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１．事業概要
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事 業 名 わかやまリフレッシュプランＳワイド

利 ⽤ で き る ⽅ 全ての都道府県に居住する旅⾏者

事 業 期 間 ①宿泊商品及び宿泊を伴う旅⾏商品
2022(令和4)年10月11⽇(火)〜2022(令和4)年12月27(火)※
※12月28⽇(水)チェックアウト分まで。
※観光庁からの発表により、事業終了⽇が変更となりました。

②⽇帰り旅⾏商品
2022(令和4)年10月11⽇(火)〜2022(令和4)年12月27(火)※
※観光庁からの発表により、事業終了⽇が変更となりました。

補 助 ⾦ 総旅⾏代⾦等総額の40％以内 ※ただし、端数処理は1円単位とします。
また、次の上限を超える場合は上限額までの補助となります
① 宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品 ︓ 5,000円/1人1泊あたり

宿泊を伴う旅⾏商品(交通付)   ︓ 8,000円/1人1泊あたり
② ⽇帰り旅⾏商品 ︓ 5,000円/1人1回あたり
※利⽤泊数の制限︓１旅⾏単位で７泊分まで
※利⽤回数の制限︓利⽤回数には制限はありません

補 助 対 象 と な る
商 品

①宿泊商品
販売登録のある参画宿泊施設で提供される宿泊サービスを含む商品
※デイユースは対象外です。

②宿泊を伴う旅⾏商品
旅⾏事業者等が企画・実施する企画旅⾏（募集型・受注型）および
⼿配旅⾏

③⽇帰り旅⾏商品
旅⾏事業者等が企画実施する⽇帰り旅⾏

※いずれも1人1泊あたり（⽇帰りの場合1人あたり）の旅⾏代⾦が
平⽇5,000円、休⽇2,000円未満の商品は対象外となります。

国は、地域観光をより⼀層強⼒に⽀援するため、地域観光事業⽀援における需要創出⽀援として、全国を対象と
した観光需要喚起策（全国旅⾏⽀援）を実施することとしました。
需要創出⽀援とは、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により旅⾏需要が落ち込んでいる中、地域的な感染の

拡がりを抑制しつつ、和歌山県（以下「本県」という。）において、感染症の影響に考慮した「新たな旅のスタイル」へ
の対応や、地域の観光資源の魅⼒の再発⾒など、将来的な訪⽇外国人旅⾏者の誘致に寄与するために、本県が
実施する旅⾏商品や宿泊サービスに対する補助及び旅⾏期間中に使⽤可能なクーポン券等の付与のために必要な
費⽤を⽀援する事業です。
「わかやまリフレッシュプランＳワイド」は本県を目的地とする旅⾏商品や宿泊サービスに対する補助および地域限定で

旅⾏期間中に使⽤可能なわかやまリフレッシュクーポン（以下、「地域クーポン」という。）を付与し、感染拡⼤の影響
により落ち込んだ旅⾏需要の喚起、県内観光関連事業者への⽀援を目的に実施します。
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１．事業概要
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地 域 ク ー ポ ン 呼称︓わかやまリフレッシュクーポン
平⽇︓3,000円 休⽇︓1,000円
※宿泊の場合︓1人1泊あたり、⽇帰り旅⾏の場合︓1人1回につき
※平⽇・休⽇の区分は本マニュアルP34〜37をご覧ください。
※⼦供や乳児へのクーポン配布については、旅⾏代⾦が「宿泊を伴う旅

⾏商品」は1人1泊あたり（⽇帰り旅⾏商品は1人1回あたり）平⽇
5,000円、休⽇2,000円を下回らない場合のみ配布します。

補 助 対 象 商 品 の
予 約 ⽅ 法

①宿泊施設の公式ホームページ・電話等で直接宿泊施設に予約
（その後「STAYNAVI」に登録。・割引クーポン発⾏が必要です）
②旅⾏事業者の店頭で予約
③旅⾏事業者の非対⾯販売（オンライン予約サイト・コールセンター

販売）およびオンライン専門旅⾏会社（OTA）のサイトで予約

ご 利 ⽤ 条 件 ワクチン３回接種済であることまたはPCR・抗原検査等による
検査結果が陰性であること
※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満の⽅は検査不要です。

・上記証明書や本人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）

・その他、別途定める「同意事項・遵守事項」に同意・遵守いただきます。

感 染 症
ガ イ ド ラ イ ン

和歌山県の「感染症ガイドライン」に基づいて、県が独自に実施する「同意
確認書兼ワクチン・検査確認シート」の運⽤に従っていただきます。

※詳しい「同意確認書兼ワクチン・検査確認シート」の運⽤については
本マニュアルのP17〜22をご覧下さい。

ご 注 意 事 項 ・新型コロナウイルス感染症の拡⼤により事業を⼀時停止・中止する場合
があります。この場合は補助⾦の対象外となります。

・また、このことを事由としてご旅⾏を取り消される場合、通常の取消料が
発⽣します。また、本事業の⼀時停止・中止等いかなる場合であっても
キャンセル料の補填は⾏いません。

・ご宿泊当⽇時点で宿泊施設が本事業への参画登録が承認されていな
い場合は補助⾦の対象外となります。既に旅⾏代⾦が精算済の場合で
も補助⾦相当額の返還を求めます。



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載

２．ご利⽤までの流れ 〜補助⾦編〜

補助⾦の算出⽅法は次の⼿順で⾏います。（※補助⾦は上限額以内となります。）
〈⼿順〉
①旅⾏代⾦総額に対して40％を掛けます。
(利⽤者が複数いる場合は、利⽤者全員の旅⾏代⾦総額に対して、40％を掛けます)
②旅⾏商品タイプごとの1人1泊あたりの補助額上限に、泊数と参加人数（⼦供料⾦や無料の
乳幼児も含む）を掛けます。
③上記①と②に低い⽅の⾦額を実際の補助⾦とします。

6

●補助⾦の適⽤⽅法

旅⾏商品タイプ 宿泊を伴う旅⾏商品
（交通付）

宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品
⽇帰り旅⾏商品

補助⾦ 旅⾏代⾦の40％

上限額 1人1泊あたり
8,000円

1人1泊あたり5,000円
1人1回あたり5,000円（⽇帰り旅⾏商品）

例） 往復航空券付き2泊3⽇商品に⼤人2人、⼦供1人で申込みを⾏った場合
旅⾏代⾦（⼤人）1人あたり 80,000円×2名＝160,000円
旅⾏代⾦（⼦供）1人あたり 30,000円×1名＝30,000円

●旅⾏代⾦総額からの算出例 パターン①
旅⾏代⾦総額 … 19万円

補助⾦ … 40％
旅⾏代⾦総額からの算出⽅法

19万円×40％＝76,000円

参加人数 … 3人
泊数 … 2泊

上限額からの算出⽅法（交通付商品）

8,000円×2泊×3人＝48,000円＞
⾦額の低い48,000円を補助

補助⾦
8万円×40％＝32,000円

補助⾦
8万円×40％＝32,000円

補助⾦
3万円×40％＝12,000円

＞
＞＞

交通付き商品の上限
8千円×2泊＝16,000円

交通付き商品の上限
8千円×2泊＝16,000円

交通付き商品の上限
8千円×2泊＝16,000円

⾦額の低い44,000円を補助×

●1人あたりの旅⾏代⾦総額からの算出例 パターン②

大人

大人

⼦供

【 宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品・宿泊を伴う旅⾏商品（交通付）の場合】



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載

２．ご利⽤までの流れ 〜補助⾦編〜
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●宿泊旅⾏(交通付)では、旅程に含まれる宿泊すべての上限額が8,000円へと引き上げられます。

●ひとつの申込みの中に複数の旅⾏商品タイプが含まれる場合は、ひとつの申込みであって
も旅⾏商品タイプ毎に分けて算出（申請）します。補助額の上限額が異なるためです。
＜ひとつの旅⾏の中に【上限8,000円】の宿泊を伴う旅⾏商品（交通付き）と【上限5,000円】の宿泊を伴う旅⾏商品を含む例＞

● 補助⾦の上限を算出する際は⼦供や乳幼児も旅⾏人数に含めて⾏います。
宿泊商品 1泊

大人:10,000円(2人) 
⼦供:5,000円(2人)

参加の場合

【宿泊を伴う旅⾏商品/4人】 旅⾏代⾦︓30,000円

●補助⾦
旅⾏代⾦の40％  12,000円
※上限額 5,000円×1泊×４人＝ 20,000円 の範囲内

宿泊旅⾏（交通付）3泊
大人:50,000円(2人)

幼児: ０円(1人)
参加の場合

●補助⾦
旅⾏代⾦の40％  40,000円
※上限額 8,000円×3泊×3人 ＝ 72,000円 の範囲内

①宿泊旅⾏（交通付）
2泊:40,000円(2人)
②宿泊商品
1泊:20,000円(1人)

参加の場合

【宿泊を伴う旅⾏商品(交通付)/3人】 旅⾏代⾦︓100,000円

●補助⾦ 旅⾏代⾦の40％  32,000円 Ⓑ

※上限額 8,000円×2泊×2人 ＝ 32,000円 の範囲内

《内訳》
①（交通付） 40,000円×2人＝80,000円 Ⓐ

【1人あたりの宿泊単価が明確でない場合】
⼿配旅⾏やルームチャージで予約され、1室あたりの料⾦で3人分
の宿泊が予約されている場合は、按分して1人あたりを算出して上
記のとおり計算してください。

②宿泊のみ 20,000円×1人=20,000円 Ⓐ

●補助⾦ 旅⾏代⾦の40％  8,000円

※上限額 5,000円を超過する為、5,000円 Ⓑ補助
①と②の「ふたつの旅⾏」として申請ください。

➡ お支払額 100,000円－40,000円 ＝ 60,000円

➡ お支払額 100,000円－37,000円 ＝ 63,000円
             Ⓐ       Ⓑ

➡ お支払額 30,000円－12,000円 ＝ 18,000円

【宿泊を伴う旅⾏商品(交通付)/3人】 旅⾏代⾦︓100,000円

【 補助⾦適⽤後のお支払い⾦額算出例】
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２．ご利⽤までの流れ 〜補助⾦編〜
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● 補助⾦の上限を算出する際は⼦供や乳幼児も旅⾏人数に含めて⾏います。

⽇帰り旅⾏商品
大人:10,000円(2人) 
⼦供:5,000円(2人)

参加の場合

【⽇帰り旅⾏商品/4人】 旅⾏代⾦︓30,000円

●補助⾦
旅⾏代⾦の40％  12,000円
※上限額 5,000円×1回×４人＝ 20,000円 の範囲内

➡ お支払額 30,000円－12,000円 ＝ 18,000円

【 ⽇帰り旅⾏商品の補助⾦適⽤後のお支払い⾦額算出例】

「⽇帰り旅⾏商品」とは
下記のような運送サービスと現地アクティビティ等を組み合わせ、旅⾏事業者等が企画実施
する⽇帰り旅⾏をいいます。

航空 鉄道 タクシーバス

現地レンタカー リフト券食事 ⽇帰り温泉ゴルフ

●現地アクティビティ等（⼀例）

船舶

●運送サービス（⼀例）

「宿泊を伴う旅⾏商品（交通付）」とは

航空 鉄道 タクシーバス船舶

●運送サービス（⼀例）

●宿泊サービス（⼀例）

下記のような宿泊サービスと運送サービスを組み合わせた旅⾏をいいます。

旅館 ホテル
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２．ご利⽤までの流れ 〜補助⾦編〜

本事業以外の各種割引の併⽤について
旅⾏代⾦を割り引く目的で市町村等都道府県以外の自治体や事業者から利⽤者に付与され
るクーポン、ポイント等（以下、「クーポン等」という）は、次の通り取扱います。
①割引クーポン

使⽤可能ですが、クーポン適⽤後の価格を基準として補助⾦を算出します。 該当するもの
として、次の例はすべて先に割り引いてください。

・市町村等都道府県以外の自治体が独自に付与するもの
・旅⾏会社が会員サービス等⼀定の条件を満たした顧客や商品に広く付与するもの
・価格決定権を持つものが補助⾦適⽤とする自らの商品に対して付与するもの等

②ポイント等
補助対象商品には付与されません。利⽤者が会員等の資格として保有するポイントやマイレー
ジを⽀払い⼿段として⽤いることは可能です。

9

●補助⾦の取扱いに係る留意すべき算出例

（クーポン等を利⽤した際の補助⾦算出例:旅⾏代⾦10,000円 クーポン等 1000円の場合）
旅⾏代⾦（10,000円）からクーポン等（1,000円）分を差し引いた額を基に補助⾦を算出。
10,000円 – 1,000円 = 9,000円
9,000円 × 40% = 補助⾦は 3,600円

利⽤者⽀払額
5,400円

補助⾦
3,600円

クーポン
等

1,000円

宿クーポン適⽤後の9,000円が補助額の算出基準

（補助⾦による代⾦変更がされた旅⾏・宿泊商品の取消料取扱い例:旅⾏代⾦10,000円取消料100%の場合）

取消料は補助による補助適⽤前の旅⾏代⾦（10,000円）に対して⽣じる。
利⽤者⽀払額より取消料が多い場合、不⾜額（4,000円）は利⽤者が追加で⽀払い。

利⽤者⽀払額
6,000円

取消料不⾜分
4,000円

お支払額を取消料に充当 利⽤者から追加で徴収

取消料の取扱いについて
取り消された旅⾏＝実際に宿泊や旅⾏をしていない利⽤者に対して補助⾦は⽀払われません。
利⽤者事由に基づく取消料については次の考え⽅となります。
① 取消料は補助⾦適⽤前の「旅⾏代⾦」に対して⽣じます。
② 補助⾦が適⽤された「決済済みの旅⾏代⾦（利⽤者⽀払額）」より取消料が⼤きくなる場合

不⾜額は利⽤者の負担となります。
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２．ご利⽤までの流れ 〜基本的な流れ〜

ご旅⾏終了

利⽤にあたっての同意事項・遵守事項をご確認下さい

【当⽇確認】上記①〜③を宿泊施設または添乗員(斡旋員)に提示
※事前確認でワクチン接種済であることの確認が済んでいる場合は改めての提⽰は不要です。

宿泊割引クーポンを宿泊施設に提⽰
（紙に印刷またはスマホ画⾯登録）

旅⾏事業者の精算時、宿泊施設チェックイン時に、参加者全員分の①〜③の書類確認が必要となります。
① 同意確認書 兼 ワクチン・検査確認シート（予約⽅法により様式が異なります）
② ワクチン接種済証(電⼦媒体の提⽰も可能)又は有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類
③ 本人確認および対象地域在住を証明できる書類（氏名および写真が確認できる書類）

・運転免許証 ・旅券(パスポート） ・マイナンバーカード ・運転経歴証明書 ・健康保険証等被保険者証（その他、
介護保険被保険者証、年⾦⼿帳、年⾦証書 等）

※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

宿泊施設で予約

【対象商品】
・募集型企画旅⾏
・受注型企画旅⾏
・⼿配旅⾏●システム(STAYNAVI)

で予約情報を登録

●宿泊割引クーポンを発⾏
（紙に印刷またはスマホ画⾯登録）

※スマホやパソコンから登録してください
※宿泊施設で代理登録もできます

旅⾏事業者の店頭で予約 旅⾏事業者の非対⾯販売
オンライン予約サイト・
コールセンター販売など

宿泊施設に
公式HP・電話等で直接予約

●旅⾏事業者精算時に
下記①〜③を提示

（事前確認）

予約⽅法(1) 予約⽅法(2) 予約⽅法(3)

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。

いずれかの⽅法で旅⾏を予約

ご旅⾏当⽇（チェックインまたは集合時）

宿泊施設でのチェックイン時に地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）を受け取る
平⽇︓3,000円 ・ 休⽇︓1,000円

※⽇帰り旅⾏のみ旅⾏事業者で地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）を受け取ります

地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）をご利⽤下さい。

・ワクチン3回接種済であること又は有効期間内の検査結果
が陰性であること。
※同居する親等(監護者)の同伴で12歳未満は検査不要です。

・上記証明書や本人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。

・旅⾏開始の2週間前から感染リスクを避けて⽣活すること。

・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
地域クーポンが利⽤できないこと。

※宿泊旅⾏については宿泊⽇とその翌⽇がともに休⽇（⼟・⽇・祝）の場合はその宿泊は「休⽇」とし、それ以外を「平⽇」とします。
※⽇帰り旅⾏については⼟・⽇・祝を「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」とします。

１

オンライン専門
旅⾏事業者（OTA)にて

インターネットで予約

または

2

3

4

5

6

すぐに
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２．ご利⽤までの流れ 〜予約⽅法・商品別〜
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利⽤商品・申込⽅法によって必要書類の確認タイミングが異なります
● キャンペーン期間中であっても予算に達した時点で終了となります。

P13へ

・旅⾏事業者の店頭で予約 P12へ

P11へ・宿泊施設の公式ホームページで予約

・電話で直接予約
主な取扱商品︓宿泊商品

主な取扱商品︓宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品・
宿泊を伴う旅⾏商品（交通付）
⽇帰り旅⾏商品

＜予約⽅法（１）＞

＜予約⽅法（２）＞

・旅⾏事業者の非対⾯販売で予約
（オンライン予約サイト・コールセンター販売など）

・オンライン専門旅⾏事業者（OTA）で予約

＜予約⽅法（３）＞

主な取扱商品︓宿泊商品

主な取扱商品︓宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品・
宿泊を伴う旅⾏商品（交通付）
⽇帰り旅⾏商品
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精算（割引後の宿泊代⾦を支払います）

●システム(STAYNAVI)で予約情報を登録
※スマートフォンやパソコンから予約情報を登録してください

●宿泊割引クーポンをSTAYNAVIで発⾏
※スマートフォンやパソコンをお持ちでない⽅は、宿泊施設側の代理発⾏も可能です。
※STAYNAVIの操作⽅法はP25〜32をご覧下さい。

宿泊施設公式
ホームページで予約

『わかやまリフレッシュプランＳワイド』に参画している
宿泊事業者へ直接電話 または 公式ホームページで予約する

電話で予約

【チェックイン・利⽤時】
必要書類①・②・③を、宿泊施設に提示する

STAYNAVIで発⾏した宿泊割引クーポンを提示

「地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）」を受け取る

２．ご利⽤までの流れ 〜予約⽅法・商品別〜

12

チェックイン時に、利⽤者全員分の①〜③の書類が必要となります。

■予約⽅法（１） 宿泊商品を宿泊施設へ直接電話または公式HPで予約

1 利⽤にあたっての同意事項・遵守事項を確認 （P14〜15をご覧下さい。）

必要書類①・②・③をご旅⾏当⽇（チェックインまでに）ご準備下さい

①同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式③を使⽤）
②ワクチン接種済証（電⼦媒体の提示も可能）または

有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類
③本人確認および対象地域在住を証明する書類

必要書類の詳細はP16〜23をご覧ください。

すぐに すぐに
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２．ご利⽤までの流れ 〜予約⽅法・商品別〜
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① 同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式①②④のいずれかを利⽤）
② ワクチン接種済証(電⼦媒体の提示も可能)または

有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類（※）
※ご旅⾏予約時は不要ですが、下記ご旅⾏出発当⽇またはチェックイン当⽇に必要です。

③ 本人確認および対象地域在住を証明できる書類

ご旅⾏予約時に利⽤者全員分の①〜③の書類確認が必要となります。

■予約⽅法（２）
・宿泊商品/宿泊付旅⾏商品・⽇帰り旅⾏商品を旅⾏事業者の店頭で予約

必要書類①・②・③をご旅⾏予約時にご準備下さい

『わかやまリフレッシュプランＳワイド』に参画している旅⾏事業者の店頭で予約

＜添乗員あり＞
宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品

・⽇帰り旅⾏商品

＜添乗員なし＞
宿泊商品・宿泊を伴う旅⾏商品

・⽇帰り旅⾏商品

1 利⽤にあたっての同意事項・遵守事項を確認（P14〜15をご覧下さい。）

＜ご旅⾏出発当⽇＞
上記①〜③を

添乗員に提示・提出
（※） 宿泊商品・宿泊付旅⾏商品

の場合
＜チェックイン当⽇＞

上記①〜③を
ホテルチェックイン時に
提示・提出（※）

添乗員または出発時斡旋員より
地域クーポン

（わかやまリフレッシュクーポン）
を受け取る

⽇帰り旅⾏商品の場合
＜ご旅⾏出発当⽇＞

上記①〜③を
出発時斡旋員に提示・提出

（※）

宿泊施設より
地域クーポン

（わかやまリフレッシュクーポン）
を受け取る

※②は事前にワクチン３回接種を
確認できなかった⽅のみ

※②は事前にワクチン３回接種を
確認できなかった⽅のみ

※②は事前にワクチン３回接種を
確認できなかった⽅のみ

必要書類の詳細はP16〜23をご覧ください。
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２．ご利⽤までの流れ 〜予約⽅法・商品別〜
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ご旅⾏出発までに
利⽤者全員分の①〜③の

書類確認が
必要となります。

■予約⽅法（３）
・旅⾏事業者の非対⾯販売・オンライン専門旅⾏事業者（OTA）で予約

必要書類①・②・③を
ご旅⾏出発までに

ご準備下さい

『わかやまリフレッシュプランＳワイド』に参画している旅⾏事業者で予約

＜添乗員あり・添乗員なし＞
宿泊を伴う旅⾏商品・⽇帰り旅⾏商品

＜添乗員なし＞
宿泊商品

1 利⽤にあたっての同意事項・遵守事項を確認 （P14〜15をご覧下さい。）

＜ご旅⾏出発当⽇＞
上記①〜③を添乗員または斡旋員に

提示・提出

＜チェックイン当⽇＞
上記①〜③をホテルチェックイン時に

提示・提出

添乗員または出発時斡旋員より
地域クーポン

（わかやまリフレッシュクーポン）
を受け取る

宿泊施設より
地域クーポン

（わかやまリフレッシュクーポン）
を受け取る

必要書類①・②・③を
ご旅⾏当⽇までに

ご準備下さい
ご旅⾏当⽇までに

利⽤者全員分の①〜③の
書類確認が

必要となります。

① 同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式①〜④のいずれかを利⽤）
② ワクチン接種済証(電⼦媒体の提示も可能)または

有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類
③ 本人確認および対象地域在住を証明できる書類

必要書類の詳細はP16〜23をご覧ください。
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1 利⽤にあたっての同意事項・遵守事項について

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3回接種済であること又は有効期間内の検査結果が陰性であること。

※同居する親等（監護者）の同伴で12歳未満は検査不要です。

 上記証明書や本人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。

 旅⾏開始の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、補助⾦適⽤前の旅⾏代⾦に

対してのキャンセル料を負担すること。
また、この料⾦に本事業の地域クーポンが利⽤できないこと。

■ご利⽤にあたっての同意事項

 旅⾏時は毎朝、検温等の体温チェック
 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利⽤推奨
 旅⾏中は、「新しい旅のエチケット」を実施 (P15参照)

 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。

 37.5度以上の発熱がある場合には、宿泊施設等の指⽰に従ってください。
 ⼤人数の宴会を伴う旅⾏は、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。

■ご利⽤にあたっての遵守事項

ご利⽤にあたっては、下記の同意事項への同意、および遵守事項を
お守り頂きますようお願いします。
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【ご参考】「新しい旅のエチケット」 2022年7月12⽇観光庁発表の改訂版より

1 利⽤にあたっての同意事項・遵守事項について
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必要書類の確認目的

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇

●ご利⽤者全員がそれぞれご本人であることを確認するため
●ご利⽤者全員がそれぞれ対象地域居住であることを確認するため
●ご利⽤者全員がワクチン３回接種済または検査結果による陰性であることを確認するため

必要書類を確認する目的は下記のとおりです。

事前確認

当⽇確認
●ご利⽤者全員がそれぞれ予約されたご本人であることを確認するため
●ご利⽤者全員がそれぞれ対象地域居住であることを確認するため
●ご利⽤者全員がワクチン３回接種済または検査結果による陰性であることを確認するため

必要書類の必要なタイミング

事前確認 当⽇確認

①同意確認書兼
ワクチン・検査確認シート

旅⾏事業者（店舗）
の予約時

⇒旅⾏事業者に提示

ご旅⾏当⽇
⇒宿泊施設に提示

または
添乗員（斡旋員）に提示

②ワクチン接種済証または
有効期間内の検査結果
が陰性であることを証明
する書類

③本人確認および対象地域
在住を証明する書類

重要 必要書類は、利⽤者全員分が必要です。
※証明書等の必要書類を提⽰出来ない場合は、旅⾏補助の対象外となります。

必要書類（①・②・③）について
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必要書類①は、
利⽤者全員分の⽒名の記⼊が必要です。

・「同意確認書兼ワクチン・検査確認シート」は特設ホームページ
よりダウンロードしてご⽤意ください。
わかやまリフレッシュプランSワイド」特設ホームページ

https://wakayama-refresh.com/s_w/
（お申込⽅法、ご利⽤商品により様式①〜④の4種類がございます。詳しくは
本マニュアルのP.18〜20をご覧下さい。）

・事業者へ提出する必要がある同意事項やワクチン・検査確認を確認するための
⽤紙で、利⽤全員について記⼊が必要です

・同居する親等（監護者）が同伴する12歳未満の⽅はワクチン・検査確認は
不要ですが、本シートの記⼊は必要です。

重要

①同意確認書兼ワクチン・検査確認シート

旅⾏事業者の店舗での予約・ご旅⾏当⽇においては、下記の書類をご⽤意下さい。

事前確認 当⽇確認

①同意確認書兼
ワクチン・検査確認シート

旅⾏事業者（店舗）
の予約時

⇒旅⾏事業者に提示

ご旅⾏当⽇
⇒宿泊施設に提示

または
添乗員（斡旋員）に提示

必要書類①の必要なタイミング

必要書類（①・②・③）について

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇
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〈参考〉 同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式①〜④）

①同意確認書兼ワクチン・検査確認シート

様式① 様式②
利⽤商品＝宿泊商品 / 旅⾏商品（添乗員あり）
申込⽅法＝旅⾏事業者利⽤

利⽤商品＝宿泊商品 / 旅⾏商品（添乗員なし）
申込⽅法＝旅⾏事業者利⽤

●様式①は旅⾏事業者が準備します。
ご予約時に⻘破線部分をご記⼊下さい。

●様式②は旅⾏事業者が準備します。
ご予約時に⻘破線部分をご記⼊下さい。
※ご予約前に利⽤者様が予め記⼊し、ご予約時

に旅⾏事業者に提出いただいても構いません。

各様式のご記⼊⽅法

●団体旅⾏等で旅⾏者名簿欄が不⾜する場合は、別途旅⾏者名簿をご⽤意下さい。
●各様式とも で囲ってある部分を利⽤者にご記⼊いただきます。

必要書類（①・②・③）について

申込方法＝旅行事業者利用

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇

⻘破線

 本事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金と地域クーポン）の交付を受けるためには、下記４項目の同意が
 必要となります。内容をご確認の上、同意確認書欄・旅行者名簿欄のご記入をお願い申し上げます。

１．「本人確認書類」および「居住地確認書類」の提示をいただきます。
提示ができなかった場合や本人以外の参加者が参加した場合は、補助金相当額の返還を求めます。

２．ワクチン接種歴や検査結果の確認を行います。
ワクチン接種済証等又は検査結果通知書を事前確認および当日確認の際に確認者に提示していただきます。

３．対象除外地域が発生した場合の対応
感染状況により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、その
ことを事由としてご旅行を取消される場合、補助金適用前の旅行代金に対しての取消料が発生します。

４．宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外と
なります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

 上記内容に同意します
※代表者はご参加者全員が上記に同意いただいたことを確認の上、チェック☑をお願いします。

（〒    -   ）             都・道・府・県

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の補助金申請手続きに利用し、補助金の申請先である自治体および当該事業の事務局、その他委託先を除く
 第三者に提供することはありません。

 ご利用者様へ：旅行事業者の事前確認後に本片を受取り、ご旅行出発当日にご持参頂き、添乗員にお渡し下さい。
 旅行事業者様へ：本片はご利用者様にお渡しいただき、ご旅行出発日までコピーを保管して下さい。

 ご旅行に同行する添乗員が確認します。
 事前確認で「対象地域在住であること」および「ワクチン３回接種を確認している」場合は本人確認のみ行って下さい。

□ 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
※事前確認でワクチン３回接種を確認できなかった方のみ

□ 本人を確認できる書類を確認した

確認日： 旅行事業者名： 添乗員氏名：

 添乗員様へ：ご利用者様が持参されましたら当日確認を行い、旅行終了後は本シートを旅行事業者で保管下さい。

わかやまリフレッシュプランＳワイド

同意確認書 （代表者記入欄①）

代表者
（自署）

ご住所

確認日
氏 名 居住地の都道府県

ご旅行期間    年  ⽉  日（  ）〜   年  ⽉  日（  ） 泊 数   泊  日

旅行者名簿 （代表者記入欄②） ＜事前確認欄＞ 旅行事業者確認チェック☑欄
※5名様以上の場合は別添名簿も可（但し、居住地の都道府県がわかること）

本人確認
対象

都道府県
３回接種済

親等同伴の
12歳未満

/

同行者① □ □ □ □ /
代 表 者 □ □ □ □

/
同行者② □ □ □ □

/

＜当日確認欄＞  添乗員確認チェック☑欄

同意確認書 兼 ワクチン・検査確認シート

同行者④ □ □ □ □

/

同行者③ □ □ □ □

様式①

利用商品＝宿泊商品 / 旅行商品（添乗員あり） ・ 申込方法＝旅行事業者利用

 本事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金と地域クーポン）の交付を受けるためには、下記４項目の同意が
 必要となります。内容をご確認の上、同意確認書欄・旅行者名簿欄のご記入をお願い申し上げます。

１．「本人確認書類」および「居住地確認書類」の提示をいただきます。
提示ができなかった場合や本人以外の参加者が参加した場合は、補助金相当額の返還を求めます。

２．ワクチン接種歴や検査結果の確認を行います。
ワクチン接種済証等又は検査結果通知書を事前確認および当日確認の際に確認者に提示していただきます。

３．対象除外地域が発生した場合の対応
感染状況により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、その
ことを事由としてご旅行を取消される場合、補助金適用前の旅行代金に対しての取消料が発生します。

４．宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外と
なります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

 上記内容に同意します
※代表者はご参加者全員が上記に同意いただいたことを確認の上、チェック☑をお願いします。

（〒    -   ）             都・道・府・県

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の補助金申請手続きに利用し、補助金の申請先である自治体および当該事業の事務局、その他委託先を除く
 第三者に提供することはありません。

 ご利用者様へ：旅行事業者の事前確認後に本片を受け取り、チェックイン当日に宿泊事業者様にお渡し下さい。
 旅行事業者様へ：本片はご利用者様にお渡しいただき、ご旅行出発日までコピーを保管して下さい。

 チェックイン当日に宿泊事業者が確認します。
 事前確認で「対象地域在住であること」および「ワクチン３回接種を確認している」場合は本人確認のみ行って下さい。

□ 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
※事前確認でワクチン３回接種を確認できなかった方のみ

□ 本人を確認できる書類を確認した

確認日： 宿泊事業者名： 担当者氏名：

 宿泊事業者様へ：ご利用者様が持参されましたら当日確認を行い、本シートを保管下さい。

わかやまリフレッシュプランＳワイド

同意確認書 （代表者記入欄①）

代表者
（自署）

ご住所

確認日
氏 名 居住地の都道府県

ご旅行期間    年  ⽉  日（  ）〜   年  ⽉  日（  ） 泊 数   泊  日

旅行者名簿 （代表者記入欄②） ＜事前確認欄＞ 旅行事業者確認チェック☑欄
※5名様以上の場合は別添名簿も可（但し、居住地の都道府県がわかること）

本人確認
対象

都道府県
３回接種済

親等同伴の
12歳未満

/

同行者① □ □ □ □ /
代 表 者 □ □ □ □

/
同行者② □ □ □ □

/

＜当日確認欄＞  宿泊事業者確認チェック☑欄

同意確認書 兼 ワクチン・検査確認シート

同行者④ □ □ □ □

/

同行者③ □ □ □ □

利用商品＝宿泊商品 / 旅行商品（添乗員なし） ・ 申込方法＝旅行事業者利用

様式②
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〈参考〉 同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式①〜④）

様式③ 様式④

各様式のご記⼊⽅法

利⽤商品＝宿泊商品
申込⽅法＝宿泊施設に直接電話予約・公式サイト

オンライン専門旅⾏会社利⽤
旅⾏事業者の非対⾯販売

（オンライン予約サイト・コールセンター販売など）

利⽤商品＝⽇帰り旅⾏商品
申込⽅法＝旅⾏事業者利⽤

●様式③は利⽤者様に準備いただきます。
ご予約時に⻘破線部分をご記⼊下さい。

●様式④は旅⾏事業者が準備します。
ご予約時に⻘破線部分をご記⼊下さい。
※ご予約前に利⽤者様が予め記⼊し、ご予約時

に旅⾏事業者に提出いただいても構いません。

●各様式とも で囲ってある部分を利⽤者にご記⼊いただきます。
●団体旅⾏等で旅⾏者名簿欄が不⾜する場合は、別途旅⾏者名簿をご⽤意下さい。

必要書類（①・②・③）について
①同意確認書兼ワクチン・検査確認シート

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇

⻘破線

 本事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金と地域クーポン）の交付を受けるためには、下記４項目の同意が
 必要となります。内容をご確認の上、同意確認書欄・旅行者名簿欄のご記入をお願い申し上げます。

１．「本人確認書類」および「居住地確認書類」の提示をいただきます。
提示ができなかった場合や本人以外の参加者が参加した場合は、補助金相当額の返還を求めます。

２．ワクチン接種歴や検査結果の確認を行います。
ワクチン接種済証等又は検査結果通知書を事前確認および当日確認の際に確認者に提示していただきます。

３．対象除外地域が発生した場合の対応
感染状況により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、その
ことを事由としてご旅行を取消される場合、補助金適用前の旅行代金に対しての取消料が発生します。

４．宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外と
なります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

 上記内容に同意します
※代表者はご参加者全員が上記に同意いただいたことを確認の上、チェック☑をお願いします。

（〒    -   ）             都・道・府・県

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の補助金申請手続きに利用し、補助金の申請先である自治体および当該事業の事務局、その他委託先を除く
 第三者に提供することはありません。

 ご利用者様へ：本シートをご記入の上、チェックイン当日にご持参いただき、宿泊事業者様にお渡し下さい。

 チェックイン当日に宿泊事業者が確認します。
□ 対象地域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
□ 旅行者が12歳未満の場合、同居する親等（監護者）が同伴していることを確認した

※旅行者が12歳以上の場合は☑チェック不要です
確認日： 宿泊事業者名： 担当者氏名：

 宿泊事業者様へ：ご利用者様がチェックイン当日に持参されたら当日確認を行い、本シートは保管下さい。

   年  ⽉  日（  ）〜   年  ⽉  日（  ） 泊 数   泊  日

旅行者名簿 （代表者記入欄②）

わかやまリフレッシュプランＳワイド

同意確認書 （代表者記入欄①）

代表者
（自署）

ご住所

＜当日確認欄＞  宿泊事業者確認チェック☑欄

同意確認書 兼 ワクチン・検査確認シート

同行者④

同行者③

同行者②

同行者①

代 表 者

※5名様以上の場合は別添名簿も可（但し、居住地の都道府県がわかること）

氏 名 居住地の都道府県

ご旅行期間

利用商品＝宿泊商品
申込方法＝宿泊施設に直接電話予約・公式サイトで予約、オンライン専門旅行会社利用

および旅行事業者の非対面販売（オンライン予約サイト・コールセンター販売など）

様式③

 本事業に拠る補助金（旅行代金を補助する販売補助金と地域クーポン）の交付を受けるためには、下記４項目の同意が
 必要となります。内容をご確認の上、同意確認書欄・旅行者名簿欄のご記入をお願い申し上げます。

１．「本人確認書類」および「居住地確認書類」の提示をいただきます。
提示ができなかった場合や本人以外の参加者が参加した場合は、補助金相当額の返還を求めます。

２．ワクチン接種歴や検査結果の確認を行います。
ワクチン接種済証等又は検査結果通知書を事前確認および当日確認の際に確認者に提示していただきます。

３．対象除外地域が発生した場合の対応
感染状況により、ご旅行先の都道府県が事業停止となった場合は補助金の対象外となります。また、その
ことを事由としてご旅行を取消される場合、補助金適用前の旅行代金に対しての取消料が発生します。

４．宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応
ご宿泊当日時点で、宿泊先施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は、補助金交付の対象外と
なります。既に旅行代金が精算済みの場合でも、補助金相当額の返還を求めます。

 上記内容に同意します
※代表者はご参加者全員が上記に同意いただいたことを確認の上、チェック☑をお願いします。

（〒    -   ）             都・道・府・県

※ご記入いただいた個人情報は、本事業の補助金申請手続きに利用し、補助金の申請先である自治体および当該事業の事務局、その他委託先を除く
 第三者に提供することはありません。

 ご利用者様へ：旅行事業者の事前確認後に本片を受取り、ご旅行出発当日にご持参頂き、添乗員または斡旋員にお渡し下さい。
 旅行事業者様へ：本片はご利用者様にお渡しいただき、ご旅行出発日までコピーを保管して下さい。

 ご旅行に同行する添乗員または出発時の斡旋員が確認します。
 事前確認で「対象地域在住であること」および「ワクチン３回接種を確認している」場合は本人確認のみ行って下さい。

□ 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
※事前確認でワクチン３回接種を確認できなかった方のみ

□ 本人を確認できる書類を確認した

確認日： 旅行事業者名：

 添乗員・斡旋員様へ：ご利用者様が持参されましたら当日確認を行い、旅行終了後は本シートを旅行事業者で保管下さい。

ご住所

わかやまリフレッシュプランＳワイド

同意確認書 兼 ワクチン・検査確認シート

同意確認書 （代表者記入欄①）

代表者
（自署）

確認日
氏 名 居住地の都道府県

ご旅行期間    年  ⽉  日（  ）〜   年  ⽉  日（  ） 泊 数 日帰り

旅行者名簿 （代表者記入欄②） ＜事前確認欄＞ 旅行事業者確認チェック☑欄
※5名様以上の場合は別添名簿も可（但し、居住地の都道府県がわかること）

本人確認
対象

都道府県
３回接種済

親等同伴の
12歳未満

/

同行者① □ □ □ □ /
代 表 者 □ □ □ □

/

同行者③ □ □ □ □ /
同行者② □ □ □ □

/

＜当日確認欄＞  添乗員または出発時斡旋員 確認チェック☑欄

添乗員または
斡旋員氏名

同行者④ □ □ □ □

利用商品＝日帰り旅行商品・申込方法＝旅行事業者利用

様式④
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同意確認書兼ワクチン・検査確認シート（様式①〜④）

各様式のご利⽤⽅法について

必要書類（①・②・③）について
①同意確認書兼ワクチン・検査確認シート

利用商品 申込先 シートの準備
利⽤者
記⼊欄 事前確認 当日確認 ご利⽤者様へのお願い

様式①
宿泊商品

・
旅⾏商品

(添乗員あり)
旅⾏事業者
（店舗）

旅⾏事業者

利⽤者

旅⾏事業者 添乗員
事前確認済シートを

旅⾏出発⽇に持参し、
添乗員にお渡し下さい。

様式②
宿泊商品・旅⾏商品

(添乗員なし)
旅⾏事業者 旅⾏事業者 宿泊事業者

事前確認済シートを
チェックイン当⽇に持参し、
宿泊施設にご提出下さい。

なし 宿泊事業者
利⽤者記⼊欄を記⼊後、
チェックイン当⽇に持参し、
宿泊施設にご提出下さい。様式③ 宿泊商品

宿泊施設
(電話・公式サイト）

利⽤者オンライン
専門旅⾏会社
旅⾏事業者
非対⾯販売

様式④ ⽇帰り旅⾏商品 旅⾏事業者 旅⾏事業者 旅⾏事業者
添乗員
または
斡旋員

事前確認済シートを
旅⾏出発⽇に持参し、
添乗員にお渡し下さい。

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇
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②ワクチン接種済証または
有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類

▶ワクチン接種済証を利⽤する場合

3回目接種済証 部分

〈参考〉 接種券に付属する「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証（臨時接種）」

・ワクチン接種が３回接種済であること
※マイナンバーカードを取得済の⽅は、ワクチン接種証明書アプリを活⽤されると⼿続きが

便利です。

旅⾏事業者の店舗での予約・ご旅⾏当⽇においては、下記の書類をご⽤意下さい。

必要書類②は、利⽤者全員分が必要です。重要

※１２歳未満の⽅は同居する親等（監護者）の同伴で住所が同じであることを
証明する書類があれば証明は不要です。

※証明書等の必要書類を提⽰出来ない場合は、旅⾏補助の対象外となります。

必要書類（①・②・③）について

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇
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2.ご利⽤までの流れ 〜ご予約・ご旅⾏当⽇編〜
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▶有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類を
利⽤する場合

※有効期限︓ PCR検査・抗原定量検査 ⇒ 検体採取⽇（＝検査⽇）＋3⽇
抗原定性検査 ⇒ 検体採取⽇（＝検査⽇）＋1⽇

（PCR検査、抗原定性検査等による検査結果が陰性と記載された書類）
※医療機関・検査所等での検査が必要で簡易キット・セルフ検査不可

①受検者氏名 ②検査結果 ③検査⽅法（使⽤したキット）
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
※上記①〜⑦すべてが明記されているものを利⽤してください。

※１２歳未満の⽅は同居する親等（監護者）の同伴で住所が同じであることを
証明する書類があれば検査は不要です。

重要
PCR検査・抗原検査等には有効期限があります︕
そのため、ご旅⾏当⽇に有効な検査結果が必要です︕

旅⾏事業者の店舗での予約・ご旅⾏当⽇においては、下記の書類をご⽤意下さい。

②ワクチン接種済証または
有効期間内の検査結果が陰性であることを証明する書類

必要書類②は、利⽤者全員分が必要です。重要

必要書類②の必要なタイミング
事前確認 当⽇確認

②ワクチン接種済証または
有効期間内の検査結果
が陰性であることを証明
する書類

旅⾏事業者（店舗）
の予約時

⇒旅⾏事業者に提示

ご旅⾏当⽇
⇒宿泊施設に提示

または
添乗員（斡旋員）に提示

※証明書等の必要書類を提⽰出来ない場合は、旅⾏補助の対象外となります。

必要書類（①・②・③）について

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇
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2.ご利⽤までの流れ 〜ご予約・ご旅⾏当⽇編〜

③本人確認および対象地域在住を証明する書類
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必要書類③は、利⽤者全員分が必要です。重要
※証明書等の必要書類を提⽰出来ない場合は、旅⾏補助の対象外となります。

本人確認書類と現住所に相違がある場合、現住所と氏名が記載された
住⺠票（個人番号の記載がなく、発⾏後3ケ月以内のもの）もしくは
直近（3ケ月）の公共料⾦（電気・ガス・水道等）の領収書等を追加で提⽰ください。

旅⾏事業者の店舗での予約・ご旅⾏当⽇においては、下記の書類をご⽤意下さい。

必要書類③の必要なタイミング

事前確認 当⽇確認

③本人確認および対象地域
在住を証明する書類

旅⾏事業者（店舗）
の予約時

⇒旅⾏事業者に提示

ご旅⾏当⽇
⇒宿泊施設に提示

または
添乗員（斡旋員）に提示

必要書類（①・②・③）について

※いずれも有効期限内のもの

２ ご旅⾏の予約 ・ ３ ご旅⾏当⽇

【下記の書類をもって本人確認書類とします（下記1点で可）】
●運転免許証 ●旅券(パスポート）
●マイナンバーカード ●運転経歴証明書
●健康保険証等被保険者証
（その他、介護保険被保険者証、年⾦⼿帳、年⾦証書 等）

※⽇本在住の外国人の場合は、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書も可
尚、上記書類に現住所の記載がない場合や記載されている住所と現住所が異なる場合は、
以下の補助書類が必要となります。
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２．ご利⽤までの流れ 〜ご案内とご注意〜

既にお申し込みの予約につきましては、補助の対象となります。ただし、下記の理由により対応が
困難な場合がありますので、旅⾏開始⽇までに旅⾏事業者・宿泊事業者にお問い合わせください。
＜例＞
●予約システム上の理由で対応ができない場合
●利⽤者が新制度を利⽤するかの意向を確認できない場合
●利⽤者の出発前までに地域クーポン券の配布対応等が⾏えない場合
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●既にお申し込みの予約について

＜国により、緊急事態宣⾔又はまん延防止等重点措置が発令された場合＞
国の「緊急事態宣⾔・まん延防止等重点措置」の適⽤に伴って、当該区域について事業停止
となった場合には、全国⼀律に国の助成対象外とします。

＜和歌山県の判断で対象除外地域となった場合の対応＞
新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、和歌山県が本事業の⼀時停止・中止になった場合は
補助⾦の対象外となります。また、そのことを事由としてご旅⾏を取り消される場合、補助⾦適⽤前の旅
⾏代⾦に対しての取消料が発⽣します。また、本事業の一時停止・中止等いかなる場合であっても
キャンセル料の補填は⾏いません。

●和歌⼭県が事業停止となった場合の旅⾏の取扱いについて

＜国により、緊急事態宣⾔又はまん延防止等重点措置が発令された場合＞
国の「緊急事態宣⾔・まん延防止等重点措置」の適⽤に伴って、当該区域について事業停止
となった場合には、全国⼀律に国の助成対象外とします。

＜各都道府県の判断で対象除外地域が発⽣した場合の対応＞
感染状況等により、各都道府県の判断（申し出）で当該都道府県における事業停止になった場合で
も、当該都道府県を出発地とする旅⾏は、引き続き助成の対象とします。
（目的地の都道府県の判断で除外はできません）※但し、国の判断で⽀援対象外とする場合があります。

●事業停止中の都道府県から出発する旅⾏の取扱いについて

ご宿泊当⽇時点で、宿泊施設が本事業への参画登録が承認されていない場合は補助⾦交付の対象外
となります。既に旅⾏代⾦が精算済みの場合でも、補助⾦相当額の返還を求めます。

●宿泊事業者が本事業への参画を取消した場合の対応について
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順

利⽤者様は、宿泊割引クーポン発⾏の為にSTAYNAVIで会員登録をする必要があります。
ご登録いただくと、マイページから宿泊割引クーポンの発⾏ができます。
※STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）は無料です。
※宿泊割引クーポンを発⾏する際は、補助対象かどうか各キャンペーンの詳細を確認してください。

宿泊割引クーポンを発⾏しても補助対象でない場合は補助になりません。
※既にSTAYNAVIの会員登録がお済みの⽅はログインから宿泊割引クーポン発⾏へお進みください。
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●宿泊割引クーポン発⾏の⼿順（Ⓐ宿泊施設で予約の⽅向け）

①STAYNAVI公式サイトより利⽤するキャンペーン名称
をクリックします。 （https://staynavi.direct/ ）

②【ご利⽤はこちらから】をクリックします。
③画⾯右上の【会員登録】をクリックします。
※キャンペーンごとに会員登録を⾏う必要はございません。

登録するメールアドレスを⼊⼒して
【同意して登録す る】をクリックします。

【ステップ１】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）

【ステップ２】 ／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）

【ステップ３】 ／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）

※24時間経過後も重複メールとなる場合※
・既に会員登録されている可能性があります。 ログイン画⾯の「パスワードをお忘れですか︖」から登録した メールアドレスを
⼊⼒し、送信してください。 パスワード再設定のメールが届いた場合は、既に会員登録が できてい ます。
パスワードを再設定し、ログインしてください。
マイページログイン画⾯︓https://staynavi.direct/login

登録したメールアドレス宛に、本登録⽤のURLが送られ
てきます。 メール本文内のURLをクリックします。
※仮登録のメールが届かない場合※
・登録されたメールアドレスに間違いはありませんか。
・迷惑メールに⼊っていませんか。
・Google ChromeまたはMicrosoft Edgeのご利⽤がスムーズ

です。
注）InternetExplorerは使⽤しないでください。

※「メールアドレス重複のお知らせ」が届いた場合※
・24時間以内に既に仮登録してませんか。
注）本会員登録のメールは24時間有効です。

＜ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）＞
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順
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会員登録が完了しました。

アカウント名、パスワードをご自⾝で設定し、
【同意して会員登録する】をクリックします。

注）アカウント名は登録されたメールアドレスではありません。
※アカウント名︓お好きな名前（ニックネーム等）を決めて
⼊⼒してください。
既に別の会員が使⽤している名前は使⽤できません。
※アカウント名︓半角英字(⼤文字・小文字)・数字のみ255
文字以内
※パスワード︓半角英字(⼤文字・小文字)・数字・記号
（!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を3種類以上含む8文
字〜32文字
＜OK例＞
Staynavi123
半角英字⼤+半角英字小+数字の3種が含まれている

staynavi@123
半角英字小+記号+数字の3種が含まれている

Stay@navi123
半角英字⼤+記号+半角英字小+数字の4種が含まれて

いる
＜NG例＞
staynavi123
半角英字小+数字の2種しか含まれていない

stay@navi
半角英字小+記号の2種しか含まれていない

会員登録完了後、登録されたメールアド レスに
【会員 登録完了】のメールが届きます。

そのままログイン画⾯にお進み頂き、マイページで
宿泊割引クーポン発⾏を⾏ってください。

会員登録は以上で完了です。

【ステップ４】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）

【ステップ５】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（パソコン）
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順

28

●宿泊割引クーポン発⾏の⼿順（Ⓐ宿泊施設で予約の⽅向け）

①STAYNAVI公式サイトより利⽤するキャンペーン名称
をクリックします。
（https://staynavi.direct/ ）

②【ご利⽤はこちらから】をクリックします。
③画⾯下段の【会員登録】をクリックします。
※キャンペーンごとに会員登録を⾏う

必要はございません。

登録するメールアドレスを⼊⼒して【同意して登録する】を
クリックします。

＜ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）＞

【ステップ１】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）

【ステップ２】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）

利⽤者様は、宿泊割引クーポン発⾏の為にSTAYNAVIで会員登録をする必要があります。
ご登録いただくと、マイページから宿泊割引クーポンの発⾏ができます。
※STAYNAVIの会員登録（マイページ作成）は無料です。
※宿泊割引クーポンを発⾏する際は、補助対象かどうか各キャンペーンの詳細を確認してください。

宿泊割引クーポンを発⾏しても補助対象でない場合は補助になりません。
※既にSTAYNAVIの会員登録がお済みの⽅はログインから宿泊割引クーポン発⾏へお進みください。
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登録したメールアドレス宛に、本登録⽤のURLが
送られてきます。
メール本文内のURLをクリックします。

※仮登録のメールが届かない場合※
・登録されたメールアドレスに間違いはありませんか。
・迷惑メールに⼊っていませんか。
・Google ChromeまたはMicrosoft Edgeのご利⽤がスムーズです。
注）InternetExplorerは使⽤しないでください。

 ※「メールアドレス重複のお知らせ」が届いた場合※
・24時間以内に既に仮登録してませんか。
注）本会員登録のメールは24時間有効です。

※24時間経過後も重複メールとなる場合※
・既に会員登録されている可能性があります。 ログイン画⾯の

「パスワードをお忘れですか︖」から登録したメールアドレスを⼊⼒
し、送信してください。

パスワード再設定のメールが届いた場合は、既に会員登録
が できてい ます。

パスワードを再設定し、ログインしてください。
マイページログイン画⾯︓https://staynavi.direct/login

アカウント名、パスワードをご自⾝で設定し、
【同意して会員登録する】をクリックします。

注）アカウント名は登録されたメールアドレスではありません。
※アカウント名︓お好きな名前（ニックネーム等）を決めて ⼊
⼒してください。
既に別の会員が使⽤している名前は使⽤できません。

※アカウント名︓半角英字(⼤文字・小文字)・数字のみ
255文字以内
※パスワード︓半角英字(⼤文字・小文字)・数字・記号
（!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_`{|}~）を3種類以
上含む8文字〜32文字
＜OK例＞
Staynavi123
半角英字⼤+半角英字小+数字の3種が含まれている

staynavi@123
半角英字小+記号+数字の3種が含まれている

Stay@navi123
半角英字⼤+記号+半角英字小+数字の4種が含まれている

＜NG例＞
staynavi123
半角英字小+数字の2種しか含まれていない

stay@navi
半角英字小+記号の2種しか含まれていない

【ステップ３】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）

【ステップ３】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）
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会員登録が完了しました。

会員登録完了後、登録されたメールアド レスに
【会員登録完了】のメールが届きます。

そのままログイン画⾯にお進み頂き、マイページで
宿泊割引クーポン発⾏を⾏ってください。

会員登録は以上で完了です。

【ステップ５】／ＳＴＡＹＮＡＶＩ会員登録の⼿順（スマートフォン）
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②和歌山リフレッシュ拡大

https://wakayama-pr.staynavi.direct/login

３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順

●宿泊割引クーポンの発⾏
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●宿泊割引クーポンの発⾏

①マイページにログイン
（会員登録の際のメールアドレスと

パスワードを⼊⼒）

②【予約情報の登録/
宿泊割引クーポンの発⾏】
「わかやまリフレッシュＳワイド」をクリック

③「検索ワード」に宿泊施設名または
キーワードを⼊れて「検索する」をクリック

④「予約情報を登録」をクリック

⑤予約情報を⼊⼒し「キャンペーン条件に
同意し、登録内容を確認」をクリック

※登録詳細は次ページをご参照ください

⑥登録内容を確認し「クーポン券を発⾏」を
クリック

⑦次の画⾯で「クーポン券を確認」をクリッ ク
⑥

⑧

⑧「印刷する」をクリックし印刷する

※画⾯表⽰の「クーポン」とは、
宿泊割引クーポンのことを指します。

③

④

和歌山

⑤

和歌山市

①画⾯左上に
「和歌⼭県 わかやま
リフレッシュプランＳ
ワイド」と表⽰されて
いるかご確認ください。

【ステップ１】マイページにログインする

【ステップ２】予約情報を登録後、宿泊割引クーポンを印刷する

和歌山県
わかやまリフレッシュプランSワイド
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順

●予約情報登録画⾯＜詳細＞
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●予約情報登録画⾯＜詳細＞
●宿泊施設
・「施設を選択」画⾯で選択された宿泊施設名、
エリア、住所が⻘文字で表⽰されます。

●チェックイン／チェックアウト
・カレンダーから選択します。

●予約経路
・プルダウンから選択します。

●予約番号
・予約番号を⼊⼒します。
※半角英数、半角ハイフン「ｰ」、
半角アンダーライン「_」が使⽤できます。

●ご予約⽇
・予約⽇をカレンダーから選択します。

●プラン名
・予約したプラン名を⼊⼒します。

●代表者の居住地 ●代表者(姓)カナ
●代表者(名)カナ ●代表者電話番号
・旅⾏に実際に⾏く利⽤者のお名前と番号です。
・居住地はチェックイン⽇の居住地で登録します。

●宿泊人数
・⼤人、⼦供の人数を⼊⼒します。
・添寝乳幼児ならびに無料同伴幼児は、
「こども（無料）」に人数を⼊⼒します。

●同⾏者(姓)カナ ●同⾏者(名)カナ
●同⾏者の居住地
●予約総額(税込)
・予約⾦額の総額を⼊⼒します。
※⼊湯税、サービス料も含みます。

●施設使⽤欄
・利⽤者作成の場合は、宿泊施設の使⽤欄ですので
⼊⼒不要です。

・電話予約で、宿泊施設様が代理発⾏する場合は
☑を⼊れてください。

※予約の変更等により修正が必要な場合は新しい予約内容の宿泊割引クーポンを発⾏してから
旧内容の宿泊割引クーポンをキャンセルしてください。

※発⾏した宿泊割引クーポンは修正できません。
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順
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●「平⽇泊」と「休⽇泊」の連泊の場合は、それぞれ別々に割引クーポンの発⾏をお願いします

11/18（⾦）宿泊
（「平⽇」泊）

大人︓4,000円×２名

＋

11/19（土）宿泊
（「休⽇」泊）

大人︓4,500円×２名

① 旅⾏代⾦総額 8,000円

【11/18（⾦）／平⽇泊分】

② 最低販売価格チェック
8,000円÷2名＝4,000円 ＜ 5,000円（平⽇）

③ 補助額 Ⓐ 旅⾏代⾦総額の40％     3,600円
Ⓑ 上限額 5,000円×1泊×2名＝ 10,000円

④ お支払額 9,000円－3,600円 ＝ 5,400円

① 旅⾏代⾦総額 9,000円

※補助額のⒶとⒷを⽐較し、少ない⾦額の⽅が補助額となります

② 最低販売価格チェック
9,000円÷2名＝4,500円 ＞ 2,000円（休⽇）

⑤ 地域クーポン 1,000円分(1枚)×2名＝2,000円(2枚)

⑥ お⽀払額 5,400円 ＞ 地域クーポン配付額 2,000円

※ 最低販売価格5,000円（平⽇）を下回るため、割引適⽤外となります

【11/19（土）／休⽇泊分】
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３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順
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●連続宿泊の場合は「7連泊分」まで割引クーポンが発⾏可能です
（8泊目以降の割引クーポン発⾏は出来ません）

11/6（⽇）〜
10連泊

大人︓5,000円
×２名×10泊

（平⽇泊・休⽇泊ともに
同料⾦の場合）

① 旅⾏代⾦総額 30,000円

③ 補助額 Ⓐ 旅⾏代⾦総額の40％     24,000円
Ⓑ 上限額 5,000円×6泊×2名＝ 60,000円

④ お支払額 60,000円－24,000円 ＝ 36,000円

① 旅⾏代⾦総額 60,000円

※補助額のⒶとⒷを⽐較し、少ない⾦額の⽅が補助額となります

② 最低販売価格チェック
60,000円÷6泊÷2名＝5,000円 ＝ 5,000円（平⽇）

⑤ 地域クーポン 3,000円分(3枚)×6泊×2名＝36,000円(36枚)

⑥ お⽀払額 36,000円 ＝ 地域クーポン配付額 36,000円

※ 8泊目以降は割引対象外となります

③ 補助額 Ⓐ 旅⾏代⾦総額の40％     4,000円
Ⓑ 上限額 5,000円×1泊×2名＝ 10,000円

④ お支払額 10,000円－4,000円 ＝ 6,000円

① 旅⾏代⾦総額 10,000円

※補助額のⒶとⒷを⽐較し、少ない⾦額の⽅が補助額となります

② 最低販売価格チェック
10,000円÷1泊÷2名＝5,000円 ＞ 2,000円（休⽇）

⑤ 地域クーポン 1,000円分(1枚)×1泊×2名＝2,000円(2枚)

⑥ お⽀払額 6,000円 ＞ 地域クーポン配付額 2,000円

【11/6（⽇）〜6連泊分／平⽇泊分】

【11/12（土）〜1泊分／休⽇泊分】

【11/13（⽇）〜3泊分／8泊目以降の宿泊分】

＜ご注意事項＞

上記のような8連泊以上のケースで、敢えて複数の登録に分けて（「5泊分」＋「5泊分」など）、
それぞれを別の旅⾏として登録し、どちらも割引適⽤とすることは認められていません



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載

３．ご利⽤者の宿泊割引クーポン発⾏の⼿順

利⽤者様が宿泊をキャンセル・変更した場合、宿泊割引クーポンをキャンセルする必要があります。
マイページにログインして対象の宿泊割引クーポンのキャンセル処理が必要です。

発⾏した宿泊割引クーポンの内容を変更することはできないため、変更の際は、新たに宿泊割引
クーポンを発⾏してから登録済の宿泊割引クーポンをキャンセルしてください。
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●宿泊割引クーポンのキャンセル・変更の⼿順

① マイページにログインし、キャンセルしたいクーポンの【予約情報・クーポンの確認】をクリック
② 【キャンセルする】をクリック
③ メッセージが表⽰されるので、【ＯＫ】をクリック

宿泊割引クーポンキャンセルの⽅法

宿泊割引クーポン発⾏について操作⽅法がわからない場合は下記にお問い合わせください。

STAYNAVIわかやまリフレシュプランＳワイドサポートセンター

050－3173－3557
【対応時間】 9︓00〜18︓00 (年中無休)

宿泊割引クーポン発⾏（STAYNAVI）操作⽅法のお問い合わせ先
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について
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４ 地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）を受け取る

●予約⽅法・商品別 地域クーポン受取場所
旅⾏事業者で
予約の場合

宿泊事業者に
予約の場合

宿泊商品
宿泊施設チェックイン時 宿泊施設チェックイン時

宿泊を伴う旅⾏商品
（添乗員付） 宿泊施設チェックイン時に

添乗員より（※）
（該当なし）

宿泊を伴う旅⾏商品
（添乗員なし） 宿泊施設チェックイン時 宿泊施設チェックイン時

⽇帰り旅⾏商品
旅⾏出発⽇当⽇

添乗員または斡旋員より
（該当なし）

平⽇ 3,000円（1,000円券×3枚)
休⽇ 1,000円（1,000円券×1枚）

下記のとおり、商品・申込⽅法によって地域クーポンの受取場所が異なります。

●地域クーポン受取について

・⼦供や乳児への地域クーポン配布については、旅⾏代⾦が宿泊を伴う旅⾏商品は１人１泊
あたり（⽇帰り商品は1人１回あたり）平⽇5,000円・休⽇2,000円を下回らない場合
のみ配布します。

・当⽇確認時に同意確認書兼ワクチン・検査確認シートの提出や証明書の確認および本人
確認が出来ない場合は補助の対象外となり、地域クーポンはお渡しできません。
・旅⾏の申込みをキャンセルした場合や減泊、又は旅⾏代⾦が減額となり、わかやまリフレッシュ
プランＳワイドの対象外となった場合（旅⾏開始後の場合も含む）など、地域クーポンの
付与枚数が減少する場合には、地域クーポンを宿泊施設へ返還して下さい。

▶宿泊の場合︓１人１泊につき ▶⽇帰り旅⾏の場合︓1人1回につき

※添乗員または宿泊施設のフロントからとなります。
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

37

●地域クーポン配布⾦額について <宿泊商品及び宿泊を伴う旅⾏商品>

地域クーポンは、平⽇3,000円、休⽇1,000円を配布します。
平⽇、休⽇の詳細は次の通りです。

宿泊旅⾏については、宿泊⽇とその翌⽇がともに休⽇（土曜・⽇曜・祝⽇）の場合には、
その宿泊⽇は「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」として扱います。

10月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9       10 11 3,000円 12 3,000円 13 3,000円 14 3,000円 15 1,000円

16 3,000円 17 3,000円 18 3,000円 19 3,000円 20 3,000円 21 3,000円 22 1,000円

23 3,000円 24 3,000円 25 3,000円 26 3,000円 27 3,000円 28 3,000円 29 1,000円

30 3,000円 31 3,000円

11月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1 3,000円 2 3,000円 3 3,000円 4 3,000円 5 1,000円

6 3,000円 7 3,000円 8 3,000円 9 3,000円 10 3,000円 11 3,000円 12 1,000円

13 3,000円 14 3,000円 15 3,000円 16 3,000円 17 3,000円 18 3,000円 19 1,000円

20 3,000円 21 3,000円 22 3,000円 23 3,000円 24 3,000円 25 3,000円 26 1,000円

27 3,000円 28 3,000円 29 3,000円 30 3,000円

12月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1 3,000円 2 3,000円 3 1,000円

4 3,000円 5 3,000円 6 3,000円 7 3,000円 8 3,000円 9 3,000円 10 1,000円

11 3,000円 12 3,000円 13 3,000円 14 3,000円 15 3,000円 16 3,000円 17 1,000円

18 3,000円 19 3,000円 20 3,000円 21 3,000円 22 3,000円 23 3,000円 24 1,000円

25 3,000円 26 3,000円 27 3,000円 28 29 30 31
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について
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●地域クーポン配布⾦額について <⽇帰り旅⾏商品 >

地域クーポンは、平⽇3,000円、休⽇1,000円を配布します。
平⽇、休⽇の詳細は次の通りです。

⽇帰り旅⾏については、土曜・⽇曜・祝⽇を「休⽇」として扱い、それ以外を「平⽇」として扱
います。

10月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9       10 11 3,000円 12 3,000円 13 3,000円 14 3,000円 15 1,000円

16 1,000円 17 3,000円 18 3,000円 19 3,000円 20 3,000円 21 3,000円 22 1,000円

23 1,000円 24 3,000円 25 3,000円 26 3,000円 27 3,000円 28 3,000円 29 1,000円

30 1,000円 31 3,000円

11月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1 3,000円 2 3,000円 3 1,000円 4 3,000円 5 1,000円

6 1,000円 7 3,000円 8 3,000円 9 3,000円 10 3,000円 11 3,000円 12 1,000円

13 1,000円 14 3,000円 15 3,000円 16 3,000円 17 3,000円 18 3,000円 19 1,000円

20 1,000円 21 3,000円 22 3,000円 23 1,000円 24 3,000円 25 3,000円 26 1,000円

27 1,000円 28 3,000円 29 3,000円 30 3,000円

12月
⽇ 月 火 水 木 ⾦ 土

1 3,000円 2 3,000円 3 1,000円

4 1,000円 5 3,000円 6 3,000円 7 3,000円 8 3,000円 9 3,000円 10 1,000円

11 1,000円 12 3,000円 13 3,000円 14 3,000円 15 3,000円 16 3,000円 17 1,000円

18 1,000円 19 3,000円 20 3,000円 21 3,000円 22 3,000円 23 3,000円 24 1,000円

25 1,000円 26 3,000円 27 3,000円 28 29 30 31
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

地域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。
・地域クーポン表⾯に、地域クーポンを受け取った登録事業者（宿泊施設・⽇帰り旅⾏事
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、宿泊の場合はご宿泊⽇とその翌⽇まで（２泊３⽇の場合は１⽇目から

３⽇目まで）が有効期限となります。⽇帰り旅⾏の場合は⽇帰り旅⾏当⽇のみ有効です。
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●地域クーポンを確認する

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
なりますのでご注意下さい。

地域クーポン 表⾯

取扱店舗で地域クーポンを提出し、利⽤します。

・地域クーポンは、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。
・地域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。
・地域クーポンが利⽤済になると、取扱店舗により地域クーポン裏⾯に受領印が押されます。
・地域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。

●地域クーポンを利⽤する

Sワイドの地域クーポンは「オレンジ色」のクーポンとなります。
万一、水色のクーポン下記（わかやまリフレッシュプラン2nd/3rd/S）のクーポン
が混じっていたら、受け取りになられた事業者（旅⾏事業者・宿泊事業者）まで
すぐにお申し出ください。
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

例）10月14(⾦)〜10月15⽇（土）1泊2⽇のご旅⾏の場合の
地域クーポンの有効期限

40

10月
14⽇

（⾦）

10月
15⽇

（⼟）

（宿泊）

有効期限
⾒本

22 10 14
22 10 15

⾒本

22 10 14
22 10 16

⾒本

22 10 15
22 10 15

10月
16⽇

（⽇）

（宿泊） （宿泊）

10月
14⽇

（⾦）

10月
15⽇

（⼟）

有効期限

10月
1⽇

（⼟）

（⽇帰り）

有効期限

例）10月15⽇（土）⽇帰りのご旅⾏の場合の
地域クーポンの有効期限

例）10月14(⾦)〜10月16⽇（⽇）2泊3⽇のご旅⾏の場合の
地域クーポンの有効期限
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わかやまリフレッシュクーポン
特設ホームページ
https://premium-gift.jp/refreshswide/

４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

地域クーポンの取扱店舗は、ホームページにてご確認ください。

・右記のポスターを掲⽰している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でご利⽤いただけます。

・地域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。
・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Ｓワイドホームページから
①「参画事業者⼀覧」より

「リフレッシュクーポンサイト」をクリックし、
②「取扱店舗はこちら」をクリック

41

●地域クーポンの取扱店舗を確認する

わかやまリフレッシュプランＳワイド
特設ホームページ
https://wakayama-refresh.com/s_w/ 

②こちらを
クリック

地域クーポン取扱店ポスター

①こちらを
クリック

ホームページのデザインは予告なく変更となる場合があります
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４．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

■地域クーポンは商品の売買、サービスの提供の対価として、利⽤できます。
■地域クーポンを受け取ったときは、即時に、枚数、登録事業者欄と有効期間欄にスタンプ

又は記⼊がされていることを確認して下さい。
■地域クーポンと現⾦との交換はできません。
■地域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は出ません。※施設によっては使⽤できないところもあります。
■地域クーポンを切り離した場合、無効となります。
■地域クーポンを紛失した場合は、再発⾏できません。
■地域クーポンを破損した場合は、地域クーポンを受け取った事業者へ提⽰し申し出て

下さい。なお破損の程度により対応が出来かねる場合があります。
（宿泊を伴う商品⇒宿泊事業者、⽇帰り旅⾏商品⇒旅⾏事業者）

■「色合いが明らかに違う」「偽造防止（メタリックビュー）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。

■地域クーポン裏⾯に既に他店舗での受領のスタンプ、記⼊がある場合は、利⽤できません。
■地域クーポン券⾯記載の有効期間を過ぎた場合、地域クーポンは利⽤できません。

■以下のものは地域クーポンの利⽤対象になりません。
※下記の禁止⾏為、利⽤対象にならないものによるクーポン利⽤が発覚すれば、損害賠償、登録の取消、

換⾦の拒否その他の処分が⽣じる場合があります。

• 所得税、住⺠税、固定資産税、自動⾞税の公租公課。
• 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）
• 宝くじ（当せん⾦証票法（昭和23年法律144号）に基づくもの） ※注①、

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63号）に基づくもの） ※注②
注①︓ジャンボ宝くじ、ブロック宝くじ、全国通常宝くじ、ナンバーズ、ミニロト、ロト６・ロト７・ビンゴ5等
注②︓toto、BIG等

• その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競⾺、競輪、競艇、オートレース）等）
※但し、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
• 電気、ガス、水道、電話料⾦等
• NHK放送受信料
• 不動産賃料
• 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
• 保険料（⽣命保険、火災保険、自動⾞保険等）
• 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）
• プリペイドカードの購⼊、電⼦マネーへのチャージ等
• ⾦融商品（預貯⾦・振込、株式、投資信託、社債、公債等）
• わかやまリフレッシュクーポンの利⽤エリア内でサービスが完結しないもの
• 授業料、⼊学検定料、⼊学⾦等 ※アクテビティのガイド料⾦等は対象
• 事業活動に伴って使⽤する原材料、機器類又は商品等
• 宿泊代⾦又は宿泊を伴う旅⾏商品の代⾦
• 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
• 公序良俗に反するもの、社会通念上不適当とされるもの、その他取扱店舗が指定するもの
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●地域クーポンご利⽤時の注意事項
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５．よくあるご質問（FAQ）

１. 補助の適⽤について
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問1-1 出張等ビジネス旅⾏は対象ですか。

問１-2 感染状況が悪化して、利⽤期間が短縮、除外された場合など、
キャンセル料の扱いはどうなりますか。

答） 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、本事業の⼀時停止・中止や参画宿泊施
設が参画取消をした場合には補助⾦の対象外となります。
また、そのことを事由にしてご旅⾏を取り消される場合、通常の取消料が発⽣します。

問１-3 対象施設一覧はどこかで⾒ることができますか。

答） わかやまリフレッシュプランＳワイド特設ホームページでご確認いただけます。

わかやまリフレッシュプランＳワイド 特設ホームページ

https://wakayama-refresh.com/s_w/

問１-4 キャンペーン開始前に予約した場合は補助対象外ですか。

答） 既にお申し込みの予約につきましては、補助の対象となります。ただし、対応が困難な
場合がありますので旅⾏開始⽇までに旅⾏事業者・宿泊事業者にお問い合せください。

問１-5 各都道府県市町村独⾃の助成制度との併⽤は可能ですか。
また支払いにポイントを利⽤することは可能ですか。

答） 併⽤可能です。ただし、クーポン等適⽤後の価格を基準として補助⾦を算出します。詳しくは、
本マニュアルのP.8「本事業以外の各種割引の併⽤について」をご覧ください。

答） 対象となります。
但し、公⽴学校の教員の出張、⾏政の出張等の公費による出張は対象外です。

問１-6 割引の料⾦算出を⾏う際に添い寝幼児は人数に含めますか。

答） ⼦供料⾦や無料の乳幼児も1人として計算します。
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５．よくあるご質問（FAQ）
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問1-7 交通付きとはどのようなものを指しますか。

答） 宿泊サービスと航空機、鉄道、バス、船舶、タクシー等の運送サービスを組み合わせた
旅⾏をいいます。（P7参照）詳しくは旅⾏事業者にご確認下さい。

問1-8 検査結果が陰性であることを証明する書類として簡易キットは含まれますか。

答） 含まれません。簡易キットは不可です。

問1-9 出発前の検査結果で陽性になりました。取消料はどうなりますか。

答） まず、ご旅⾏にはご参加いただけません。取消した⽇によって補助⾦適⽤前の旅⾏代⾦
に対しての取消料がかかります。詳しくは、予約した旅⾏事業者または宿泊事業者にご
確認下さい。

問1-10 利⽤回数や最大泊数に制約はありますか。

答） 利⽤回数制限はありませんが、1旅⾏当たりの補助対象泊数は旅⾏期間によらず
7泊分までとします。（連泊か否かは問いません）

問1-11 ⼦供もワクチン接種や検査結果が陰性と記載された証明書は必須ですか。

答） 12歳未満の⽅は同居する親等（監護者）の同伴で住所が同じであることを証明する
書類があれば検査は不要です。ただし、12歳未満の参加者が同居の家族以外の場合
はワクチン接種または検査結果が陰性であることを証明する書類が必要です。

問1-12 同じグループ内にワクチン接種回数等が異なる⽅が混在しているときの取扱は
どうなりますか︖

答） ワクチン接種回数が３回に満たない⽅は別途、PCR検査又は抗原検査を受けていただ
き、ご旅⾏当⽇に有効な検査結果が陰性であることを証明する書類の提出が必要です。
もし検査の実施が困難な場合は３回接種済の⽅のみキャンペーン対象となります。

（接種・未接種混在の場合は、接種済みの⽅のみご利⽤いただくことは可能です。）
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５．よくあるご質問（FAQ）

2．地域クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について
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問1-13 同意確認書兼ワクチン・検査確認シートは乳幼児含め参加者全員分が必要で
すか。

答） 乳幼児含め参加者全員分の提出が必要です。

問1 -14 本人確認書類と現住所の住所が異なるのですが構いませんか。

答） 本人確認書類と現住所に相違がある場合は、現住所と氏名が記載された
住⺠票（個人番号の記載がなく、発⾏後3ケ月以内のもの）もしくは
直近（3ケ月）の公共料⾦（電気・ガス・水道等）の領収書等を追加で提⽰ください。

問1-15 ワクチン接種証明書やPCRの検査結果が陰性と記載された証明書は
アプリ画⾯やスマホで撮影した写真でも構いませんか。

答） 構いません。

問2-1 地域クーポンを破損、紛失してしまったのですが利⽤可能でしょうか。

答） 破損した場合は破損した地域クーポンを宿泊事業者へ提⽰し申し出てください。
紛失した場合は再発⾏できません。

問2-2 わかやまリフレッシュクーポン（地域クーポン）が使える施設はどこですか。

答） わかやまリフレッシュプランＳワイド特設ホームページにてご確認いただけます。
特設ホームページ︓https://wakayama-refresh.com/s_w/

問2-3 地域クーポンを使⽤する際の上限⾦額はありますか。

答） ありません。まとめて使っていただけます。
ただし、各取扱店舗の判断で上限を設定している場合があります。
詳細は各取扱店舗にお問い合わせ下さい。

問1-16 旅⾏参加者の中に、ワクチン検査確認など基準を満たさない⽅がいる
場合どのような対応になりますか。

答）基本的には、旅⾏会社や宿泊施設のシステム等で⼀人あたりの旅⾏代⾦を切り分けて
算出できる場合は基準を満たしていない⽅のみ補助⾦の対象外となります。
⼀⽅、⼀人あたりの旅⾏代⾦を切り分けて算出できない場合は旅⾏者全員が対象外と
なります。
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５．よくあるご質問
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問2 -4 地域ク－ポンは他の商品券や割引券との併⽤はできますか。

答） 併⽤利⽤につきましては、各取扱店舗の判断で条件を設定している場合があります。
詳細は各取扱店舗にお問い合わせ下さい。

問2-5 地域クーポンに有効期限はありますか。

答） 地域クーポン表⾯に記載されている有効期間内となります。
なお、宿泊の場合はご宿泊⽇とその翌⽇まで（２泊３⽇の場合は１⽇目から３⽇目
まで）が有効期限となります。⽇帰り旅⾏の場合は⽇帰り旅⾏当⽇のみ有効です。

問2-6 未使⽤の地域クーポンの払い戻しはできますか。

答） できません。

3．⽇帰り旅⾏について

問３-2 デイユースは⽇帰りプランの対象ですか。

答） デイユ－スは対象外です。

問3-3 ⽇帰り旅⾏はどこで申し込めますか。

答） 本事業に登録している旅⾏事業者にお申込み下さい。

問３-1 どのようなものが⽇帰り旅⾏商品となりますか。

答） ⽇帰り旅⾏商品とは、航空・鉄道・船舶・タクシー・バスなどの往復の運送サービスと
⾷事・ゴルフ・レンタカー・⽇帰り温泉券など旅⾏目的地での消費に寄与する現地アク
ティビティを組み合わせた商品のことをいいます（Ｐ7参照）。詳しくは、お申し込みの旅
⾏事業者でご確認下さい。
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６．お問合せ先

47

宿泊割引クーポン発⾏について操作⽅法がわからないとき

事業全般にかかるご質問があるとき

わかやまリフレッシュプランSワイド コールセンター

0120－782－316
050－3802－9424
【対応時間】 9︓00〜18︓00 (年中無休)

STAYNAVIわかやまリフレシュプランＳワイドサポートセンター

050－3173－3557
【対応時間】 9︓00〜18︓00 (年中無休)

FAX


