
さぁ︕サッポロ夏割 & サッポロ泊まってスマイルクーポン事業
【参画事業者⽤】 マニュアル

2020.7.29版
（随時更新予定。最新版を公式サイトにてPDFで公開します）
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１ さぁ！サッポロ夏割 & 泊まってスマイルクーポン 事業概要



2 さぁ！サッポロ夏割 事業内容

① 宿泊事業者等に事業への登録申請を⾏っていただきます。

② 事務局から⽀援⾦の交付決定を通知します。

・⽀援⾦の額は、札幌市と事務局が協議の上、決定します。

・⽀援⾦の執⾏状況を確認しながら、期間内で⽀援⾦の執⾏が⾒込めない事業者に

ついては、変更交付通知（交付数の減）をさせていただく予定です。

・早期に配分された⽀援⾦の全額を執⾏した事業者については、再配分をさせていただく場合があります。

③ 宿泊事業者等には、当該事業に沿った商品造成を⾏い、販売していただきます。

④ ⽀援⾦の請求は、7⽉末及び8⽉末の２回となります。ただし、⽉末請求以外でそれ以外に最⼤３回、合計5回まで

請求に対応します。

⑤ 事務局は、請求書を受理した⽇から30⽇以内に指定⼝座に⽀払います。

⑥ その他注意事項

・１回の利⽤での連泊制限は５連泊までとします。

・連泊の場合、平均宿泊単価が税込6,000円以上であれば、１泊5,000円の割引を適⽤できます。

・宿泊者都合によるキャンセル料は、⽀援⾦の対象外となります。その場合のキャンセル料の取り扱いは、

各施設の旅⾏約款により取り扱ってください。

・コロナウィルス感染拡⼤防⽌に資する緊急事態宣⾔など、外出⾃粛要請が出た場合はその期間を⽀援対象外とし

ます。これに関して、すでに予約済みの宿泊に対して、お客様へのキャンセル料の請求は⾏わないものとしま

す。



3 さぁ！サッポロ夏割 実績報告について

4

報告内容❶ 宿泊商品実績内容内訳シート 様式８（精算時）

事業参画の条件として、事業者の皆様に下記の報告をお願いしています。
請求時に必ず必要な書類もございますので下記をご確認ください。

報告内容❷ さぁ！サッポロ夏割事業実績内容確認書 様式７（精算時）

エクセルファイルにて請求書発⾏前に事務局宛にメールで送信ください。
記載内容を確認後、事務局より[請求番号]をお知らせします。

送付先アドレス

報告内容❸ その他
事業対象の宿泊実績に関する書類・予約データは⽀援⾦の交付を受けた翌年度から５年間保管
してください。事務局から、必要に応じて追加の報告を求める場合がございます。

上記の他、事務局より別途、報告を依頼する場合がございます。

contact@sapporo-summer2020.com
件名ルール 件名に【事業者名】、【夏割ID】を記載ください

※速やかな精算⼿続きのため、件名ルールの遵守にご協⼒お願いします。

[請求番号]を記⼊いただき、請求書 様式９に添付の上、返信⽤後納郵便封筒で投函ください。
返信⽤後納郵便封筒の発送は７⽉３１⽇を予定しています。



4 さぁ！サッポロ夏割 報告書類について
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宿泊商品実績内容内訳シート 様式８ さぁ！サッポロ夏割事業実績内容確認書 様式７

※エクセルに記載例のシートがございます。
そちらをご参照の上、記⼊ください

⼊⼒シート

記載例



5 さぁ！サッポロ夏割 精算について

6

⽉次で実績報告及び請求書の発⾏をいただきます。
実績報告を基に交付⾦額の調整決定通知をお送りする場合がございます。

請求書類の事務局受領から約2週間程度での⼊⾦を予定しています。

速やかな⽀援⾦交付の為、⽉次精算の他、週次での精算にも対応可能で
す。請求書類⽤の後納郵便封筒はクーポン精算⽤とあわせて10部お届けします。
確認完了次第、毎週の⼊⾦処理を予定しています。

※さぁ！サッポロ夏割実績内訳書のメール受信から原則３営業⽇程度で請求番号の通知を⾏います。

請求報告

夏割請求番号
通知

請求

事務局

参画事業者
（宿泊事業者
／旅⾏会社等）

⽀払い

7⽉分︓8⽉15⽇までに報
告・請求

内容確認

8⽉分︓9⽉15⽇までに
報告・請求

内容確認

交付決定総額 交付決定額の残⾼管理

報告

参画申請

申請

交付決定通知

内容確認

夏割請求番号
通知 ⽀払い

※書類確認状況等により若⼲スケジュールが前後する場合がございます。予めご了承ください。

●様式５ 請求時報告書.docx
● 様式７ 実績確認書.docx
● 様式８ 宿泊商品実績内訳シート.xlsx
● 様式９ 夏割交付⾦請求書.docx

🔳請求時必要書類
※様式は公式HPにてダウンロードいただけます



6 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 内容について

7

① 「サッポロ夏割」に登録申請した宿泊事業者が対象になります。

② クーポン券の利⽤できる施設や店舗等を夏割参画事業者が登録します。

③ 7⽉22⽇（予定）にクーポン券が参画事業者に納品されます。

宿泊施設へのクーポン券の配付枚数は、客室数や昨年同⽉の宿泊⼈数に応じて事務局で決定いたします。

配付予定総数は、別途メールにてご連絡差し上げます。

④ 7⽉23⽇以降の宿泊者に対して、施設印を押印したクーポン券を配付してください。

・すべての宿泊者に配付してください。（他キャンペーンの宿泊者への配布も可。

「サッポロ夏割」を利⽤した宿泊者限定ではありません。）

・クーポン券は、それぞれの宿泊施設が登録したすべての施設や店舗等で利⽤可能です。

・クーポン券は、市内で乗降⾞するタクシーでも利⽤できます。

（詳しい利⽤可能店舗は23⽇以降、公式HPで確認できます）

⑤ クーポン券は、利⽤可能店舗の登録申請を⾏った宿泊施設が、事務局に対して換⾦⼿続きを⾏っていただきます。

⑥ クーポン券の換⾦は、期間内で５回（２週間に１回程度）となります。

ただし、必要に応じて最⼤10回まで換⾦に対応します。

⑦ 事務局は、クーポン券の換⾦依頼書を受理した⽇から30⽇以内に申請時の指定⼝座へ⽀払います。



7 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 発⾏・配布について
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●⼦ども料⾦を含む、有料宿泊⼈員⼀⼈当たり、３,０００円分の「さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン」を
配布いただきます。サッポロ夏割ご利⽤の宿泊者以外も含め、全ての有料宿泊⼈員へ、先着順での配布です。
（Gotoキャンペーン、どうみん割等、他のキャンペーン・割引をご利⽤の宿泊者も全て配布対象です）
●発⾏者の検印後、クーポン券は、⾦券扱いとなります。保管⽅法にご留意ください。

コピーガード

QRコード

発⾏施設欄

利⽤店舗欄

回収施設欄

⾒本

⾒本

⾒本

⾒本

施設名のわかる
スタンプ⼜はデート印
などを必ず、3か所に検印

発⾏印のない券⾯は原則
使⽤できず、お客様に
ご迷惑がかかる場合が
ございます。

発⾏施設欄

発⾏施設欄

利⽤店舗欄

回収施設欄

利⽤店舗欄

回収施設欄



8 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 利⽤について
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●泊まってスマイルクーポンは発⾏宿泊施設に関わらず、事前に申請登録された全ての利⽤可能店舗でご利⽤いただけます。
●利⽤可能店舗には申請宿泊施設を通じてステッカーを配布します。お客様の⽬に留まりやすい場所に掲⽰をお願いします。
●お客様からの受領時に必ず、利⽤店名欄に検印・⽇付記⼊（またはデート印）をお願いします。
●万が⼀、お客様から発⾏印のないクーポンをご利⽤の際には、お客様へ宿泊施設・宿泊⽇を伺って、配布施設欄にボールペン等で記載
をお願いします。事務局にて回収後、確認作業を⾏い、通常通り精算の対象とします。

⾒本

⾒本

ミシン⽬⼊りの３枚綴り
になっています。
ご利⽤⾦額に応じて
切り取って回収ください

登録施設経由で配布する
ステッカーは
店舗⼊⼝、レジ周りなど
お客様の⽬に付きやすい場所に
掲⽰ください

・宿泊料⾦の⽀払には使⽤できません。
・⽀払い１回あたりに使⽤枚数の制限はありません。
・釣り銭は出さないでください。
・クーポン利⽤分のお客様への領収書発⾏はできません。
（お客様が⽀払う差額分のみの発⾏）
・クーポン券では購⼊できない商品があります。※以下をご確認ください

サンプル
ホテル

7    23

発⾏印を確認
印のないものは、
原則ご利⽤できません。
お客様へ宿泊施設と
宿泊⽇を伺って
クーポンに直接記載を
お願いします。

受領時に
店名の⼊った
スタンプまたは
デート印などを
必ず押印ください。



発⾏施設に関わらず、利⽤可能店舗の登録申請を⾏った宿泊施設がクーポン券を取りまとめ、

事務局へ換⾦依頼をします。

10

※他の宿泊施設から発⾏のクーポン券も
直営店・提携先飲⾷店等で利⽤される場合がございま
す。
その場合も同様に、クーポン券の精算は利⽤可能店舗の
登録申請を⾏った宿泊施設様で回収・精算を⼀元化して
⾏っていただきます。

9 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 回収・換⾦について

テナント
飲⾷店 宿泊事業者 事務局

クーポン ①クーポン精算

②代⾦⽀払

③クーポン精算

④代⾦⽀払

クーポンクーポン回収集計票（店舗毎） クーポン回収集計票（⼀覧）

宿泊事業者 事務局

①クーポン精算

②代⾦⽀払

クーポン回収集計票（⼀覧）
クーポン

＜換⾦のイメージ＞

例１ 施設内の直営店飲⾷等で使⽤
・⼣⾷の追加ドリンク
・ジム、スパ、エステ等
・売店

例２ 施設内のテナントや施設外の連携先飲⾷店で使⽤



11

送付書類の事務局受領から約3週間程度での⼊⾦を予定しています。

速やかな⽀援⾦交付の為、⽉次精算の他、週次での精算にも対応可能です。
クーポン送付⽤のヤマト運輸伝票は10部お届けします。クーポン回収は随時受け付け、確認完了次第、毎週の⼊⾦処
理を予定しています。事務局に請求書類をお送りいただく後納郵便封筒は夏割精算⽤と合わせて10部お届けします。

※検印のないクーポン券がある場合や、報告枚数と相違がある場合には、確認が取れ次第の精算処理となる為、
⼊⾦が⼤幅に遅れる場合がございます。

●回収いただく実券の枚数によっては確認作業に時間がかかる場合が想定されます。
7⽉末締め、8⽉15⽇締め、8⽉末締め、9⽉15⽇締め、9⽉末締めの５回にわけての精算をお願いします。

各店舗ごとに回収した枚数と店舗からの
クーポン実績報告内訳（店舗⽤）様式14−２を確認
クーポン実績報告内訳（宿泊施設⽤）様式14−1
に店舗ごとの実績を記載しください。。

裏⾯の検印を必ず確認 回収施設欄に検印

クーポン券の回収
クーポン実券を梱包し、店舗ごとの
クーポン実績報告内訳（店舗⽤）様式14−２、
クーポン実績報告内訳（宿泊施設⽤）様式14−1 を
添付し事務局から送付のヤマト運輸伝票で
クーポン回収事務局へ送付

回収済みクーポン券の送付

事務局宛の後納郵便封筒で
クーポン⽀援⾦交付請求書（様式１２）と
クーポン実績報告（様式１３）を送付

クーポン券の換⾦請求サンプルホ
テル

サンプルレス
トラン

7    23

7    31

事務局にて枚数・⾦額の照合確認完了後、⼊⾦処理

事
業
者
の
登
録
⼝
座
へ
⼊
⾦

●クーポン券回収・精算の流れ

●様式14−１ クーポン実績報告内訳（宿泊施設⽤）.xlsx
●様式14−２ クーポン実績報告内訳（店舗⽤）.xlsx
●様式12 クーポン交付請求書.docx
●様式13 クーポン実績報告.docx

🔳請求時必要書類 ]
]

回収済みクーポンと⼀緒に
ヤマト運輸伝票で回収事務局へ送付

後納郵便封筒でで事務局へ送付



10 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 回収・換⾦書類について

12

実績内容確認書 様式１３ クーポン⽀援⾦交付請求書 様式１２



10 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 回収・換⾦書類について

13

クーポン実績報告内訳（店舗⽤）様式14−２ クーポン実績報告内訳（宿泊施設⽤）様式14−1

※エクセルに記載例のシートがございます。
そちらをご参照の上、記⼊ください

※エクセルに記載例のシートがございます。
そちらをご参照の上、記⼊ください



●クーポンの実券は7⽉22⽇までに登録の事務局連絡先へ送付されます。
⼜、クーポンの配布は２回に分けて⾏います。追加のクーポンは、7⽉末までに順次お送りします。
⼜、この他に消化率の⾼い宿泊施設につきましては、更に追加の送付を⾏う場合があります。

14

11 さぁ！サッポロ泊まってスマイルクーポン 配布数・配布状況報告について

●クーポンの配布予定総数については、初回配送着荷前にメールにてお知らせしま
す。

●事務局側で配布状況を確認し、追加送付等の検討を⾏う為、「夏割利⽤宿泊者数」「総宿泊者数」「夏割利⽤予約者数」
を⽇々オンラインで報告いただきます。この報告⽅法は事務局との連絡⽤メールでお知らせします。

事業者の皆様からのお問合せで代表的なものは、随時とりまとめの上、公式サイトにて公開いたします。
Q&Aをご覧いただき、解決しない疑問点につきましては、コールセンターまでお問合せください。

12 Q&Aについて

さぁ!サッポロ夏割＆泊まってスマイルクーポン事務局 コールセンター

0570-666-556 受付時間 10:00〜17:00（７⽉23⽇・24⽇は祝も開設、それ以降は平⽇のみ）



13 感染症によるアラート等の対応について

15

感染拡⼤により地域の往来の抑制や外出の⾃粛等の⾏動制限等の発令がされた場合は、

事務局と連携を密にとりながら、以下の対応をお願いいたします。

⑴ 札幌市内に⾏動制限等が発令

① 「サッポロ夏割」「サッポロスマイルクーポン」どちらの事業も原則休⽌いたします。

② すでに予約をされている宿泊者への連絡や「サッポロ夏割」の販売を中⽌してください。

（発令期間中は⽀援⾦の請求対象外となります。）

③ 本件に該当する場合のキャンセル料は対象除外としてください。

⑵ 札幌市外で⾏動制限等が発令

① 対象地域からの宿泊者に対する「サッポロ夏割」「サッポロスマイルクーポン」

どちらの事業も適⽤外となります。

② すでに予約をされている宿泊者への連絡や対象地域からの「サッポロ夏割」の販売を

中⽌してください。（発令期間中は⽀援⾦の請求対象外となります。）

③ 本件に該当する場合のキャンセル料は対象除外としてください。

●本項に関しての連絡はご登録のメールへの通知・公式ホームページでの掲⽰で⾏います。必ずご確認ください。



14 事務局からの配布物について

16

配布物／数量 配布⽅法 時期

① 事業者⽤マニュアル 公式HPにて公開およびEメールにてお知らせの上、
追って印刷版を送付

メール連絡：7⽉21⽇（予定）
WEB公開：随時最新版PDFを公開
印刷版の送付：7⽉３０⽇を予定

② 実施概要 公式HPにて公開中 随時最新版を公開

③ 実施要綱 公式HPにて公開中 随時最新版を公開

④ 夏割⽀援⾦交付通知書 Eメールにて通知の上、書⾯を送付 メール連絡：7⽉中旬
書⾯送付：7⽉31⽇発送予定

⑤ クーポン実券 Eメールにて送付予定数を通知の上、宅急便で送付
登録事業者の事務局との連絡先住所に送付

初回配送：7⽉22⽇までに 着荷
追加配送：7⽉中に順次発送
※配送予定数量はメールにてお知らせします。

⑥ ⽇ごと実績報告⽤フォーム Eメールにてお知らせ 7⽉23⽇

⑦ 夏割・クーポン換⾦書類（Excel,Word） 公式HPへファイルアップ後、Eメールにてお知らせ 7⽉29⽇
7⽉30⽇Eメールにてお知らせ

⑧ クーポン回収⽤ヤマト運輸伝票 10部 登録事業者の事務局との連絡先住所に送付 7⽉30⽇発送（予定）

⑨ 請求書類送付⽤ 後納郵便封筒 10部 登録事業者の事務局との連絡先住所に送付 7⽉30⽇発送（予定）

⑩ ⽀援⾦交付⾦額変更通知書 Eメールにて通知の上、書⾯を送付 7⽉31⽇までにメールでご連絡
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さぁ!サッポロ夏割＆泊まってスマイルクーポン事務局 コールセンター

0570-666-556 受付時間 10:00〜17:00（７⽉23⽇・24⽇は祝も開設、それ以降は平⽇のみ）

ご不明点・お問合せは、


