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わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS

不許複製・禁無断転載

1

チェックイン・精算時に必要な書類を用意する
①県内在住・県外対象地域在住を証明する書類
②ワクチン・検査確認シート（シートはP９・14・15を参照）
③ワクチン接種済証(電子媒体提示も可能)又は

検査結果が陰性であることを証明する書類
④本人を確認できる書類

※参加者全員の書類が必要となります（コピー可）
※団体の場合は代表者が参加者全員分を取りまとめてください

１

４

事業概要を確認する

3

宿泊施設または旅⾏代理店に上記①~④を提示する
※4－①③④は目視確認のみ、②は宿泊施設（添乗員付きツアー・

⽇帰り旅⾏は添乗員・受付係）にて回収します

ご利用までの流れ

PassMe︕は9⽉末をもってサービスを終了しました。
10⽉1⽇以降電子チケットは利用できません。

2
予約・割引適用⽅法を確認し、ご旅⾏を予約します

※旅⾏の予約は3⽉28⽇（⽉）から10⽉10⽇（⽉）まで適用可
※旅⾏期間は4⽉1⽇（⾦）出発から10⽉10⽇（⽉）チェックインまで有効

①宿泊施設公式サイトもしくは電話で直接予約の場合
（1）予約したい宿泊施設へ直接予約する
（2）STAYNAVIで宿泊割引クーポンを取得する

②ネット専門旅⾏会社（OTA）を経由して予約する場合
じゃらん（9/30チェックアウトで終了）・楽天・JTBHP・るるぶ
トラベル・ゆこゆこのHPから宿泊割引クーポンを取得し予約する

③旅⾏事業者に予約の場合
旅⾏事業者が販売する本事業適用商品を、割引が適用された旅⾏代⾦
で予約する

５
６

利用にあたっての同意事項・遵守事項を確認する

リフレッシュクーポンを受け取る
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不許複製・禁無断転載

・趣旨︓コロナ禍で⼤打撃を受けた観光事業者の支援を継続すべく、今般国で示された
「今後の観光需要喚起策」の考え方を踏まえ、新たに「わかやまリフレッシュプランＳ」を実施します

（「S」とは、Safety/安心安全を意味します）

・支援︓１⼈１泊、日帰りは1⼈1回あたり総旅⾏代⾦の1/2以内（5,000円上限）
（@2,500円、もしくは上限＠5,000円を支援）

・利⽤条件︓ワクチン・検査パッケージの活⽤（下記、いずれかの証明が必要）
①和歌山県内在住の方が利⽤する県内旅⾏
- ワクチン接種証明︓ワクチンの2回目接種から14日以上が経過していること
- 検査による陰性証明︓PCR検査、抗原定量検査等による陰性証明
※有効期限は検査当日の次の日から3日間（抗原定性検査は当日又は翌日）
※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満は検査不要

②県外対象地域在住の方が利⽤する県内旅⾏
- ワクチン接種証明︓ワクチンの３回目接種から14日以上が経過していること
-検査による陰性証明︓PCR検査等の陰性証明
※有効期限は検査当日の次の日から3日間
※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満は検査不要

・利⽤期間︓令和4年4月1日（⾦）から10月10日（月）23︓59まで
・旅⾏期間︓令和4年4月1日（⾦）出発分から10月11日（火）チェックアウト分まで

※予約受付期間は令和4年3月28日（月）から10月10日（月）までとなります

・利⽤方法
①宿泊施設公式サイトもしくは電話で直接予約の場合
（1）予約したい宿泊施設へ直接予約する
（2）STAYNAVIで宿泊割引クーポンを取得する

②ネット専門旅⾏会社（OTA）を経由して予約する場合
「じゃらん（９⽉末で終了）」「楽天」「るるぶトラベル」「JTBHP」「ゆこゆこ」の

予約HPから宿泊割引クーポンを取得し予約する
③旅⾏事業者に予約の場合

旅⾏事業者が販売する本事業適用商品を、割引が適用された旅⾏代⾦で予約する
＜９月１５日から日帰り旅⾏も対象となりました。＞(P3を参照）

・対象事業者︓県内で旅館業法等に基づき宿泊施設を営む者、あるいは旅⾏業に基づき
旅⾏業を営む者のうち、本事業に応募し、期日までに同意書および⼿続きを完了した事業者

・その他︓観光庁「訪日外国⼈旅⾏者周遊促進事業費補助⾦」を活⽤
※泊数・利⽤回数制限なし。
※新型コロナウイルスの感染拡⼤により、事業を中断・停止する場合があります

１．事業概要
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わかやまリフレッシュプランS 「登録事業者様用マニュアル」わかやまリフレッシュプランS 「登録事業者様用マニュアル」
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① 主要旅⾏先が和歌⼭県内であること
② 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
③ 旅⾏先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の

旅⾏サービス等を含むこと
※旅⾏会社が当⽇確認を実施 ※⽇帰りは旅⾏会社がリフレッシュクーポンを配布
※運送サービスは乗⾞かつ降⾞を証明できる書類の保管が必要。保管がない場合は⽀援対象外

【対象例】
・ 往復の乗⾞券と体験型アクティビティ(ゴルフ利⽤等を含む)がセットになった旅⾏商品
・ 往復の乗船券と旅⾏先でのランチがセットになった旅⾏商品
・ ⾼速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅⾏商品
※ただし、以下のものは対象外
① 旅⾏⾏程に隣接・ブロック割り対象府県以外の府県が含まれる場合
② 社会通念上、当該商品が２地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起

にほぼ裨益しないと評価されるもの
※同⼀の旅⾏について、本事業と隣接等県の同種事業を重複して適⽤した場合は対象外とします。

【対象外の例】
①運送サービスによる2地点間の移動のみを主たる目的とするために含めたと考えられる

現地アクティビティ等
・無料の⼊場施設 廉価なもの 権利放棄を前提としたもの 運送サービスのみ
②同日中に発地に戻ることが予定されていないもの
・目的地までの⽚道のバス乗⾞券と⾷事
③地域での消費に寄与しない組み合わせ
・往復の乗⾞券と⾞中でのドリンク引換券
・往復のバス乗⾞券と現地の無料観光施設(公園等)⼊場
④ごく近距離の移動に使⽤される運送サービスを含むもの
・駅から無料送迎のついたゴルフプラン
・駅からのタクシー送迎がついた飲⾷プラン
※概ね同⼀市区町村内の移動を近距離と考え、権利放棄が前提とされた近距離の送迎は対象外

※⽇帰り旅⾏の定義

A群︓旅⾏開始日と同日中に出発地に戻ることが予定されている
往復の「運送サービス」

航空 鉄道 タクシーバス

現地レンタカー 果物狩り⾷事・飲み物 日帰り温泉券ゴルフ

B群︓旅⾏目的地での消費に寄与する
「現地アクティビティ等（運送・宿泊以外の旅⾏サービス）」

地域周遊きっぷ

＋
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２．利用にあたっての同意事項・遵守事項

〜利用にあたっての同意事項〜

〜利用にあたっての遵守事項〜
① 旅⾏時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる

場合には、保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利⽤されている方
は接触確認アプリのご利⽤をお願いします。

② 旅⾏中には、「新しい旅のエチケット」(P5参照)を実施してください。宿泊施設のみならず
、旅先のあらゆる場⾯で３密が発⽣する場や施設等は回避し、⼤声を出すような⾏為
もご遠慮ください。

③ 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅⾏者の本⼈確認、浴場や飲⾷施設での３
密対策の徹底、⾷事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、
本⼈確認は、同⾏者も含め全ての参加者について実施します。本⼈確認書等をお忘れ
の場合は本事業の利⽤ができません。

④ 検温の際、37.5度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただ
いて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず
従ってください。

⑤ 若者の団体旅⾏、重症化しやすい⾼齢者の団体旅⾏、⼤⼈数の宴会を伴う旅⾏は⼀
般にリスクが⾼いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じら
れることを前提に、適切なご旅⾏をお願いします。

本事業は観光庁「訪日外国⼈旅⾏者周遊促進事業費補助⾦」を活⽤しており、利⽤に
あたっては下記事項に同意いただきます。

■ワクチン接種済であること又は検査結果が陰性であること。

■上記証明書や県内在住、県外対象地域在住者であることを確認するための書類につ
いて、事前あるいは当日確認を⾏う者（旅⾏事業者や宿泊施設）に提示すること。

※ワクチンや検査結果の確認には身分を証明する書類が必要です。

※参加者全員の証明書が必要です。

※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満は検査不要

■旅⾏開始日の２週間前から感染リスクを避けて⽣活をすること。

■条件を満たさない場合は登録事業者の定めるところによりキャンセル料等を負担すること。
また、この料⾦に本事業の電⼦チケットが利⽤できないこと。
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「新しい旅のエチケット」
ひとり⼀⼈の協⼒が、みんなの新しい旅を守ります
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３-①.ご旅行を予約する(STAYNAVI利用の場合)
※予約受付期間は３/２８(月)から１０/１０(月)までとなります
※対象旅行期間： ４/１(金)出発から１０/１０(月)出発まで（１０/１１（火）チェックアウト分まで）

・宿泊施設にて宿泊割引クーポンを発⾏します
【代理発⾏】

または

旅⾏者へ「わかやまリフレッシュプランS」旅
⾏者⽤サイトをご案内、旅⾏者が宿泊割引クー
ポンを発⾏します。

２．宿泊施設へ電話での予約１．宿泊施設公式サイトで予約
※現地払いのみ

・予約確認メールからSTAYNAVIの特設サイト
【わかやまリフレッシュプランS旅⾏者サイトへ】
https://wakayama-pr.staynavi.direct/login

・旅⾏者ご⾃⾝で宿泊割引クーポンを発⾏します
（宿泊施設にて代理発⾏も可能です）

【チェックイン】
1.代理発⾏の場合
①宿泊施設が発⾏した宿泊割引クーポンの内
容を確認します。
②宿泊割引クーポンに署名します。

2,旅⾏者⾃⾝で発⾏の場合
➀宿泊割引クーポンを提示します。

【チェックイン】
・宿泊割引クーポンを提示します。

【チェックアウト】精算します。（割引後の宿泊代⾦を⽀払います）

※市町等が実施する割引制度との併⽤はできます。但しその他割引を適⽤後の旅⾏代⾦に対
して本割引を適⽤します。その他割引を適⽤した旅⾏代⾦が5,000円以下となる場合は対象
外となります。

※宿泊割引適⽤後の旅⾏代⾦が実質0円以下となる場合は対象外となります。

チェックイン時に参加者全員の①〜④の書類の確認が必要となります。
①県内在住または県外対象地域在住を証明する書類
②ワクチン・検査確認シート
③ワクチン接種済証(県内在住者︓２回目接種から14⽇以上経過)

(県外対象地域在住者︓3回目接種から14⽇以上経過）
※電子媒体の提示も可能

又は検査結果が陰性であることを証明する書類
④本人を確認できる書類
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３-②.ご旅行を予約する(OTA利用の場合)
※予約受付・対象旅行期間はOTAにより異なります。詳細は特設HPをご参照ください。

「じゃらん（９⽉末で終了）」「楽天」「るるぶトラベル」「JTBHP」「ゆこゆこ」の予約HP
から宿泊割引クーポンを取得し予約します。各社クーポン割引額は下記の通りとなります。

【じゃらん（9/30チェックアウトで終了） 】※１予約当たり１枚のみ利⽤可
https://www.jalan.net/discountCoupon/CAM0157909/

①大⼈1名以上、5,000円以上の宿泊で使える2,500円割引クーポン
②大⼈1名以上、10,000円以上の宿泊で使える5,000円割引クーポン
③大⼈2名以上、20,000円以上の宿泊で使える10,000円割引クーポン
④大⼈3名以上、30,000円以上の宿泊で使える15,000円割引クーポン
⑤大⼈4名以上、40,000円以上の宿泊で使える20,000円割引クーポン

【楽天】※１部屋当たり１枚のみ利⽤可
https://travel.rakuten.co.jp/special/pref-trip/wakayama.html

①大⼈1名以上、5,000円以上の宿泊で使える2,500円割引クーポン
②大⼈1名以上、10,000円以上の宿泊で使える5,000円割引クーポン
③大⼈2名以上、20,000円以上の宿泊で使える10,000円割引クーポン
④大⼈3名以上、30,000円以上の宿泊で使える15,000円割引クーポン
⑤大⼈4名以上、40,000円以上の宿泊で使える20,000円割引クーポン

【るるぶトラベル】※１予約当たり１枚のみ利⽤可 ※クーポンコードの⼊⼒によりクーポンを取得
https://www.rurubu.travel/deals
①大⼈1名以上、5,000円以上の宿泊で使える2,500円割引クーポン
②大⼈1名以上、10,000円以上の宿泊で使える5,000円割引クーポン
③大⼈2名以上、20,000円以上の宿泊で使える10,000円割引クーポン
④大⼈3名以上、30,000円以上の宿泊で使える15,000円割引クーポン
⑤大⼈4名以上、40,000円以上の宿泊で使える20,000円割引クーポン

【JTB】※１予約当たり１枚のみ利⽤可 ※割引クーポンコードの⼊⼒により割引クーポンを取得
https://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/coupon/detail/2205wakayama/page.asp
①大⼈1名以上、10,000円以上の宿泊で使える5,000円割引クーポン
②大⼈2名以上、20,000円以上の宿泊で使える10,000円割引クーポン
③大⼈3名以上、30,000円以上の宿泊で使える15,000円割引クーポン
④大⼈4名以上、40,000円以上の宿泊で使える20,000円割引クーポン

【ゆこゆこ】※１予約当たり１枚のみ利⽤可
https://www.yukoyuko.net/cp/otocoupon/yket3001
①大⼈1名以上、5,000円以上の宿泊で使える2,500円割引クーポン
②大⼈1名以上、10,000円以上の宿泊で使える5,000円割引クーポン
③大⼈2名以上、20,000円以上の宿泊で使える10,000円割引クーポン
④大⼈3名以上、30,000円以上の宿泊で使える15,000円割引クーポン
⑤大⼈4名以上、40,000円以上の宿泊で使える20,000円割引クーポン
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３-③.ご旅行を予約する(旅行事業者予約の場合)

※予約受付期間は３/２８(月)から１０/１０(月)までとなります
※対象旅行期間： ４/１(金)出発から１０/１０(月)出発まで（１０/１１（火）チェックアウト分まで）

旅⾏事業者が販売する本事業適用商品を、割引が適用された
旅⾏代⾦で予約する。

※本事業に参画している旅行事業者での「日帰り旅行」を予約する場合

（１）登録事業者を確認します
・登録事業者一覧は特設HPよりチェックすることができます。

（２） 旅⾏代理店で予約・精算する
・最寄りの旅⾏代理店へご来店下さい。

※和歌山県内の旅⾏代理店での予約に限り、旅⾏代理店の契約施設
であれば、わかやまリフレッシュプランSの登録事業者として
登録していない県内の宿泊施設も利⽤可能です。

※STAYNAVI上での宿泊割引クーポンは利用する事ができません

・宿泊のみや、宿泊＋交通機関・観光施設等を
セットにしたパッケージ商品・⽇帰り商品
（P３参照）を予約したい

・旅⾏先・⾏程の相談をしたい

※⽇帰り旅⾏は
旅⾏代理店のみの販売となります
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□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜当日確認＞② 宿泊事業者にて確認

□ 県内在住であることを確認できる書類を確認した

□

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※12歳以上の利用者一人につき１枚必要です

（管理番号：      ）

わかやまリフレッシュプランＳ
【ワクチン・検査確認シート】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄 ①

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入欄

２回目のワクチン接種後、１４日が経過している、あるいは検査結果が陰性であり、
有効期限内であることを確認した

・本事業は、対象県在住であることに加え、ワクチン２回接種済み（２回目接種後14日
以上経過）であること又は確認日の３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条
件です

・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示する
こと

・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性が
あるため、基本的な感染対策を怠らないこと

・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日
有効。

※当日、本シートを宿泊施設へ持参・提示しない場合はわかやまリフレシュクーポンをお渡しすることができません。

□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜事前確認＞② 旅行事業者にて確認 できる限り旅行日までに確認してください
１、１２歳以上の方 又は １２歳未満で同居する親の同伴でない方

□ 県内在住であることを確認できる書類を確認した

□ ２回目のワクチン接種後、１４日が経過していることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

２、１２歳未満の方
□ 同居する親の同伴で１２歳未満である

事業者名： 担当者名：

 ＜当日確認＞③ 宿泊事業者にて確認

□ 検査結果が陰性であり、有効期限内であることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

わかやまリフレッシュプランＳ
【ワクチン・検査確認シート（旅行事業者利用の場合）】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄①

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入例

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※リフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要です

（管理番号：       ） 

事前確認の「ワクチン接種」項目に☑がついている場合は本人確認項目のみ確認してください

・本事業は、対象県在住であることに加え、ワクチン２回接種済み（２回目接種後14日以上
経過）であること又は確認日の３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条件です
・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示すること
・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性がある
ため、基本的な感染対策を怠らないこと
・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること
※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

9
４．チェックイン・精算時に必要な書類について

①県内在住・県外対象地域在住を証明する書類
（１）免許証 （２）健康保険証

※参加者全員の証明書が必要です。

（４）マイナンバーカード（３）公共料⾦の
⽀払証明書

※住所の記載がある郵便物も可

②ワクチン・検査確認シート

・登録事業者は旅⾏代理店・宿泊施設の2種類があり、それぞれに県⺠用・隣県ブロック用があり
「ワクチン・検査確認シート」が異なります

・旅⾏代理店には⽇帰り商品用が１種類あります。

旅⾏代理店（県⺠用） 宿泊施設（県⺠用）

※特設HPから「ワクチン・検査確認シート」を印刷しお持ちいただくと手続きがスムーズです
※宿泊施設にて申込をした同居する親等が同伴する12歳未満は原則不要
※旅⾏代理店で申込をしたリフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要（⼤人・子供同様）

同居する親等が同伴する12歳未満は検査確認は不要ですが、本シートはチェックイン時に配布され
るクーポン券との引換えに必要となります（P16参照）。旅⾏代理店から確認シートの写しを受理し、
当日 宿泊施設へ持参してください。※宿泊日当日に確認シートの持参がないと、本事業の適⽤が出来ません。

※日帰り旅⾏の場合はP.12・13を参照ください。

利用者様にて利用条件を確認し、同意事項に☑の上、住所と利用者⽒名を記⼊

こちらは宿泊施設・添乗員・受付係での当⽇確認項目となります

旅⾏代理店にて申込をされた場合事前確認が必要
１．12歳以上の⽅または12歳未満で同居する親等（監護者）の同伴で

ない⽅は「項目１」のチェックが必要となります
２．12歳未満の⽅は「項目２」をチェックしてください
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③ワクチン接種済証又は検査結果が陰性であることを証明する書類

または のいずれかの証明が必要となります1 2

ワクチン接種済証
・県内在住者→ワクチンの2回目接種から14日以上が経過している事
・県外対象地域在住→ワクチンの３回目接種から14日以上が経過している事

1

検査による陰性証明
・抗原定量検査等による陰性証明
※有効期限︓検査当日の次の日から3日間有効（抗原定性検査は当日又は翌日有効）
※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満は検査不要
※和歌山県内における検査機関⼀覧は以下をご参照ください
⇒ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/011900/d00209126.html

2

ワクチン接種済証の場合1

シールを2枚貼ったこの部分を掲示ください。

①受検者氏名、②検査結果、③検査方法（使⽤したキット名）、④検査所
名（事業所名）、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限が明記
されているものを利⽤してください。

検査による陰性証明の場合2
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④本人を確認できる書類
※ワクチン接種済証(電子媒体の提示でも可）もしくは検査による陰性証明に記載されている

⽅と同一人物か確認するため

（１）免許証 （２）健康保険証

（３）公共料⾦の⽀払証明書
※住所の記載がある郵便物も可

（４）マイナンバーカード
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【「ワクチン・検査確認シート」確認時の必要書類】
【事前確認】 旅⾏代理店での申込の場合
□県内在住、県外対象地域在住を証明する書類
□ワクチン接種済証

（当⽇確認で検査結果が陰性であることを証明する書類を提出する場合は不要）
□本人を確認できる書類

【当⽇確認】
□県内在住、県外対象地域在住を証明する書類（事前確認済の場合は不要）
□ワクチン接種済証（事前確認済の場合は不要）
□検査結果が陰性であることを証明する書類

（事前確認でワクチン接種済証を確認している場合は不要）
□本人を確認できる書類

【「ワクチン・検査確認シート」確認のタイミング】
確認者が確認（事前・当日）を⾏うタイミングは以下の通りです。

【事前確認】
旅⾏代理店が、予約を受ける際は、出発までに旅⾏代理店にて事前確認が必要
（宿泊・日帰りとも）
※宿泊業者への直接申込（自社HP含む）やOTA（じゃらん・楽天トラベル・るるぶ
トラベル・JTBHP・ゆこゆこ）にて申込をした場合は宿泊施設において当日確認のみ
お願いします。

【当日確認】
宿泊施設のフロントスタッフ
※旅⾏代理店で事前確認を受けている場合でも、宿泊施設にて当日確認が必要
※添乗員付きのツアーの場合は、添乗員が当日確認を実施します。

日帰り旅⾏は旅⾏代理店の方が旅⾏当日に本⼈確認を⾏います。
（事前確認でワクチン接種や出発時に有効な陰性である検査結果
を確認出来ていない場合は、当日に有効な陰性である検査結果を
確認します。）

リフレッシュプランの割引対象となる利⽤者⼀⼈につき1枚記入が必要で、登録事業者へ
提出する必要がある同意事項の書かれた⽤紙です。(P.９下段・14・15参照)
このシートで確認者(登録事業者・宿泊施設/旅⾏代理店）はチェックイン時または
精算時に必要書類を確認します。

【「ワクチン・検査確認シート」について】※⽤紙は、HPよりダウンロードください。

５．宿泊施設または旅行代理店に必要書類を提示する
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【ワクチン・検査確認シートの確認者について】
【宿泊旅⾏の場合】
■ 旅⾏代理店での申込の場合、出発までに利⽤者は利⽤条件を確認し、同意すれば、
確認シート（管理番号が付与されている事を確認ください）の同意チェック欄をチェックし、
住所・利⽤者⽒名を記入します。
【旅⾏代理店スタッフ】が、必要書類の事前確認を実施し、事業者・担当者名を記入します。
旅⾏代理店から確認シートの写しを受理し、当日宿泊施設へ持参してください。
※宿泊日当日に確認シートの持参がないと、本事業の適⽤が出来ません。

■ 宿泊事業者（ＯTＡ経由含む）での申込みの場合、 宿泊・旅⾏日当日に利⽤者
は利⽤条件を確認し、同意すれば、確認シートの同意チェック欄をチェックし、住所・利⽤者
⽒名を記入します。 （管理番号が付与されている事を確認ください）

1. 【添乗員が付かない宿泊ツアーの場合は宿泊施設のフロントスタッフ】
2. 【添乗員付きツアーは、添乗員】
3. 【OTAによる申し込みの場合は宿泊施設のフロントスタッフ】

が、必要書類の当日確認を実施し、事業者・担当者名を記入し、
確認シートを回収します。

※旅⾏代理店が登録宿泊施設へ利⽤者を案内した場合、当日確認は宿泊施設が実施
し、確認シートを回収

※連泊する場合で宿泊施設が異なる場合は、それぞれの施設へ「ワクチン・検査確認
シート」の提出が必要となります

【日帰り旅⾏の場合】
旅⾏代理店の方が申込・精算時に事前確認を、旅⾏当日に本⼈確認を⾏います。
（事前確認でワクチン接種や出発時に有効な陰性である検査結果を確認出来ていない
場合は、当日に有効な陰性である検査結果を確認します。）
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□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜当日確認＞② 宿泊事業者にて確認

□ 県内在住であることを確認できる書類を確認した

□

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※リフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要です

（管理番号：      ）

わかやまリフレッシュプランＳ
【ワクチン・検査確認シート】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄 ①

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入欄

２回目のワクチン接種後、１４日が経過している、あるいは検査結果が陰性であり、
有効期限内であることを確認した

・本事業は、対象県在住であることに加え、ワクチン２回接種済み（２回目接種後14日
以上経過）であること又は確認日の３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条
件です

・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示する
こと

・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性が
あるため、基本的な感染対策を怠らないこと

・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日
有効。

宿泊施設にて管理番号が付与されますので、
管理番号が記⼊されている事をご確認下さい

宿泊施設申込用（県民用）

⻘線で囲ってある部分は宿泊施設が
確認し記⼊する部分となります。

宿泊施設申込用（隣県・ブロック用）
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※当日、本シートを宿泊施設へ持参・提示しない場合はわかやまリフレシュクーポンをお渡しすることができません。

□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜事前確認＞② 旅行事業者にて確認 できる限り旅行日までに確認してください
１、１２歳以上の方 又は １２歳未満で同居する親の同伴でない方

□ 県内在住であることを確認できる書類を確認した

□ ２回目のワクチン接種後、１４日が経過していることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

２、１２歳未満の方
□ 同居する親の同伴で１２歳未満である

事業者名： 担当者名：

 ＜当日確認＞③ 宿泊事業者にて確認

□ 検査結果が陰性であり、有効期限内であることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

わかやまリフレッシュプランＳ
【ワクチン・検査確認シート（旅行事業者利用の場合）】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄①

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入例

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※リフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要です

（管理番号：       ） 

事前確認の「ワクチン接種」項目に☑がついている場合は本人確認項目のみ確認してください

・本事業は、対象県在住であることに加え、ワクチン２回接種済み（２回目接種後14日以上
経過）であること又は確認日の３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条件です

・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示すること
・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性がある
ため、基本的な感染対策を怠らないこと

・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること
※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜事前確認の場合＞ 旅行事業者にて検査当日の次の日から有効期限までに確認して下さい
１、１２歳以上の方 又は １２歳未満で同居する親等の同伴でない方

□ 対象都道府県在住であることを確認できる書類を確認した

□ ３回目のワクチン接種（和歌⼭県⺠は2回以上）が済んでいる、あるいは検査結果が
陰性であり有効期間内であることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

２、１２歳未満の方
□ 同居する親等の同伴で１２歳未満である

事業者名： 担当者名：

 ＜当日確認の場合＞ 旅行事業者にて確認 （管理番号：       ） 

□ 検査結果が陰性であり、有効期限内であることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

わかやまリフレッシュプランＳ（日帰旅行商品用）
【ワクチン・検査確認シート（旅行事業者利用の場合）】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入欄

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※リフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要です

事前確認の「ワクチン接種」項目に☑がついている場合は本人確認項目のみ確認してください

・本事業は、対象都道府県在住であることに加え、ワクチン３回接種済みであること(和歌山県
⺠は2回以上接種）又は出発日の３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条件です
・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示すること
・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性がある
ため、基本的な感染対策を怠らないこと

・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること
※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。
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旅行代理店申込用（県民用） 旅行代理店申込用（日帰旅行商品）
県民・対象地域在住の方共通

登録事業者にて管理番号が付与されます。
管理番号が記⼊されているかをご確認下さい

⻘線で囲ってある部分は旅⾏代理店が
確認し記⼊する部分となります。

※当日、本シートを宿泊施設へ持参・提示しない場合はわかやまリフレシュクーポンをお渡しすることができません。

□ 上記内容に同意します。

利用者住所： 

利用者氏名：

以降は、事業者において記入しますので空欄にしてください、

 ＜事前確認＞② 旅行事業者にて確認 できる限り旅行日までに確認してください
１、１２歳以上の方 又は １２歳未満で同居する親等の同伴でない方

□ 県内在住であることを確認できる書類を確認した

□ ３回目のワクチン接種を受けていることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

２、１２歳未満の方
□ 同居する親等の同伴で１２歳未満である

事業者名： 担当者名：

 ＜当日確認＞③ 宿泊事業者にて確認 （管理番号：       ） 

□ 検査結果が陰性であり、有効期限内であることを確認した

□ 本人を確認できる書類を確認した

事業者名： 担当者名：

わかやまリフレッシュプランＳ（隣県・ブロック用）
【ワクチン・検査確認シート（旅行事業者利用の場合）】

わかやまリフレッシュプランＳ 利用者記入欄①

わかやまリフレッシュプランＳ 登録事業者記入欄

※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

※リフレッシュプラン対象者は一人につき１枚必要です

事前確認の「ワクチン接種」項目に☑がついている場合は本人確認項目のみ確認してください

・本事業は、対象県在住であることに加え、ワクチン３回接種済みであること又は確認日の
３日前以降の検査結果※が陰性であることが利用条件です

・予防接種済証等又は検査結果通知書を事前確認又は当日確認の際に確認者に提示すること
・ワクチンを接種している、あるいは検査結果が陰性であったとしても感染する可能性がある
ため、基本的な感染対策を怠らないこと

・旅行開始日の２週間前感染リスクを避けて生活すること
※PCR検査・抗原定量検査は検査当日の次の日から３日間有効。抗原定性検査は前日又は当日有効。

旅行代理店申込用（隣県・ブロック用）

県⺠用と隣県・ブロック用で管理番号を付与す
る事業者が違います。

県⺠用・⽇帰り商品︓旅⾏代理店が付与
隣県・ブロック用︓宿泊施設が付与



わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS
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わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS

不許複製・禁無断転載

６．リフレッシュクーポンを受け取る
16

クーポンはチェックイン時に、宿泊施設にてお受け取り下さい。
⽇帰り旅⾏のみ旅⾏代理店よりお受け取り下さい。

《旅⾏代理店（店頭）にて予約した場合》
・リフレッシュプランS対象者は一人につき「ワクチン・検査確認シート」1枚が必要です。
（12歳未満でも記⼊が必要となります。）
・「ワクチン・検査確認シート／旅⾏事業者様用」（コピー可）と引き換えに、宿泊施設にてクーポ

ンをお受け取り下さい。宿泊施設での当⽇確認時に確認シートの提出がない場合、クーポン券をお
渡しすることができません。⽇帰り旅⾏の場合は旅⾏会社よりクーポンを受け取り下さい。

・1人1泊・⽇帰りは1人1回につき2,000円（1,000円×2枚）を受け取り下さい。

《宿泊施設またはOTAにて予約した場合》
・いずれもチェックイン時に、宿泊施設よりクーポンを受け取って下さい。
・1人1泊につき2,000円（1,000円×2枚）を受け取り下さい。
（OTAの配布枚数は異なります。詳細は下段の配布枚数を確認下さい。）

※旅⾏の申込(連泊)がキャンセルされた場合、又は旅⾏代⾦が減額変更し、わかやまリフレッシュプランS
の対象外となった場合（旅⾏開始後の場合も含む）など、クーポンの付与枚数が減少する場合には、
クーポンを旅⾏代理店または宿泊施設へ返還して下さい。

※クーポン配布枚数 例︓１泊２⽇2,000円、2泊3⽇4,000円
例︓１泊２⽇ ⼤人6,000円×2名 小人3,000円 総旅⾏代⾦15,000円
15,000円÷3名＝1人あたり5,000円となり、⼤人2名・小人1名の全員が対象

(電子チケット３枚使用可能 クーポン６枚配布）

ご旅⾏⼈数 適⽤となる
旅⾏代⾦ 割引額 リフレッシュクーポン

配布枚数

①大⼈1名以上 5,000円以上の宿泊 2,500円割引クーポン 2枚（2,000円）

②大⼈1名以上 10,000円以上の宿泊 5,000円割引クーポン 2枚（2,000円）

③大⼈2名以上 20,000円以上の宿泊 10,000円割引クーポン 4枚（4,000円）

④大⼈3名以上 30,000円以上の宿泊 15,000円割引クーポン 6枚（6,000円）

⑤大⼈4名以上 40,000円以上の宿泊 20,000円割引クーポン 8枚（8,000円）

《OTAにて予約時のリフレッシュクーポンの配布枚数について》
※利⽤した各OTAの宿泊割引クーポンの券種に応じた枚数でリフレッシュクーポンを配布
※旅⾏代理店・宿泊施設にて予約した場合と異なり、総旅⾏代⾦や泊数は関係ない点に注意
※OTA各社より子供料⾦で予約された場合および無料となる子供については

リフレッシュプランSの割引対象外となり、リフレッシュクーポンの配布はございません。
宿泊割引クーポンは１予約当たり１枚のみ利⽤可（※楽天の場合は１部屋当たり1枚のみ利⽤可）

（※JTB HPでは①の宿泊割引クーポンの取扱いはありません）



わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS
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リフレッシュクーポンを確認する

クーポンを受け取ったら、下記をご確認下さい。
①枚数を確認して下さい。
・申し込んだ旅⾏⽇数に合った枚数かどうかを、その場で確認して下さい。

・枚数相違がある場合は、その場で受け取った登録事業者へお問合せ下さい。

・後⽇、枚数相違があることを申し出られた場合、対応できませんのでご注意下さい。

②登録事業者印と有効期間が記⼊されていることを確認して下さい。
・クーポン表⾯に、クーポンを受け取った登録事業者の印と申し込んだ旅⾏⽇数に合った有効期間が

あることを確認して下さい。

・押印や有効期間の記載がない場合や、有効期間が訂正・修正されている場合は利用できません。

・有効期間は、事業期間中のチェックイン⽇〜チェックアウト⽇が有効となります。

こちらに、登録事業者印の押印
があることをご確認下さい。
代表者印と施設名の記載でも
可です。

こちらに、有効期間が記⼊されて
いることをご確認下さい。
訂正や修正がされている場合は
無効となります。ご注意下さい。



わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS
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18
例）9⽉2⽇（⾦）〜 9⽉3⽇（土）1泊2⽇のご旅⾏の場合の、クーポンの有効期間

例）9⽉2⽇（⾦）〜 9⽉4⽇（⽇）2泊3⽇のご旅⾏の場合の、クーポンの有効期間

例）9⽉4⽇（⽇）〜 9⽉4⽇（⽇）⽇帰りご旅⾏の場合の、クーポンの有効期間

9月2日
（金）

9月3日
（土）

有効期限

有効期限

9月2日
（金）

9月3日
（土）

9月4日
（日）

（宿泊） （宿泊）

（宿泊）
22 9 2
22 9 3

22 9 2

クーポン 裏⾯クーポン 表⾯

有効期間
登録事業者が記⼊、
記⼊なし・訂正無効

登録事業者印
登録事業者が記⼊、印なし無効

偽造防止対策 切取無効
クーポンの取扱店舗で切り取ります

22 9 4

有効期限

9月4日
（日）

（旅⾏当⽇）
22 9 4
22 9 4
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リフレッシュクーポンの取扱店舗を確認する
19

クーポンの取扱店舗は、特設HPにて確認することができます。
・取扱店舗とは、わかやまリフレッシュクーポン事務局に登録された

土産物店、観光施設、アクティビティなどの店舗のことです。
・クーポン取扱店舗には、右記のポスターが掲示されています。
・クーポンの取扱店舗は「Go To トラベル事業 地域共通クーポン」

の取扱店舗の内、事務局に登録された店舗になります。
・利用エリアは和歌山県内のみです。
・わかやまリフレッシュプラン特設HPから①「クーポン券のご利用はこちら」を

クリックし、②「取扱店舗はこちら」をクリック

取扱店舗でクーポンを提出し、利用します。
・クーポンは、物販の購⼊、観光施設の⼊場、アクティビティの体験など、様々な用途で利用できます。
・クーポンは有効期間内に限り、取扱店舗でのみ利用できます。
・利用エリアは和歌山県内のみです。
・「Go To トラベル事業 地域共通クーポン」の取扱店舗とは異なりますのでご注意下さい。
・有効期間を過ぎた場合は、利用できませんのでご注意下さい。
・クーポンが利用済になると、取扱店舗によりクーポン裏⾯に受領印が押されます。

クーポン裏⾯に既に他店舗での受領印がある場合は、利用できません。

リフレッシュクーポンを利用する

クーポン 表⾯ クーポン 裏⾯

取扱店舗ポスター

わかやまリフレッシュプランS特設HP
【https://wakayama-refresh.com/s/】

わかやまリフレッシュクーポン特設HP
【 https://premium-gift.jp/refresh2nd/ 】

②こちらをクリック

①こちらをクリック

10⽉1⽇(土)まで

利用期間
2022年4⽉21⽇~9⽉30⽇(⾦)



わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS
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リフレッシュクーポンの取扱注意事項
20

■クーポンは商品の売買、サービス(役務)の提供の対価として、利用できます。
■クーポンを受け取ったときは、即時に、枚数、登録事業者印と有効期間が記⼊され

ていることを確認して下さい。
■クーポンと現⾦との交換はできません。
■クーポンで購⼊した商品の返品の際の返⾦はできません。
■券⾯額以下の利用の場合のお釣りの返却はできません。
■クーポンを切り離した場合、無効となります。
■クーポンを紛失した場合は、再発⾏できません。
■クーポンを破損した場合は、破損したクーポンを宿泊事業者へ提示し

申し出て下さい。
■「色合いが明らかに違う」「偽造防止がない」など偽造の疑いがある場合は、取扱

店舗で受け取りを拒否し、警察（＃110）へ通報することがあります。
■クーポン裏⾯に既に他店舗での受領印がある場合は、利用できません。
■クーポン券⾯記載の有効期間を過ぎた場合、クーポンは利用できません。
■県⺠の実質負担額が0円以下となる場合は、クーポン配布の対象外となります。

（例）1⼈5,000円のプランに、500円の館内利⽤券が付く場合、クーポン配布
は対象外

■以下のものはクーポンの利用対象になりません。

※クーポンは1枚2,000円分配布され、更に500円の館内利用券を付けると、県⺠の実質
負担額が0円になる（現⾦⽀払いが0円になる）ため対象外となる。
仮に、6,000円のプランで500円の館内利用券が付くプランであれば、1,000円の県⺠
負担が発生し、対象となる。

総旅⾏代⾦ 5,000円

宿泊補助
補助額内訳 2,500円 2,000円

クーポン補助 館内利用券
500円



わかやまリフレッシュプランSわかやまリフレッシュプランS
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７．お問合せ先

STAYNAVIに関する問い合わせ先

STAYNAVIサポートセンター 操作に関する利用者相談窓⼝
☎050－3173－3558【設置時間】9:00〜18:00(年中無休)

事業全般にかかるご質問があるとき

県⺠・参加事業者様専用 コールセンター 操作に関する利用者相談窓⼝
☎0120－500－905 【対応時間】9:00〜18:00(年中無休) ・

ネット専門旅⾏会社（OTA）に関する問い合わせ先

【じゃらん】
＜じゃらんnetサポートデスク＞ 参画宿泊施設向け

☎ 0570-005-972
＜じゃらんnetサポートデスク＞ 宿泊者向け

☎ 0570-005-601
【受付時間】9:00〜21:00（無休）※年末年始は9:00〜18:00

【楽天】
＜操作に関する利⽤者相談窓⼝＞ 楽天トラベル専⽤デスク
メール︓https://travel.faq.rakuten.net/form/ask
チャット︓https://chatbot.travel.faq.rakuten.net/
【受付時間】９︓００〜１８︓００（年中無休）

【JTBHP・るるぶトラベル】
JTBホームページ︓https://www.jtb.co.jp/myjtb/campaign/coupon/
るるぶトラベル︓https://www.rurubu.travel/deals
＜操作に関する利⽤者相談窓⼝＞
JTB宿泊予約サポートセンター
☎ 0570-037-755（施設様専⽤）つながらない場合は ☎ 03-6219-8556
【受付時間】９︓４５〜１７︓３０（⼟日・祝日休）

【ゆこゆこ】
＜ゆこゆこ予約センター＞ 参画宿泊施設向け

☎ 03-6422-0260
＜ゆこゆこ予約センター＞ 宿泊者向け

☎ 050-3851-0165
【受付時間】8:50〜21:00（年末年始以外）


