
わかやまリフレッシュプランSワイド
事業者向け説明会

1回目：7月1日（金）１３：３０～１４：３０

2回目：7月4日（月）１３：３０～１４：３０

和歌山県観光振興課

わかやまリフレッシュプランSワイド事務局
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

６月１７日に観光庁から「全国を対象とした観光需要喚起策（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」として、実施を検討しています。

【支援内容】 ※国の支援事業として、支援水準は、以下のとおり全国一律
○ 割引率 ： 40％
○ 割引上限額 ： 交通付宿泊 8,000円 交通なし宿泊･日帰り 5,000円
○ クーポン券 ： 平日3,000円（1,000円×3枚）、 休日1,000円

【対象者】
○ 全ての都道府県に居住する旅行者

【実施時期】
○ 開始時期：現時点では、未定

※国において6月中の感染状況を見極めた上で実施時期が示された後、
県の事業開始時期を決定

○ 終了時期：8月末まで（最繁忙期は除外） ※9月以降の方針は未定
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

制度の比較

リフレッシュＳ（県民割） リフレッシュＳワイド（全国旅行支援）

期間
4／1 ～ 7／14

※GW期間（4/29～5/8）は対象外

未定 ～ 8／30

※最繁忙期は対象外

割引率 50% 40%

　　交通付宿泊　              　　8,000円

　　交通なし宿泊・日帰り　  5,000円

クーポン券 2,000円 平日 3,000円、休日 1,000円

ワクチン接種 県民 2回、県外 3回 県民・県外　3回

割引上限額 宿泊　5,000円
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

【販売スキーム】

○ホテル・旅館に直接予約する場合、「ステイナビ」を活用
・これまでのリフレッシュプランでは、PassMe！電子チケットシステムを
活用していましたが、本事業では「ステイナビ」を活用

・なお、本事業においては、「ステイナビ」利用に関する手数料
（宿泊事業者様の負担）は発生しない予定です

○旅行事業者については、国主導で設置される「統一窓口」に
全国の旅行事業者が登録。全ての登録旅行事業者で
「リフレッシュプランＳワイド」の取扱が可能。
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

都道府県

都道府県

事務局

統一窓口
旅行事業者

（全国）

ホテル・旅館

（県内）

委託

再委託

旅行事業者

登録、予算枠割当、精算等

登録・精算

登録・精算

利用者

→ 「ステイナビ」で割引クーポン取得

ホテル・旅館に直接予約
窓口・ネット等

で申込

イメージ図
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

ワクチン・検査パッケージ

○これまでのリフレッシュプランＳ（県民割・ブロック割）と同様、

「ワクチン・検査パッケージ」の利用が条件となる予定

○ワクチン接種回数は、県内在住者・県外在住者ともに３回接種済

またはPCR検査等の結果が陰性であることが参加条件となる予定

※現時点では、制度詳細は未定

※これまでお願いしていた「ワクチン・検査確認シート」等の取扱いに

ついては、改めてお知らせします
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

スケジュール

6/28（火） ・STAYNAVIコールセンター開設

7/1 （金） ・事業者向けWEB説明会

・STAYNAVIエントリー受付開始 (宿泊事業者様）

・わかやまリフレッシュプランSワイド事務局・コールセンター

開設

7/4 （月） ・日帰り旅行取扱旅行事業者様エントリー受付開始

7/10（日） ・STAYNAVI １８：００（１次締切）

※事業開始時期は、現時点では未定です。
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わかやまリフレッシュプランSワイドの概要

事務局

わかやまリフレッシュプランSワイド事務局
【受託：和歌山ツーリズムコンソーシアム】

代表構成員
構 成 員
構 成 員
構 成 員

： (株)JTB 和歌山支店
： 近畿日本ツーリスト(株)和歌山支店
： 東武トップツアーズ(株)和歌山支店
： (株)日本旅行 TiS和歌山支店

全体コールセンター

NTA
地域限定クーポンチーム

SV（MGR）

事務担当

KNT
宿泊直販チーム

SV（MGR）

事務担当

TTT
旅行事業者チーム

SV（MGR）

事務担当

総合事務局

STAYNAVIコールセンター 統一窓口 わかやまリフレシュクーポン事務局コールセンター

JTB
全体統括

事務局長

事務統括（MGR）

事務担当（2名）

和歌山県
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統一窓口について

○旅行事業者は国主導で設置される「統一窓口」にて参画登録

○「統一窓口」が、全国12,000社ある旅行会社・OTAを取りまとめる

ことで、旅行事業者の対応業務の重複を解決

統
一
窓
口
業
務

旅行事業者の登録・審査
・登録受付、審査、承認
・旅行事業者からの問合せ対応

旅行事業者の
予算枠割当・管理

・中小旅行事業者に配慮した運営
・予算枠の利用状況の共有

精算申請の受付・審査・振込
精算申請、受付、ルールに対しての審査・振込
・旅行事業者からの問合せ対応

旅行事業者情報のデータ管理

・旅行事業者マスターデータ管理
・予算枠データ管理
（申請状況・補助金利用状況等）
・旅行事業者への連絡対応



○対象事業者（宿泊事業者）は以下の条件を満たし、本事業に

応募した者です。

・ 県内で旅館業法第 3 条第 1 項の許可 または 住宅宿泊事業法

第 3 条第 1 項の届出に基づき宿泊施設を営む者

※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第 2 条

第 6 項の施設を除く

・「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

を受けていること

○「誓約書兼同意書（様式第1号）」の提出が必要
※押印は、自筆署名の場合省略可能とし、併せて画像（写真）での提出を

可能とします。 9

対象事業者（宿泊事業者）について
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について

○宿泊事業者様は「STAYNAVI」への登録・申請が必要です

【宿泊割引クーポン取得システム “STAYNAVI” 】
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について

【管理画面】 ※クーポン内容をよく確認して
承認作業を行ってください。

※間違うと精算事務に支障が
出る場合があります。

管理画面の実績ステータスを
【宿泊⁽承認⁾】へ変更して下さい。

※この処理は月次の実績登録の締日まで変更が可能

※キャンセルの場合※
旅行者が来られない、予約のキャンセルが入った
場合は実績ステータスを
【キャンセル・NoShow】に変更してください。
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について
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ステイナビ（ＳＴＡＹＮＡＶＩ）について
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地域限定クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

○地域限定クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）の取扱いについては

以下を予定しています

・宿泊旅行 ：宿泊施設にて、チェックイン時にクーポン配布

・日帰り旅行：日帰り旅行を取扱う旅行事業者※にてクーポン配布

※日帰り旅行の取扱いを希望する旅行事業者は、「統一窓口」への

登録とは別に、Ｓワイド事務局への登録（エントリーシステムから

登録）が必要です
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地域限定クーポン（わかやまリフレッシュクーポン）について

※事業開始時期は未定ですが、以下のとおり準備を進めています

○地域限定クーポンの実績報告について、7月31日までは従来通りの

紙ベースでの提出を予定

○8月1日以降、QRコード付のクーポン券となり、「地域クーポン配布

管理システム」で読取を行うため、紙での実績報告は不要となる予定

※各施設毎に一つのメールアドレスが必要

※同経営であっても一つのホテル・旅館につき別々のメールドレスが必要

※部屋番号はすべて番号で登録

（例：桐の間⇒６０１へ変換など）

○詳細が決まり次第、別途ご案内します
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日帰り旅行取扱旅行事業者のエントリー方法

① Sワイド特設ホームページから「日帰り旅行取扱旅行事業者登録

エントリーフォーム」より申請します（申請完了後、サンキューメールが届きます）

② Ｓワイド特設ホームページに掲載している「誓約書兼同意書」を、

ダウンロードの上、事務局へ送付願います。

③ 7月7日（木）までに「誓約書兼同意書」及び「統一窓口への登録」

が確認出来れば、地域限定クーポン及び取扱マニュアルを送付します。
※Sワイドの事業開始と同時に、日帰り旅行が予約・販売開始が可能となる予定です。
※7月7日（木）以降の確認となる場合は、クーポン・マニュアルが届き次第、予約・販

売開始となります。

【留意事項】

地域限定クーポンは日帰り登録旅行事業者様より各利用者様に

お渡しとなります。



21



本日の説明会以降、ご質問がある場合、下記連絡先へお問い合わせください

① 「事業全般に関する問い合わせ」

わかやまリフレッシュプランＳワイド事務局

TEL 073-435-1501（平日9:30～17:30）

② 「STAYNAVI 申請および登録・操作について」

STAYNAVIわかやまリフレッシュプランＳワイドサポートセンター

TEL 050-3173-3557（9:00～18:00）

③ 「統一窓口に関する問い合わせ」

・制度全般⇒03ー6635-3669

・事業者登録、補助金関連⇒03-6635-3655
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問い合わせ先


