
宿泊施設誘客促進事業
とまっ得おたるクーポン

クーポン利⽤登録店事業者

～取扱マニュアル～

ＶＯＬ．１（随時更新）

とまっ得おたる事業 事務局

（随時更新予定です。最新版は公式サイトで公開します。）
https://tomattokuotaru.jp/jigyosha/
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参画宿泊施設に宿泊し
とまっ得クーポン受け取り
～利用店での利用

「とまっ得おたる」事業

「とまっ得おたるクーポン」事業

目 的

新型コロナウィルス感染症の影響を受けている宿泊事業者に対し「とまっ得おたる」
事業及び「とまっ得おたるクーポン」事業を実施することにより、コロナ禍で厳しい状
況にある宿泊施設の誘客及び観光消費額の向上を目指すことを目的としています。

名 称

概要

とまっ得おたるクーポンについて
宿泊観光客を対象に、宿泊特典として市内の観光関連産業に携わる
施設店舗で利用できるクーポン（紙）を配布します。

配布期間：令和4年9月1日(木)～令和４年１２月３１日（土）
有効期限：発行日含め６日間
配布方法：宿泊施設にて、クーポン券配布対象プランを設定し配布
使用可能：宿泊人数１泊１名につき2,000円分

商品券として付与（1,000円×2枚）最大5泊分

（１）事業概要及び⽬的

～とまっ得おたる事務局～

小樽市産業港湾部
観光振興室

協⼒・連携

協⼒・連携

協⼒・連携

販売促進
人財育成

事 業 ス キ ー ム

参画宿泊施設

⼩樽ファン増

観光協会
商工会議所
観光業界
教育機関

観光事業者
クーポン利用店

旅行客

事業者・補助⾦の請求
事務局・補助⾦の⽀払い

⼩樽市・補助⾦仮払いの⽀払い
事務局・補助⾦仮払⾦の請求

業務報告（週次・⽉次・事業終了報告）

協⼒・連携

⼩樽市観光消費

●対象事業者からの問い合わせに関しては事務局にて⼀括対応をします。

事務局は⼩樽市稲穂2-22-4 樽⽯ビル7Fに設置します。
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とまっ得おたる事業

3

とまっ得おたるクーポン事業

事業全体のスケジュール

補助対象事業者申請 （宿泊事業者）
※クーポン利⽤登録店には別途申請が必要です。

令和4年8⽉1⽇より１次受付8⽉15⽇まで、以降は随時受付

交付⾦決定通知/クーポン券預託通知
令和4年8⽉22⽇までに上記２通の通知書を電⼦メールにてお送りします

商品造成

販売開始+クーポン券の配布
（令和4年9⽉1⽇チェックイン〜令和4年12⽉31⽇チェックイン）

※クーポン券は8⽉25⽇頃にお届けいたします。

実績報告/請求 （毎⽉）
⽉末締め 翌⽉7⽇まで⽬途に事務局へ
※最終締切⽇令和5年1⽉31⽇まで

補助⾦額⽀払い（毎⽉）
※施設毎に上限に達した時点で補助⾦は終了になります

クーポン利⽤登録店申請
令和4年8⽉1⽇より1次受付8⽉15⽇まで

以降は随時受付

登録証、ステッカー納品、換⾦⽤書類等送付
8⽉29⽇頃に事務局スタッフまたは郵送にてお届け

クーポン使⽤期間
（令和4年9⽉1⽇〜 令和5年1⽉5⽇）

換⾦・精算
換⾦スケジュールに沿って最⼤4回まで可能

⽉末締めで、翌⽉7⽇まで⽬途に使⽤済みギフト券と請求
書を換⾦⽤封筒 （レターパックライト）にて

ポストもしくは郵便局窓⼝へ提出
請求書受理後、翌⽉20⽇を⽬途に

指定した⼝座に振込
※クーポン利⽤実績報告書と合わせてご提出ください。

※最終請求締め令和5年1⽉末締め〜
2⽉20⽇⽀払い

宿泊事業者
クーポン利用登録店
登録事業者

（２）事業全体のスケジュール、とまっ得おたるクー
ポン利⽤対象条件について

下記のいずれかに該当し、北海道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた
取組を実施しているもののうち、感染予防の対策に継続的に取り組むものなど、
観光客に安心してもらえる環境を提供している事業者様が条件となります。

①とまっ得おたる対象施設及び施設内の店舗
②市内飲食店のうち、次の要件のいずれにも該当するもの
ア 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条の規定による営業許可を
受けている者

イ 飲食店としての営業の実態がある者
③市内土産店のうち、主として観光客向けの商品を販売しているもの
④市内のタクシー、レンタカー、観光バス等の交通事業者
⑤市内の観光施設、アクティビティ事業者
⑥その他対象事業者として事務局が適当と認める者

※ただし、風俗営業等の規制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条第１項第４号、第５号及び同条第５項に規定する店舗の営業を行う
者は、本事業の対象外となります。

とまっ得
おたる
クーポン
利用
登録店
条件

●とまっ得おたるクーポン利用登録店条件について
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（３）登録申請〜承認
とまっ得おたるクーポン利用登録店への登録申請～承認の流れ

観光事業者
クーポン利⽤店

申請⽅法 提出書類

■申請書をメール
または
原本送付

交付申請書(様式第10号)と委任状（様
式第11号）⼝座確認書(様式第12号)
は代表者印の捺印が必要です

(1) とまっ得おたるクーポン事業参加登録申請書（様式第10号）
(2) 委任状（様式第11号※事務局が必要と判断した場合のみ）
(3) ⼝座確認書（様式第12号）
(4) 前号の指定⼝座通帳の写し
(5) 「新北海道スタイル」安⼼宣⾔の写し
(6) 営業実態がわかる店舗外観および内観の画像（任意書式）
(7) その他事務局が必要と認める書類
※１ とまっ得おたるに参画した事業者は(5),(6),(7)を省略できる。
※２「飲⾷店における感染防⽌対策の認証制度
（通称、第三者認証制度）」で認証されている飲⾷店は、認証書の
提出により(5),(6),(7)を省略できる。

令和4年8⽉1⽇（⽉）〜8⽉15⽇（⽉）
以降は随時受付事業者申請受付⽇程

とまっ得おたる
事務局

⼩樽市
観光振興室

②審査・報告

④通知 ③承認

【書類提出先】
〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階Ｂ室
とまっ得おたる事務局 宛て
TEL0134-61-6875 FAX0134-61-6876
メールアドレス︓jimu_riyoten@tomatoku.com ※平⽇10︓00〜17︓00（⼟⽇祝⽇︓休業）

申請に関する注意事項
・郵送は必ず配達の記録が残る⽅法で送付してください。（簡易書留や⼀般書留、レターパックプラスなど郵便物の
追跡が出来る⽅法でかつ配送時に受け取り確認がされるもの）また、普通郵便で送付され、万が⼀紛失した場合
は、事務局ではその責任を負いませんので注意してください。
・その他、事務局が必要とする確認事項がある場合はその都度お問い合わせさせていただきます。
・登録書類に関わる送料は事業者様のご負担になります。

必要書類を揃え事務局まで提出をお願いいたします。
※一次締め切り令和4年8月15日（月）

以降随時受付

①申請
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（４）登録の承認〜ノベルティー到着

●承認後、8/29頃を目途に事務局より以下のノベルティーが
送付されますので、ご確認をお願いいたします。

〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階Ｂ室
とまっ得おたる事務局 TEL0134-61-6875

FAX0134-61-6876
メールアドレス︓jimu_riyoten@tomatoku.com

とまっ得おたる
事務局

〜同封予定〜
①同封物のご案内⽂
②「とまっ得おたるクーポン」加盟店登録証（様式第13号）
③登録店店頭⽤ステッカー
④換⾦⽤封筒（郵便局・レターパックライト）×4つ（＊換⾦最⼤回数分）

②「とまっ得おたるクーポ
ン」加盟店登録証（見本）

③登録店店頭用ステッカー
（見本）

④ 換金用封筒
（郵便局のレターパックライト）

●当該事業者を審査の上、利用登録店と承認後、「とまっ得おたる
クーポン」加盟店登録完了の旨、電子メールで事業様へ連絡いた
します。
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（５）利⽤開始及びクーポンデザイン、取扱要項

●とまっ得おたるクーポン利用可能期間9/1～になります。
デザインは下記となっております。

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※表面

とまっ得おたるクーポン
（見本） ※裏面

とまっ得
おたる
クーポン
取扱
要項

（１）クーポン券は、利用登録店での精算取引において使用可能です。
但し、以下に該当するものについては、使用することはできません。
・宿泊料金の支払い
・公共料金等の支払い（税金・電気代・ガス代・水道代等）
・出資、有価証券の購入、債務の支払い等、消費にあたらないもの
・商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等換金性があり、かつ広域的に
流通しうるものの購入
・たばこの購入
・その他、小樽市が不適当と認める場合

（２）クーポン券は、交換、譲渡及び売買を行うことはできません。
また、クーポン券と現金の交換は禁止します。

（３）クーポン券の額面以下での使用の場合でもお釣りは出ません。
（４）使用条件の定めがある場合は、予め利用者が認識できるよう店頭にて明示してください。
（５）クーポン券の盗難、紛失または偽造、模造については、発行者は責任を負いません。
（６）クーポン券は、有効期限内にてご利用ください。

見本 見本
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（６）とまっ得おたるクーポン利⽤⽅と精算・換⾦

●とまっ得おたるクーポンの精算、換金について

登録店
様へ
お願い

（１）クーポン券の使用可能店舗であることが明確になるよう、ステッカーを店頭にご掲示く
ださい。（ステッカーは事業開始前に施設店舗宛にご郵送予定）
（２）提示されるギフト券について、利用時に不正がないかの確認をお願いします。偽造され
たクーポン券と判別できる場合には、受け取りを拒否するととともに、「とまっ得おたる事務
局」に報告してください。※利用後に不正が発覚した場合でも、発行者は責任を負いません。
（３）利用者から受け取ったクーポン券が「有効期限内（発行日を含めて６日間以内）」で
あることを確認してください。
（４）クーポン券を受け取った際には、再使用を防止するため、クーポン券裏面の利用登録
店使用欄に「利用年月日」と「取り扱い施設名」を、必ずご記入ください。
（５）クーポン券の交換および売買は行わないでください。有効期限中における取引に使用
されたクーポン券のみ換金可能です。（記入する利用年月日は、有効期限内であることが
換金の条件となります。）
（６）クーポン券事業の運営にご協力をお願いします。本募集要項に違反する行為が認めら
れた場合、換金の拒否や利用登録店の認定を取り消し、また損害金が発生した際には、当
該金額の請求をする場合があります。

とまっ得
おたる
クーポン
精算
業務

（１）使用済のクーポン券については、登録時にお渡ししている郵便局のレターパックライト
を利用いただき郵送（ポストもしくは郵便局窓口）毎月月末締めにて
「とまっ得おたる事務局」宛に翌月の７日着目途にてご請求をお願いいたします。
（提出するもの）
・請求書（様式第14号）（HPより指定書式をダウンロードいただきご利用ください。）
・使用済クーポン券（裏面の利用登録店使用欄に、利用年月日と取り扱い施設名が記入
されていることを必ずご確認ください）
・実績報告書（様式第15号）と合わせて一緒にお願いいたします。

（２）入金は後日振込です。請求内容を「とまっ得おたる事務局」で確認の上、翌月20日を
目途に、参画事業者が指定した口座に支払います。
なお、上限4回の支払い日を設定しておりますので、 全体のご請求回数が４回以内に
なるようご協力をお願いいたします。

（３）最終の精算は、令和５年（202３年）1月3１日（火）必着にて、請求書をご提出ください。
「とまっ得おたる事務局より」より同年２月末までに、参画事業者が指定した口座に支払
われます。（※締切厳守／期日を過ぎたご請求については、お受けできかねますので、
ご理解ください）

１回⽬ ２回⽬ ３回⽬ ４回⽬ ５回⽬
使⽤済みクーポン

締め⽇

（事務局到着⽬途）

9⽉末
締分

（10/7着⽬途）

10⽉末
締分

（11/7着⽬途）

11⽉末
締分

（12/7着⽬途）

12⽉末
締分

（1/7着⽬途）

1⽉末
締分
（1/31着
⽬途）

振込⽇ 10/20頃 11/20頃 12/20頃 1/20頃 2/20頃

●とまっ得おたるクーポン利用について、登録店様へのお願いです。
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（７）とまっ得おたるクーポン利⽤⽅と精算・換⾦

その他
留意
事項

・利用登録店情報（施設店舗名、所在地）は、ホームページなどにより広報します。
・募集要項に記載されていない事項等については、協議の上、決定します。
・別紙、とまっ得おたるクーポン事業実施要綱の確認をお願いいたします。
・事業終了後に本事業実施に関するアンケートを行います。必要項目記載の上、ご返信いた
だきますようご協力をお願いします。

●その他、留意事項

●新型コロナウィルス感染症の影響による対応について

感染
拡大時
の
対応に
ついて

～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が発令された場合は事
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。～

（１）国の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」等を基に、小樽市がとまっ
得おたる及びとまっ得おたるクーポンの事業の中止または一時停止を判断した場合

①既に予約されている割引対象の方への連絡や新規販売の中止をお願いする場合が
ございます。

②既に配布済のクーポン券の受付中止または制限を行う場合がございます。
③該当期間に使用されたクーポンは換金できない場合がございます。
④行動制限等で配布期間終了までに預託ギフト券の配布が完了しない場合は、配布期
間を延長する場合がございます。その場合は別途ご連絡いたします。
⑤その他、小樽市より別途対応を指示する場合があります。

遵守
事項

対象事業者は下記内容を守ってください。
①対象事業者は、自己又は自社の役員等（対象事業者が個人である場合にはその者を、
対象事業者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所（常時契約を
締結する事務所をいう。）の代表者、対象事業者が団体である場合は代表者、理事等を
いう。以下この号において同じ。）が、次のいずれにも該当する者であってはならない。
ア小樽市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年小樽市条例第１９号。以下
この号において「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下この号に
おいて単に｢暴力団員｣という。）であると認められるとき。

イ 条例第２条第１号に規定する暴力団（以下この号において単に「暴力団」という。）
又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的
あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、若しくは関与していると
認められる者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
②対象事業者は、前号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の
団体又は個人であってはならない。
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〒０47-0032
北海道⼩樽市稲穂2丁⽬22-4 樽⽯ビル7階Ｂ室
とまっ得おたる事務局 TEL0134-61-6875

FAX0134-61-6876
メールアドレス︓jimu_riyoten@tomatoku.com

●お問合せ


