽤対象としておりませんので、ご注意ください。
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ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン電子クーポンQ&A

No. 問合せ 対応

1 店頭に設置した2次元バーコー
ドをカメラで読み取りできない場
合はどうすればよいですか︖

QRコード下の「12桁の番号」の⼿⼊⼒をご
案内ください。
QRコードの下に、「12桁の番号」が記載されています。
QRコード読み取り画⾯の下にある「店舗コードを入
⼒する」を押していただき、「12桁の番号」をご入⼒
いただいてください。入⼒後、「次へ」をタップすると⾦
額入⼒に移ります。
※スマホ画面には「店舗コードを入力する」
という指示が出ますが、店舗QRコードの下に
表示されている「12桁の番号」（店舗コード+
「01」）をご入⼒ください。

2 誤決済の場合どうしたらよいで
すか︖

取消操作が可能です。WEBシステムを⽴ち
上げ、対象の決済情報を特定してください。
操作方法はp11をご確認下さい。

3 取引履歴をファイル出⼒したい
場合どうしたらよいですか︖

WEBシステムでは閲覧のみとなります。
取引履歴データが必要な場合、コールセン
ターまでお問い合わせください。

４ お客様がチャージ券を持ってきた
場合はどう対応したらよいですか︖

チャージ券をそのまま受け取らず、お客様にア
プリのダウンロード後、電子クーポンの登録をし
てもらうようご案内ください。

←詳細： https://fukuappli.jp/fukui-otoku/
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ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン紙クーポンQ&A

Q 利用者が誤ってクーポン券を洗濯や他の事由により破損させてしまった場合

Q 利用者が誤ってクーポン券の半券を切り取ってしまった場合
基本的に、クーポン券の「換金用片（大）」「半券（控用小）」が無い場合は利用できません。
次に記載している内容であれば利用可能です。
・券の「換金用片（大）」及び「半券（小）」どちらも存在し、管理番号が同一のものと確認できるもの。
判断できない場合はコールセンターへお問い合わせください。

Q
換金は「換金用片（大）」をもって行います。
取扱店舗控の半券（小）では換金できません。
お取扱いには十分ご注意ください。

Q クーポン券のおつりは出せますか？

クーポン券の券面額に対するおつりは出せませんので、使用者にご説明ください。
※トラブルになる可能性がございますので、券面額以上のご使用をお勧めください。
もし、お客様がおつりが出ない事をご了承済みの上、券面額未満でのご使用を希望された場合は、
クーポン券を受け取ってください。差額につきましては、取扱店舗様の利益としていただいて問題ありません。

券の半券（小）を収受し、換金用片（大）を利用者に返却してしまった場合

Q クーポン券への書き込みや、使用済みの押印は可能ですか？
書き込みや押印は、表面のみ可能ですが、「クーポン券名」「額面額」「管理項目」が視認できない場合は
換金出来ない場合がありますので、ご注意ください。
※例として「使用済」印や日付印等であれば、「半券（小）」表側をお使いください。

基本的に、券名、額面、裏面の管理番号が読めなければ利用できません。（換金出来ません。）
破損が大きいなど、判断できない場合はコールセンターへお問い合わせください。

Q 精算書類到着期限を過ぎてしまった場合
精算書類到着期限を過ぎてしまった場合は、換金することが出来ません。
※お早めの集計及び送付をお勧めします。
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Q 取扱店舗用控の半券（小）の保管期間
換金振り込みが確認できるまで、保管してください。

Q 振込予定日を過ぎたが、入金確認が出来ない？
換金用伝票に不備がある場合、振込予定日を過ぎる場合があります。
予定日を過ぎても振込確認が出来ない場合は、事務局にご連絡ください。

Q 取扱店舗登録完了前にクーポン券を受け取ってしまった場合
取扱店舗登録申請中であっても、取扱店舗取扱ツール一式が届いていない場合は受け取らないでください。
取扱ツール一式が到着し、準備が整い次第、クーポン券をお受け取りください。

Q 換金用封筒にクーポン券が入りきらない場合はどうすればいいですか？
基本的には換金用封筒以外「私製封筒」での送付・換金は出来ません。
どうしても入らない場合はゆうパックにて着払いでお送りください。

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポン紙クーポンQ&A
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取扱店舗独自の取り組みについて

ポスターやステッカーの貼る場所が無い
使用者が認識出来るよう、工夫して可能な限り設置してください。
※新型コロナウイルス対策関連の指定された掲示物は、必ず設置してください。

Q ポスターが追加で欲しい
事務局までご連絡ください。（数に限りがございますので、対応出来ない場合もあります）
また、「ふくいdeお得キャンペーン」のホームページからダウンロードが可能です。
URL:https://fukui-otoku-new.jp/business/

ポスター・ステッカーが破損・劣化したので、新しいものが欲しい
事務局までご連絡ください。（数に限りがございますので、対応出来ない場合もあります）
事業者用ページからデータのダウンロードが可能です。ご活用ください。

キャンペーンロゴを利用したい
取扱店舗独自の新聞・雑誌・折込チラシ・POPや印刷物等にキャンペーンロゴがご使用いただけます。
事業者用ページから、ロゴデザイン等ダウンロードしてご使用ください。

テレビCM・ラジオCM・ホームページで「ふくいdeお得キャンペーン」のクーポン取扱店
舗であることを発信したい
取扱店舗登録完了（取扱店舗取扱ツール一式到着後）で、発信可能です。

Q

Q

Q

Q

ふくいdeお得クーポンふくいdeお得クーポンその他Q&A
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ＴＥＬ：０７７６−５０−３８０９

受付時間：平日 9：00〜17：00（土・日・祝日 休み）

ＦＡＸ：０７７６−５０−３８４３

Mail：fukui-coupon@bsec.jp

ふくいdeお得キャンペーン事務局（事業者用）ふくいdeお得キャンペーン事務局（事業者用）

【お問合せ先】

●事業者向けホームページ
https://fukui-otoku-new.jp/business/

ふくいdeお得キャンペーン事務局
（お客様用コールセンター）
受付時間：9:00〜17:00
※2023/1/14以降土日も対応
電話番号：0776-50-3804


