
シャリーン マニュアル

【シャリーンアプリ設定について】

Ver.3

2022.12.28
「秋田へGo!」秋田を旅しようキャンペーン事務局

※システムについては現在利用しているシステムを利用
しています。
一部現状のものが表示されておりますことをご了承くだ
さい。



1.準備物 設定用二次元バーコード画像の用意

端末にシャリーン設定を読み込むための設定用 QRコード画像は2023

年1月6日（金）オープンの「秋田へGo！」秋田を旅しようキャン

ペーン公式サイトの【事業者向け】内に設定用QRコードを掲示いた

します。

サイト内を確認後に設定をお願いいたします。
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概要

0-2.準備物 アプリのインストール

対応端末をご用意の上、アプリインストールをしてください。

対応端末：iOS9以上のiPhone、iPad、iPhone touchの端末

アプリ名称：SPIRAL シャリーン

アプリダウンロード URL：

http://itunes.apple.com/jp/app/spiral-sharin/id542115292?mt=8

（2022.9時点）

最新情報はサポートサイトよりご確認ください。

（参考）http://support.smp.ne.jp/function/29

シャリーン SPIRAL ver.1 サポートサイト (smp.ne.jp)

0-1.ID、PWのご連絡

2023/1/10～の管理画面は現在利用中のものとは別のURLとなりま
すので、公式サイトの【事業者向け】ページよりご確認ください。

なお、IDとPWは現在ご利用のものと同一となります。

※事務局から貸し出している端末については、す
でにインストールされております。アプリの再イ
ンストールができませんので、絶対にアプリを削
除しないでください。

http://support.smp.ne.jp/function/29
https://support.smp.ne.jp/manuals/web/shareen1/


②宿泊当日

お客様
（キャンペーン対象者）

①「秋田へGo!」秋田を旅しようキャンペーンプランの
宿泊予約・利用申込

宿泊したい施設のプランを予約

（予約については、旅行会社経由か宿泊施設へ直接予約、また
はOTAサイトで現地払いが対象）

予約完了後

あきたびキャンペーンの利用申請をする

↓

QRコード（キャンペーン利用受付番号）

の発行。

【宿泊施設側】

利用申請が承認された時点で、③のシャリーンの施設用管理画面で確認ができ
ますので、予約状況と照らし合わせが可能です。

※原則、利用者が事前に利用申請を行っていただきますが、利用者のWEBの不
具合やインターネット環境がない方の利用者様については、【様式1】利用申請
書兼代理シャリーン申請書に記入をしていただき、施設側で代理申請を行って
くださいますようお願いいたします。

QRコードをスキャンする

当日、予約者様よりQRコー
ドを提示していただき、
キャンペーン対象者の
チェックイン確認をします。

予約者様から
提示

スキャン

概要

●●旅館

●●旅館
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③来場（チェックイン）確認 ※一覧表単票画面

キャンペーン対象者の状況確認ができます。

管理画面では修正が出来ません。

表示内容に誤りがある場合は、事務局まで修正変
更の連絡をお願いします。

概要

秋田へGo！＜宿泊施設ログインページ＞

QRコードの読込後は
管理画面で「来場済」と
「来場日時」が表示され
ます。
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1.設定インポート

1/10からQRコードの読込を開始するには、シャ
リーンアプリの再設定が必要となります。

※設定変更後、12/27宿泊以前の申請読込が出来なくなりますので、

ご注意ください。

（代理入力がありましたら、可能な限り処理を行ってから再設定をお願

いします。）

設定用QRコードは1月6日（金）に公式ＨＰの事業者
向けページに掲載されます。



1.設定インポート

1-1.設定QRコード読み込み

シャリーンアプリを起動しインポートを開始を
タップします。
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１）キャンペーンサイトより
「宿泊事業者向け」内にある
QRコードを読み込んでくださ
い。

２）暗号キー「 akita_go_23 」
を入力し「OK」を押します。

「 akita_go_23 」

注）ハイフンではな
くアンダーバーです

「設定名」を選択します。

※【再設定の場合】

表示画面の「設定」
を選択



2.詳細設定

2-1.端末情報登録

インポート完了後
右下の設定をタップします。

6

端末情報欄に
スパイラルに登録された

情報のIDがインポートされ
ます。

秋田支店_「秋田へGo！」…

axt_go_23



2.詳細設定

2-2.登録画面設定

画面設定の
登録画面をタップします。

下にスクロールします。

ポップアップで表示を
タップし、ON（緑の状態）
にします。

秋田支店_「秋田へGo！」…

7

axt_go_23



2.詳細設定

8

2-3.送信設定

設定より設定画面に戻ります。

送信設定の
登録直後に送信するを
タップしON（緑の状態）【必須】
にします。

【精算処理方法】

その場合は以下図を参考に「履歴」>「右上のアップロー
ドボタン」をタップ、「DBへ送信」をして該当のステータ
スを更新してください。

「登録直後に送信する」が非表示状態では、履歴画
面に読込データが以下のように表示されます。この状
態はキャンペーンの利用精算が未処理となりますので
ご注意ください。

OFF（グレーの状態）

同じQRコード（管理番
号）を複数回読み込んでし
まった場合でも、同じ管理
番号は1件として処理され
ます。

※重複処理はされません。

秋田支店_「秋田へGo！」…

axt_go_23

axt_go_23

axt_go_23



チェックイン時の対応について
（QRコード読み取り方法）



3.QRコードの読み取り

3-1.QRコードの読み取り

画面左下の登録をタップし、
SPIRALのアイコンを
タップします。
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カメラ起動後、

予約者様から提示された受付用

QRコードを読み込みます。

スキャン結果が表示されるので、

OKをタップしてください。

●●旅館

【要確認！！】

受付用QRコードの下に

宿泊施設名、宿泊予約日が記載さ
れています。

登録する前に確認をしてください。



3.QRコードの読み取り

3-2.結果確認・送信

右図が出てきますので

問題なければ登録をタップします。

成功すると3-1の画面に戻ります。

以上で情報が更新されます。

宿泊予約日、宿泊予定施設をご確認く
ださい。

※「宿泊数」と「適用人数」に相違が
あった場合は、管理画面で修正を行い
ます。（後日配布の管理画面マニュア
ル参照）

そのまま「登録」をタップしてくださ
い。

宿泊予定施設名が違う場合は登録せず
左上の閉じるをタップしてキャンセル
をしてください。
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3-3.エラーが出た場合

一度登録処理が行われているQR
コードは右図のようなエラーが出
てきます。

（登録処理完了済みのものです）



施設用管理画面の閲覧は、
施設管理用ID・パスワード通知をご確認くだ
さい。
（現在ご利用のものと変更はありません）

事業者用管理画面について



秋田旅館

４，管理画面

「一覧表単票」にログイン

右記URLよりログインページを開
きます。

ログインID,ログインPWを入力し、
ログインします。

（同封の「管理用ID・パスワード通知書」
をご確認下さい）
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シャリーンで読み込まれたデータ
を確認します。

「管理者ID」（申請番号）・氏名

「来場者フラグ」「日時」

管理画面URL

https://area18.smp.ne.jp/area/p/piqj9rcqco4
maqfng6/BhCdaI/login.html

「管理画面のリンク先は１月６日のキャンペーン公式サイト内事業者向けページに掲載します。」

※12/27までの管理画面とURLが変更となりますので、ご注意ください。

アキタタロ
ウ

アキタハナコ

アキタハナコ

アキタタロウ

秋田旅館

秋田旅館

秋田国際ホテル

秋田国際ホテル

「秋田へGo！」秋田を旅しようキャンペーン【全国版】＜宿泊施設ログインページ＞

https://area18.smp.ne.jp/area/p/piqj9rcqco4maqfng6/BhCdaI/login.html


4.管理画面

①管理者ID（申請番号）

特定の番号を検索する場合、半角
数字で入力。アタマの0は省略可
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検索の利用例

・助成金実績の確認・・・特定宿泊日③と来場済⑤をチェック

して抽出

・特定の旅行者の申請内容確認・・・①や②を入力して確認

①
②

②代表者氏名（カナ）

半角・全角、スペース有無等

完全一致

③

④助成額合計

※宿泊施設直接予約の分のみ表示。

⑤

⑥

③宿泊日

2022/03/01のように半角で入力

④

⑤来場フラグ

来場前＝値無し

③来場日時

2022/03/01のように半角で入力



4.管理画面
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宿泊当日、チェックイン時に

ＱＲコードを読込後、シャリーンアプリ

設定が

「登録直後に送信する」がONになってい

ると自動的に来場済みとなります。

「来場済」となったものが、精算データ

として処理されますので、必ず確認をお

願いします。

照会した際、

「来場済み」になっていない場合は、

設定時「登録直後に送信する」がOFFに

なっているため、P7の処理を行ってくだ

さい。。

処理後、「登録直後に送信する」をONに

設定変更をお願いします。

（※シャリーン設定マニュアルP8を参

照）

シャリーン設定マニュアル
P8の抜粋（左図）

axt_go_23

axt_go_23



4.管理画面
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00000000000

アキタ タロウ

複数名同時申請の場合は全員分の助
成金額の総計が表示される

宿泊代金（旅行代金）

上記に基づく助成金額（一人当たり）

次ページへ

10000円

個別の申請詳細を確認する
↓

該当のＩＤをクリック
00000000000

4000円



4.管理画面
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宿泊代金（旅行代金）

～

※助成金が反映されない場合は、
送信」を押した後に、再度確認を
お願いします。

00000000000

アキタ タロウ

2600円

上記に基づく助成金額（一人当たり）

2600円



4.管理画面
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実績を確認する

例）3/1～3/15の実績確認、助成金のチェックをする
①宿泊日（期間）を入力して絞り込み

アキタタロウ

アキタハナコ

秋田国際ホテル

秋田旅館0000000000

0000000000 秋田旅館

② 該当の記録（管理者ＩＤ）をクリック
予約内容を確認する

右クリックで別ウインドウ（別タブ）で開いて頂くと
現在の画面を残したまま作業ができます

宿泊施設へ直
接手配

宿泊施設へ直
接手配



4.管理画面
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実績を確認する

③予約内容・助成金内容を確認し、相違がなければ
ページ下部の“送信”ボタンを押下

秋田旅行



4.管理画面
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実績を確認する

④再度最終確認画面が表示される
正当であれば“送信”ボタンを押下

⑤登録完了画面が表示される
（前画面へ戻れませんので×で消してください）

アキタタロウ
0000000000

0000000000 アキタハナコ

秋田国際ホテル

秋田旅館

⑤ 助成金合計額が表示されます

秋田旅館

※実績確認については日々確認して頂いても、一定程度まとめて
行っていただいても構いません。（今回の例のように締め日単位で
も可です）助成額振込はシャリーン（来場済）実績を基に行うため、
必須ではないですが、助成金に相違がないか確認のため定期的に行
うことを推奨します。



利用者がWeb申請ができない等、やむを得な
い場合は、利用者に代理申請書を記入してい
ただき、宿泊施設側で代理申請入力を行って
くださいますようお願いいたします。

※原則、代理申請入力は全ての施設様におい
て入力していただくことが登録条件としてお
ります。

代理申請入力について



4.代理申請入力

1.ホームページを開く

検索サイトから、秋田を旅しようキャンペーンホームページにアクセス

https://aki-tabi.com ※画像は春割キャンペーンです。

19

2.「利用申請はこちら」を押す

https://aki-tabi.com/


4.代理申請入力

3.同意項目の確認・チェック

下記３項目を確認・チェックボックスへ☑を入力

※チェックがないと先に進めません
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4.「利用申請はこちら」を押す



4.代理申請入力

5.同意項目の確認・チェック

個人情報・ワクチン接種の確認チェックボックスへ☑を入力

※2点ともチェックがないと先に進めません

21

【2023】



4.代理申請入力

6.各項目の入力

各必須項目を入力 ※入力もれがあると先に進めません

22

代理申請の場合、事業者さまのメールアドレスをご入力頂
き、届いたメールを開きシャリーンしてください。



4.代理申請入力

6.各項目の入力

各必須項目を入力 ※入力もれがあると先に進めません
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宿泊施設へのTEL,FAX,公式サイトからの直接予約の場合は
「宿泊施設へ直接予約」
旅行会社窓口やOTAなどの旅行代理店からの予約は
「旅行会社で予約」
となります。



4.代理申請入力

6.各項目の入力

各必須項目を入力 ※入力もれがあると先に進めません
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「宿泊施設検索」より宿
泊施設を選択すると自動
的に表示されます。

2泊以上の場合、泊数分の
金額入力の枠が表示されま
す。それぞれの料金を入力
してください（右図参照）

「宿泊施設選択」を押す
↓

該当の施設を選択



4.代理申請入力

6.各項目の入力

各必須項目を入力 ※入力もれがあると先に進めません
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「同行者数」を選択
↓

人数分の入力欄が出て
きます

郵便番号不明の場合、000-0000と入力頂き、住所
検索ボタンを押さずに住所を入力ください



4.代理申請入力

6.各項目の入力

各必須項目を入力 ※入力もれがあると先に進めません
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「入力内容確認」を押して、確認画面へ



4.代理申請入力

7.各入力項目の最終確認

※入力もれ、不備があると先に進めません
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入力内容に誤りがあれば「戻る」を押し前画面へ
相違がなければ「送信」を押して完了



4.代理申請入力

「旅行会社で予約」を選択の場合

宿泊施設、旅行代理店名、利用人数合計、宿泊日のみの入力となり
ます。

プラン代金合計額 円

※半角数字でご入力してください。
※プラン代金合計額は、旅行事業者で提示された金額を入力してください

◎旅行事業者からの予約をした方の申請入力

28

・旅行代理店名

・プラン代金合計額

は管理画面では確
認できません



お客様の承認番号は 【キャンペーン利用受付番号：〇〇】 に
なります。

宿泊予定施設名：【○○○】
（旅行会社の窓口で予約された場合は【なし】と表記されま
す。）
チェックイン日：【○○○】
宿泊数：【○○○】
同行者人数：【○○○】
手配方法/手配会社：【○○〇】
※上記内容に誤りがある場合はコールセンターにご連絡ください。

宿泊施設へチェックインの際、QRコードが必要になります。
下記URLよりQRコード画面を表示、もしくはスクリーンショットし
た画面をチェックインの際にご提示ください。

URL：//

このメールはご旅行終了まで大切に保管してください。

ご不明点ございましたら、下記までお問い合わせください。
-----------------------------
「秋田へＧｏ！」秋田を旅しようキャンペーン【全国拡大版】
事務局
電話番号：0120-338-881
メールアドレス：info@aki-tabi.com
-----------------------------

4.代理申請入力

8.申請完了～旅行当日

29

申請後届くメール（サンプル）

こちらをクリックすると
QRコードが表示されます

サンプル



5.その他
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ＩＤ・パスワード

・各事業者様向けに設定させて頂いております。
失念された、不明な場合は事務局へお問い合わせください。

・ 1/6（金）以降に「秋田へGo!」秋田を旅しようキャン
ペーン事業者向けのページリンクを掲載いたします。

管理画面への入り口（ＵＲＬ）



事業者向け
電話番号 0120-338-881

問い合わせ先

（9時30分から17時30分まで 無休）

「秋田へGo！」秋田を旅しよう
キャンペーンコールセンター

その他、質問・ご不明点等ありましたら、コールセンターにお問い合わせください。


