
令和 4 年 7 月 6 日 

わかやまリフレッシュクーポン取扱参画希望店舗 様 

 

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 

この度、6 月 17 日に観光庁から「全国を対象とした観光需要喚起支援策（全国旅行支援）」が発表 

されたことを受け、和歌山県ではこの全国旅行支援を「わかやまリフレッシュプラン S ワイド」（以下、

「本事業」）として、実施を検討しております。 

 

本事業においても、旅行割引支援に加え、地域限定クーポン「わかやまリフレッシュクーポン」の付

与も予定しております。 

つきましては、本事業における地域限定クーポン「わかやまリフレッシュクーポン」取扱店舗（和歌

山県内の店舗に限る）を新たに募集いたします。 

参画を希望される店舗様は、下記のとおり、必要書類を期日までにご提出いただきますようお願い

いたします。 

 

記 

 

＜必要書類＞ 

 ① 誓約書兼同意書 

② クーポン取扱店舗新規登録用紙 

③ 振込先口座の通帳コピー（口座証明書でも可） 

 ④ 参加同意書【飲食店用】※ 

※ ④は、GoTo トラベル地域共通クーポン取扱店舗ではない飲食店のみ、提出が必要。 

 

＜提出期限＞ 

令和 4 年 7 月 8 日（金） １２時まで当事務局必着 ※ 

※ 上記期日以降も新規登録を受付けますが、取扱開始日が遅れます。 

 

＜地域限定クーポンの概要（予定）＞ 

・クーポン券名称：わかやまリフレッシュクーポン 

・配布額：平日 3,000 円、休日 1,000 円  

（宿泊旅行の場合 1 人 1 泊あたり、日帰り旅行の場合 1 人 1 回あたり） 

 

＜注意点＞ 

 ・上記必要書類をご提出いただかないと、クーポン取扱店舗として登録完了とはならず、クーポンの 

取扱い及び換金が出来ません。 

・ご提出いただく書類は、メール（撮影画像添付不可）、FAX もしくは郵送にてご提出ください。 

 

※捺印は電子印も可 

※クーポン取扱店舗新規登録用紙に記入いただきました取扱店舗名、住所、電話番号、業種、店舗

URL は、わかやまリフレッシュクーポン HP に掲載されますので、正しい情報をご記入くださ

い 

※承認確認（注）を行った上で、販促及び換金ツールを登録店舗様宛てに送付いたします。 

販促ツール到着後、わかやまリフレッシュクーポンの取扱いが可能となります 

 

（注）承認確認：事務局からの承認メール、または「わかやまリフレッシュクーポン」HP の 

取扱店舗一覧へ掲載されたことで承認とする 

 

HP アドレス：https://premium-gift.jp/refreshswide/ （７月中旬以降公開予定） 

 

＜提出先・お問い合わせ先＞ 

わかやまリフレッシュクーポン事務局 

〒530-0054 大阪市北区南森町 1-4-19 サウスホレストビル 10F 

株式会社ビープロジェクト内（和歌山県より受託） 

ＴＥＬ 06-6809-6317 / ＦＡＸ 06-6809-6318 

事務局 MAIL refresh-wakayama@beepro.co.jp 

平日 10：00～18：00（土日・祝日は受け付けておりません） 

https://premium-gift.jp/refreshswide/
mailto:refresh-wakayama@beepro.co.jp


誓約書兼同意書 

                                                                                【新規取扱店舗用】 

                                            

「わかやまリフレッシュプラン S ワイド」（以下、「本事業」という。）におけるクーポン取扱店舗として参画

するにあたり、以下の事項を確認の上、☑を記入してください。 

 

□ GoTo トラベル地域共通クーポンの取扱店舗登録が完了しています。もしくは、参加同意書【飲食店用】 

をわかやまリフレッシュプラン Sワイド事務局（以下、「事務局」という。）及びわかやまリフレッシュクー 

ポン事務局（以下、「クーポン事務局」という。」に提出します。 

□ 業種別に定められている新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを遵守します。 

□ 本事業実施期間中に従業員等に感染者が出た場合や、店舗を利用した旅行者等に感染者が出たことを把握 

した場合は遅延なく、事務局に報告を行います。 

□ 和歌山県暴力団排除条例（平成２３年和歌山県条例第２３号）第２条第３号の暴力団員等又は同条第１号 

の暴力団若しくは同条第２号の暴力団員と密接な関係を有するものではありません。 

□ 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５項に規定す  

 る「性風俗関連特殊営業」又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する「接 

客業務受託営業」を行う事業者ではありません。 

□ 営業に関して必要な許認可等を取得しています。 

□ 本事業の支援金(クーポン券)を自己又は自社・自店舗の利益とするような行為は行いません。 

□  和歌山県、事務局及びクーポン事務局が行った決定事項及び換金スケジュールに則った運用を行い、異議

は一切申し立てません。 

□ この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切 

申し立てません。 

□ 登録情報の変更が発生した場合は、速やかに変更登録申請を行います。 

 

わかやまリフレッシュプラン S ワイド事務局・わかやまリフレッシュクーポン事務局 御中 

 

令和  年   月   日         

 

上記誓約書兼同意書に基づき、わかやまリフレッシュクーポン取扱店舗に参画します。 

 

        事業者名 

 

事業者住所   〒 

 

事業者代表者名                       印 

 

取扱店舗名 

 

        担当者名                            

 



登録店舗情報

ふりがな

事業者名

〒

事業者代表者名（姓・名）

事業者電話番号

事業者担当者名（姓・名）

事業者担当者電話番号

事業者担当者メールアドレス

ふりがな

取扱店舗名

〒

店舗電話番号

店舗担当者名（姓・名）

店舗担当者電話番号

店舗担当者メールアドレス

店舗URL

振込口座情報 ※口座確認シートをご確認の上、ご記入ください

金融機関名

(銀行・信用金庫等まで記入)

金融機関コード

(4桁番号)※

支店名

(支所・出張所等まで記入)

支店コード

(3桁番号)※

口座科目種類 当座口座 普通口座

口座番号（7桁番号)※

口座名義

口座名義カナ

 ※シートに入力いただく際は誤入力にご注意ください。

 ※手書き・FAXでの返信の場合は楷書にてご記入ください。

 ※英数字の大文字、小文字、全角、半角にご注意ください。

  判別しにくい例）1/ｌ、1/7、2/ｚ、5/8、7/9、9/ｑ、ｇ/ｑ、i/ｌ、０/o、0/O など

事業者FAX番号

申請日： 年 月 日

店舗住所
ふりがな

事業者住所
− ふりがな

事業者担当者FAX番号

事業者代表者ふりがな

−

和歌山県

※金融機関コード、支店コード、口座番号は

先頭の「0」を省略せずに記入してください

店舗担当者FAX番号

店舗業種

(該当するもの１つに〇を

つけて下さい)

わかやまリフレッシュプランSワイド 事業 クーポン取扱店舗 新規登録用紙

返信先 メール：refresh-wakayama@beepro.co.jp / FAX：06-6809-6318

事業者担当者ふりがな

店舗FAX番号

店舗担当者ふりがな

スーパー コンビニ 飲食料品店 ホームセンター 書籍文房具小売店 飲食店 百貨店

レンタカー 自転車販売 クリーニング メガネ・コンタクトレンズ・補聴器 旅館・ホテル 雑貨店

理容・美容店 リフォーム業 衣料・身の回り品取扱店 ガソリンスタンド

ドラッグストア・調剤薬局 おもちゃ・ベビー用品 100円・ディスカウントショップ 楽器店

病院または医療機関等 家電販売店 その他小売業 その他サービス業





参加同意書【飲食店用】 

【営業形態】 

（１）日本標準産業分類（平成25年10月改訂）の中分類「76 飲食店」に分類される飲食店（主として客の求めに応じ調理した

飲食料品をその場で飲食させる飲食店）であり、かつ、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第52条第1項に基づく「飲食店

営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること。 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「風営法」という。昭和23年法律第122号）第2条第5項に規

定される「接待飲食等営業」及び同条第13項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を得た営業を行っていないこと。 

（３）風営法の許可を有しているものの、臨時に外から呼んできた者のみに接待させる営業を行っている店であり、かつ、わかやまリフレッ

シュプランSワイドに参加している間は、わかやまリフレッシュクーポン券（以下「クーポン券」という。）の利用者かどうかに関わらず、利

用客に対して接待飲食等営業を行わず、その旨を店頭に掲示していること。 

【行政への協力】 

（１）わかやまリフレッシュプランSワイド期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基

づく協力の要請があった場合には、それに従うこと。また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国又は地方

公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。 

（２）わかやまリフレッシュプランSワイド期間中に、当店の従業員から新型コロナウイルスの感染者が発生したことを把握した場合には、

速やかに保健所に報告すること。 

（３）和歌山県及び「わかやまリフレッシュプランSワイド事務局」（以下「事務局」という。）が事前通告なしに行う訪問調査に協力する

こと。 

【ガイドラインに基づく取組等】 

（１）「外食業の事業継続のためのガイドライン」（令和2年5月14日、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国

生活衛生同業組合中央会）に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施すること。 

（２）「換気」「声量」「三密」に配慮しクラスターの発生を防ぐために、以下の内容を含む感染症予防の取組を実施するとともに、その取

組内容を店頭に掲示すること。 

• 店舗入口や手洗い場所における手指消毒用の消毒液の用意 

• 店内における適切な換気設備の設置と徹底した換気の実施（窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用等） 

• 他グループの客同士ができるだけ2m（最低1m）以上空くように間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパー

ティション（アクリル板又はそれに準ずるもの。以下同じ。）で区切る。カウンター席は、他グループの客同士が密着しないよう適

度なスペースを空ける 

※飛沫感染を防ぐ観点からは、背中合わせの座席について、最低1m以上の間隔を空けて配置することまで求めるものではない。 

また、同様に、カウンター席については、パーティションで区切る対応も効果的である。 

【参加登録の取消】 

ガイドラインの遵守に係る不備について、和歌山県または事務局の指摘に適切に対応しない場合や本同意書の記載内容に違反や虚

偽があった場合、また本事業の目的に合致しない行為があった場合は事務局により参加登録が取消されることに同意すること。 

※登録情報に変更が生じた場合が速やかに事務局へ変更申請を行うこと 

【本事業の目的に合致しない行為（例）】 

下記行為を行った場合、参加登録の取消、及び法的措置の対象とします。 

（１）取扱店舗の参加登録資格の偽装、実態のない店舗の場合 

（２）クーポン券の自己取引、架空取引、虚偽報告を行った場合 

（３）クーポン券の転売、再流通を行った場合 

（４）クーポン券の偽造、悪用、濫用を行った場合 

【法令に基づく要件】 

和歌山県内に事業所、店舗等を有する飲食事業者で、かつ、和歌山県内の店舗等のみにおいてクーポン券の使用を制限できるもの

で、次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第2項に該当しない者及び刑法（明治40年法律第45号）第

96条の3若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第3条の規定に

よる刑の容疑により刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されていない者 

（２）特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと 

（３）役員等（法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員

と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団

員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。）第2条第6号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと 

（４）暴力団（暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと 

（５）役員等が「自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、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」していないこと 

（６）役員等が「暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運

営に協力し、又は関与」していないこと 

（７）役員等が、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ないこと 

（８）本店所在地の市町村税、消費税及び地方消費税を完納していること 

（９）民事再生法（平成11 年法律第225 号）第21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又



は申立てをなされている者（同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成14 年法律

第154 号）第17 条第１項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法

第41条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著し

く不健全であると認められる者でないこと 

（10）その他、和歌山県または事務局が取扱店舗として適当でないと認めた者でないこと 

【取扱店舗の責務】 

（１）取引においてクーポン券の受取を拒否しないこと 

（２）発行元の登録事業者印のないもの、有効期間を過ぎたクーポン券は受取らないこと 

（３）クーポン券は転売、譲渡、交換、再利用及び換金しないこと 

（４）クーポン券面金額以下の取引の場合であってもお釣りは渡さないこと 

（５）不足分は現金等で受取ること 

（６）取引によりクーポン券を受取ったときは、事務局から事前に配布する見本券と使用されたクーポン券に相違ないか確認すること。 

「偽造防止メタリックビューがない」「色合いが明らかに違う」等、偽造等されたクーポン券と判別できる場合は、クーポン券の受取りを

拒否するとともに、その事実を速やかに警察（#110）へ通報の上、「わかやまリフレッシュクーポン事務局（TEL：06-6809－

6317）へ報告すること。なお、クーポン券の盗難・紛失、滅失または偽造、変造、模造等によるトラブルに対して事務局及びわかや

まリフレッシュクーポン事務局は責任を負いません 

（７）クーポン券の見本は、レジ担当者をはじめクーポン券を取扱う全ての関係者に周知すること 

（８）使用者からクーポン券の半券を誤って切り離した旨の申告を受けた場合は、クーポン券全体の提示を求め、確認を行った上で切り

離した半券とともにクーポン券を受取ること（クーポン券は、半券を切り離すと原則、使用できません） 

（９）取引によりクーポン券を受取ったときは、再流出を防止するため、即時に裏面に取扱店舗受領印名を捺印すること 

既に取扱店舗印等があるものは、受取らないこと 

（10）本同意書及び取扱店舗マニュアル等に則して、クーポン券を適正に取扱うこと 

（11）他当該事業に係る関係者の事業に協力すること 

【その他】 

（１）本同意書及び取扱店舗マニュアル等に記載のない事項もしくは定めのない事項に関しては、事務局がその対応を決定します 

（２）取扱店舗の情報（店舗名称、所在地、電話番号等）は、「取扱店舗こちら（クーポンが使える店舗一覧）」として専用ホーム

ページに広報します 

（３）本事業は観光庁の補助事業であることから、国の方針等によって、内容が変更される可能性がある旨をご了承ください 

（４）使用者への不利益を与える行為や、故意により事務局等に対して損害を与える行為等を行った場合は、換金の拒否もしくは損

害賠償を求める場合がございますのでご注意ください 

（５）本事業について、事務局よりアンケートを実施することがありますのでご協力をいただけますようお願いいたします 

（６）「和歌山県新型コロナウイルス感染症予防対策認証制度」の認証を受けていない場合は、積極的に認証を受けていただけます 

ようお願いいたします 

 

わかやまリフレッシュプランSワイド事務局・わかやまリフレッシュクーポン事務局 

令和   年   月   日 

事業者住所 

 

事業者名 

 

代表者名                                               印 

 

取扱店舗名 
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