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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２nd（セカンド）

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
２０２３(令和５)年１月１０日（火）

～２０２３(令和５)年６月３０日（金）※
※ ７月１日(土)チェックアウト分まで
※ゴールデンウィーク期間（4/29～5/7）は対象外
（宿泊は4/29チェックインから5/8チェックアウトは対象外）

②日帰り旅行商品
２０２３(令和５)年１月１０日（火）

～２０２３(令和５)年６月３０日（金）
※ゴールデンウィ－ク期間（4/29～5/7）は対象外
※いずれも予算が無くなり次第、終了とします。

販 売 開 始 日 ①～2023年3月30日(木)までの宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品・日帰り旅行商品
2022(令和４)年12月21日(水)

②2023年3月31日(金)以降の宿泊商品・宿泊を伴う旅行商品・日帰り旅行商品
2023(令和5)年3月20日(月) ※

※STAYNAVIでの宿泊割引クーポンの発行は3/25(土)より可能となります
※旅行事業者によって取扱開始日が異なります。お申込先の旅行会社に

ご確認下さい

補 助 金 総旅行代金等総額の20％ ※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：3,000円/1人1泊あたり

宿泊を伴う旅行商品(交通付) ： 5,000円/1人1泊あたり
② 日帰り旅行商品： 3,000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

販売開始日より前に予約されたご予約は対象とはなりません。
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３,000円、休日2,000円を未満の商品は対象外となります。

12月13日に観光庁から「年明け以降の全国旅行支援の実施について」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２nd」として以下の通り実施します。
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１．事業概要
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地 域 ク ー ポ ン
（電子クーポ ン）

呼称：わかやまリフレッシュＰＡＹ（ペイ）
平日：２，０００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
※有効期限：

＜宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品＞
宿泊施設チェックイン日～チェックアウト日の23：59まで

＜日帰り旅行商品＞
日帰り旅行出発日の23：59まで

※平日・休日の区分は本マニュアルP38～41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
3,000円、休日2,000円を下回らない場合のみ配布します。

※わかやまリフレッシュＰＡＹ(地域クーポン)は4/30(日)～5/7(日)は
利用できません。

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）が同伴する12歳未満の方は住所が同じ

であることを証明する書類があれば検査は不要です。
※同居する親等（監護者）が同伴しない12歳未満の方はワクチン２

回接種または検査結果が陰性であることの証明が必要です。
※検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した

検査結果は認められません。
・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P17～20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。
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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20％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、20％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。

5

●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20％

上限額 1人1泊あたり
5,000円

1人1泊あたり3,000円
1人1回あたり3,000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 … 20％

旅行代金総額からの算出方法

19万円×20％＝38,000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）

5,000円×2泊×3人＝30,000円＞
金額の低い30,000円を補助

補助金
8万円×20％＝16,000円

補助金
8万円×20％＝16,000円

補助金
3万円×20％＝6,000円

＞
＞＞

交通付き商品の上限
5千円×2泊＝10,000円

交通付き商品の上限
5千円×2泊＝10,000円

交通付き商品の上限
5千円×2泊＝10,000円

金額の低い26,000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】
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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5,000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5,000円】の宿泊を伴う旅行商品（交通付き）と【上限3,000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20％ 6,000円
※上限額 3,000円×1泊×４人＝ 12,000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20％ 20,000円
※上限額 5,000円×3泊×3人 ＝ 45,000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20％ 16,000円 Ⓑ

※上限額 5,000円×2泊×2人 ＝ 20,000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20％ 4,000円

※上限額 3,000円を超過する為、3,000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－20,000円 ＝ 80,000円

➡ お支払額 100,000円－19,000円 ＝ 81,000円
Ⓐ Ⓑ

➡ お支払額 30,000円－6,000円 ＝ 24,000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20％ 6,000円
※上限額 3,000円×1回×４人＝ 12,000円 の範囲内

➡ お支払額 30,000円－6,000円 ＝ 24,000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。
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●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 × 20% = 補助金は 1,800円

利用者支払額
7,200円

補助金
1,800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（2,000円）は利用者が追加で支払い。

利用者支払額
8,000円

取消料不足分
2,000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する書類

・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）
・その他、国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書等
※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
※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

※当日決済のみ（事前決済は不可）

●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PAY）を受け取る
平日：2,000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PAY）を受け取ります

地域クーポン（わかやまリフレッシュPAY）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）が同伴する12歳未満の方は住所がおなじであることを

証明する書類があれば検査不要です。
※同居する親等（監護者）が同伴しない12歳未満の方はワクチン2回接種または

検査結果が陰性であることの証明が必要です。
※検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は

認められません。

・左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。

※わかやまリフレッシュＰＡＹ(地域クーポン)は4/30(日)～5/7(日)は利用できません。
※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

予約後速やかに割引クーポンを発行して下さい。
※予算が無くなり次第、割引クーポンの発行はできなくなります。
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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2nd』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PAY）」を受け取る

２．ご利用までの流れ ～予約方法・商品別～
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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

予約後速やかに割引クーポンを発行してください。
※予算が無くなり次第、割引クーポンの発行は
できなくなります。
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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する書類

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2nd』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PAY）
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PAY）
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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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2nd』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PAY）
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PAY）
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する書類
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）が同伴する12歳未満の方は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。

※同居する親等（監護者）が同伴しない12歳未満の方はワクチン２回接種または検
査結果が陰性であることの証明が必要です。

※検査結果通知書によらず、旅行者自らが検査キットを用いて実施した検査結果は
認められません。

 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」 2023年3月10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

※旅行者の皆様に留意していただきたい感染症対策を場面別にまとめたものです。
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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 ２nd」特設ホームページ

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
（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

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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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。
ご予約時に青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。
ご予約時に青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
２ ご旅行の予約 ・ ３ ご旅行当日

青点線
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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。
ご予約時に青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。
ご予約時に青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

青点線
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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
※ワクチン接種券により接種履歴が確認できる場合は、ワクチン接種券の利用が可能です。
※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

※同居する親等（監護者）が同伴する12歳未満の方は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。

※同居する親等（監護者）が同伴しない12歳未満の方はワクチン２回接種
または検査結果が陰性であることの証明が必要です。

。

※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

２ ご旅行の予約 ・ ３ ご旅行当日
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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。

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

※同居する親等（監護者）が同伴する12歳未満の方は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。

※同居する親等（監護者）が同伴しない12歳未満の方はワクチン２回接種
または検査結果が陰性であることの証明が必要です。

。
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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民票（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 ●障害者手帳等福祉手帳 ●船員手帳
●戦傷病者手帳 ●健康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）

●国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書など
※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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販売開始日より前のご予約は対象とはなりません。
2023(令和5)年3月31日(金)以降のご予約については、
3月20日(月)から販売開始となります。
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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）＞

https://staynavi.direct/login
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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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●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

30

●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

★2023年3月25日（土）より発行可能となります。

予約後速やかに割引クーポンを発行してください。
※予算が無くなり次第、割引クーポンの発行はできなくなります。
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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、住所が青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。



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。

32

●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

●宿泊割引クーポン発行の際の注意事項
① 「平日泊」と「休日泊」の連泊の場合は、それぞれ個別に割引クーポンの発行をお願いします。
② 連泊の場合は「７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できません。
・８泊以上の場合で複数の登録に分けて（「５泊分」＋「５泊分」など）それぞれ別の
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。
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４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

■地域クーポン（電子クーポン）の概要
和歌山県では 「わかやまリフレッシュプランSワイド２nd」より、地域クーポンは
電子クーポンとなります。
地域クーポンに印字されたＱＲコード（QR取得台紙）を予め利用者がご自身の
スマートフォン等にインストールした専用アプリで読み取ることで電子クーポンとして利
用可能となります。

名称：わかやまリフレッシュPAY（ペイ）
電子クーポンシステム名称：

Gift Pad社 「regionPAY aLPHa（リージョンペイ・アルファ）」

詳しい使い方は特設HPの
ユーザーマニュアル「regionPAYアプリご利用方法について」をご覧ください。

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/

■地域クーポン配布額
平日：2,000円 休日：1,000円

■有効期限
▶宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品

宿泊施設チェックイン日～チェックアウト日の23：59まで
▶日帰り旅行商品

日帰り旅行出発日の23：59まで

■ご注意事項
・子供や乳児への地域クーポン（QR取得台紙）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３,000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（QR取
得台紙）はお渡しできません。

・地域クーポン（QR取得台紙）受取り後、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２nd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（QR取得
台紙）のポイント付与数が減少する場合には、宿泊施設または添乗員等へお
申し出下さい。

▶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

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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予約方法・商品別 地域クーポン（QR取得台紙）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）

電子クーポンを利用するには、地域クーポン（QR取得台紙）の受け取りが必要です。
商品・申込方法によって地域クーポン（QR取得台紙）の受取場所が異なります。

※添乗員または宿泊施設のフロントからとなります。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

■地域クーポン（QR取得台紙）の受取について

※regionPAYの詳しい利用方法は特設ＨＰよりご確認下さい。
https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

アプリをダウンロード スマホを
持たない方

紙クーポンのままで

わかやまリフレッシュ
PAYを選んで チャージを選択 紙クーポン券面の

QRを読込み

クーポン加盟店で紙クーポンで支払い

紙クーポンを店舗側のスマートフォン・
タブレット等で読み取って支払い

region PAY アプリをインストールし、券面のQRをスマートフォン等で
読み取るだけで、チャージが可能

店舗に設置されたQRを
アプリで読み取って支払い

クーポン加盟店でアプリで支払い 紙クーポン残額の確認方法
・クーポン加盟店舗で利用時に確認

又は
・わかやまリフレッシュPAY事務局へ問い合わせ

「地域クーポン（QR取得台紙）」

地域クーポンを受け取ったら
地域クーポンを受け取ったら
大切に保管して下さい。

■地域クーポン（QR取得台紙）の使い方
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４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

■regionPAYチャージ全体の流れ

4.地域マイページ 5.QRをスキャン 6.チャージ完了

※初回は新規登録

1.アプリDL 2.ログイン 3.地域選択

地域クーポン（QR取得台紙）

利用者

宿泊事業者・旅行事業者様で発行
されるクーポンのことです。

（電子クーポン、紙クーポン、どちら
も同一のQRとなります）

※「わかやまリフレッシュプランPAY」を選択

アプリをダウンロード

※「わかやまリフレッシュプランPAY」の画面
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４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

加盟店舗

店舗にて決済用
QRコードを掲出

2.金額が合っているか店舗に確認をとる

1.アプリを開く 2.ログイン 3.地域選択 4.地域マイページ

利用者

5.店舗QRスキャン 6.金額入力 8.決済完了7.金額確認

■regionPAYによる決済の流れ
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●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2,000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。

1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 2,000円 11 2,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 1,000円

15 2,000円 16 2,000円 17 2,000円 18 2,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 1,000円

22 2,000円 23 2,000円 24 2,000円 25 2,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 1,000円

29 2,000円 30 2,000円 31 2,000円

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 2,000円 4 1,000円

5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 2,000円 11 1,000円

12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 2,000円 18 1,000円

19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 2,000円 23 2,000円 24 2,000円 25 1,000円

26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円

3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 2,000円 4 1,000円

5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 2,000円 11 1,000円

12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 2,000円 18 1,000円

19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 2,000円 23 2,000円 24 2,000円 25 1,000円

26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円 29 2,000円 30 2,000円 31 2,000円
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●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2,000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。

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 1,000円

2 2,000円 3 2,000円 4 2,000円 5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 1,000円

9 2,000円 10 2,000円 11 2,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 1,000円

16 2,000円 17 2,000円 18 2,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 1,000円

23 2,000円 24 2,000円 25 2,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円 29

30

5月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7  8 2 , 0 0 0円 9 2,000円 1 0 2 , 0 0 0円 11 2,000円 12 2,000円 13 1,000円

14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 1 7 2 , 0 0 0円 18 2,000円 19 2,000円 20 1,000円

21 2,000円 22 2,000円 23 2,000円 2 4 2 , 0 0 0円 25 2,000円 26 2,000円 27 1,000円

28 2,000円 2 9 2 , 0 0 0円 30 2,000円 3 1 2 , 0 0 0円

6月

日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 1,000円

4 2,000円 5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 1,000円

11 2,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 1,000円

18 2,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 2,000円 23 2,000円 24 1,000円

25 2,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円 29 2,000円 30 2,000円

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）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 >

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。

1月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 2,000円 11 2,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 1,000円

15 1,000円 16  2,000円 17 2,000円 18 2,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 1,000円

22 1,000円 23 2,000円 24 2,000円 25 2,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 1,000円

29     1,000円 30 2,000円 31 2,000円

2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 2,000円 4 1,000円

5 1,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 2,000円 11 1,000円

12 1,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 2,000円 18 1,000円

19 1,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 2,000円 23 1,000円 24 2,000円 25 1,000円

26 1,000円 27 2,000円 28 2,000円

3月

日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 2,000円 4 1,000円

5 1,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 2,000円 11 1,000円

12 1,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 2,000円 18 1,000円

19 1,000円 20 2,000円 21 1,000円 22 2,000円 23 2,000円 24 2,000円 25 1,000円

26 1,000円 27 2,000円 28 2,000円 29 2,000円 30 2,000円 31 2,000円



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載
41

●地域クーポン配布金額について <日帰り旅行商品>
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。

地域クーポンは、平日2,000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。

4月
日 月 火 水 木 金 土

1 1,000円

2 1,000円 3 2,000円 4 2,000円 5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 1,000円

9 1,000円 10 2,000円 11 2,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 1,000円

16 1,000円 17 2,000円 18 2,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 1,000円

23 1,000円 24 2,000円 25 2,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円 29

30

5月

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7  8 2 , 0 0 0円 9 2,000円 1 0 2 , 0 0 0円 11 2,000円 12 2,000円 13 1,000円

14 1,000円 15 2,000円 16 2,000円 1 7 2 , 0 0 0円 18 2,000円 19 2,000円 20 1,000円

21 1,000円 22 2,000円 23 2,000円 2 4 2 , 0 0 0円 25 2,000円 26 2,000円 27 1,000円

28 1,000円 2 9 2 , 0 0 0円 30 2,000円 3 1 2 , 0 0 0円

6月
日 月 火 水 木 金 土

1 2,000円 2 2,000円 3 1,000円

4 1,000円 5 2,000円 6 2,000円 7 2,000円 8 2,000円 9 2,000円 10 1,000円

11 1,000円 12 2,000円 13 2,000円 14 2,000円 15 2,000円 16 2,000円 17 1,000円

18 1,000円 19 2,000円 20 2,000円 21 2,000円 22 2,000円 23 2,000円 24 1,000円

25 1,000円 26 2,000円 27 2,000円 28 2,000円 29 2,000円 30 2,000円

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について
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地域クーポン（わかやまリフレッシュＰＡＹ）取扱店舗は、
下記の方法で確認できます。

・右記のポスターを掲示しているわかやまリフレッシュＰＡＹ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（わかやまリフレッシュＰＡＹ）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。
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●地域クーポン（わかやまリフレッシュＰＡＹ）取扱店舗を確認する

地域クーポン取扱店ポスター

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

＜取扱店掲出のポスターで確認＞

＜regionPAYアプリで確認＞

1

「 region PAY 」TOPから
「近くの使えるお店」をタップ

「 region PAY 」TOPを開く ２

赤色のピン
電子クーポン（アプリ）と
紙クーポンの両方で決済が可能

青色のピン
電子クーポン（アプリ）でのみ
決済が可能

現在地の近くの使えるお店がマップ上
に表示される

※ピンをタップするとお店の詳細の確
認が可能です。

マップを確認

店舗の検索が可能です。
※検索条件は「地域」「業種」
「利用方法」「フリーワード検索」近くのお店リスト（一覧）の

確認が可能です。

※アプリの位置情報をオンにする必要があります。
位置情報のオンの仕方は端末により異なるため、各端末会社にお問い合わせください。
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地域クーポン（わかやまリフレッシュＰＡＹ）取扱店舗は、
下記の方法で確認できます。
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●地域クーポン（わかやまリフレッシュＰＡＹ）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２nd 特設ホームページ
https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/

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

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

＜特設HPで確認＞

特設HPへの取扱店情報は定期的に更新しておりますが、事務局や取扱店舗様側の
情報更新タイミングによって最新情報でない場合があります。このことによる責は負いかねます。
最新情報は「regionPAYアプリ」でご確認されることをおすすめします。

こちらを
クリック

ぎご注意下さい！

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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■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。
■地域クーポン（QR取得台紙）等で偽造や不審な点がある場合は取扱店舗で取り扱いを

拒否し、警察（＃110）へ通報することがあります。

■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、住民税、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
• イベントの前売券
• 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に際しての注意事項

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について
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＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第１章 総則
第1条（定義）
「登録希望者」とは、本サービスを利用することを希望する者をいいます。
「ユーザ」とは、登録希望者の内、本規約に同意の上、当社が定める方法により登録申込を行い、ユーザ登録された方をいいます。
「ミニアプリ」とは、本アプリ内で地域その他の事項で分類され、ポイントを取得・管理・使用することのできる個別のアプリをいいます。
「ポイント」とは、当社以外の者より発行され、当該発行者が定める使用条件に従った上で商品購入やサービス提供の代価の弁済のために使用す
ることができる電磁的記録をいいます。
「不足時ポイント」とは、ユーザがポイント使用をした際、代価の弁済として不足分が生じた場合に、当該不足分の支払いに使用するために当社に
前払いして購入するポイントであって、使用目的が当該不足分の支払いに限定されるものをいいます。
「ポイント発行者」とは、各ミニアプリにて使用可能なポイントを発行する者及び不足時ポイントを発行する際の当社をいいます。
「加盟店」とは、本サービスに加盟しかつ各ミニアプリにおけるポイント発行者との契約に基づき、ユーザに対して、本規約および各ミニアプリに定める
使用条件に従ったポイントと引き換えに商品等の代価の弁済を許諾する事業者のことをいいます。
「商品等」とは、商品及びサービスのことをいいます。
「ログイン情報」とは、ユーザが本サービスを利用するにあたって本アプリにログインするための情報で、電話番号、パスワード及び端末情報（機種
名）の組み合わせをいいます。
「アカウント情報」とは、本サービスを利用するユーザを特定するために本サービスに登録されている識別情報で、電話番号・生年月日・性別・郵便
番号・住所・クレジットカード情報（当社を介さず、決済代行会社へ直接提供します）・パスワード・端末情報（機種名）等から構成される情報
をいいます。
第2条（適用）
本規約は、ユーザと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
当社は本サービスに関し、本規約のほか、本アプリ内等でご利用にあたってのルール、その他各種の定め（以下、「個別規定」といいます。）を設け
ることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
本規約の規定が前項の個別規定の内容と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の内容が優先されるものとしま
す。
第3条（規約の改定）
当社は、ユーザの承諾を得ることなく、本規約をいつでも変更できるものとします。本規約が変更された場合、ユーザは、変更後の本サービスの利用
について、変更後の本規約に従うものとします。
当社は、前項の変更を行う場合は、90日以上の予告期間を置いて、変更後の本規約の内容をユーザに通知又は本アプリ上に表示するものとし
ます。ただし、変更が軽微かつユーザに特に不利益にならないと当社が判断した場合は、通知及び本アプリ上で予告しないものとします。当該予告
期間経過後に、ユーザが本サービスを利用した場合は、ユーザが変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。
ユーザが変更後の本規約に同意できないときは、ユーザは、前項に定める予告期間中に当社に対してその旨本アプリの問い合わせフォームを通じて
通知することにより、本サービスの利用を中止することができます。なお、前項に定める予告期間中に通知を行わず、かつユーザが変更後の本規約
に同意されない場合は、変更後の本規約の適用開始日より自動的に利用を停止されるものとします。
前項に定める本サービスの利用が停止している期間中の取扱いについては、次の通りとします。
①第20条で定めるポイントの有効期限は進行すること。
②ユーザが保有しているポイントについて交換・返金・償還等の措置は行わないこと。
③変更後の本規約に改めて同意する場合は、本サービスの利用を再開することができ、退会を希望する場合には第12条に基づき退会することが
できること。
第4条（通知又は連絡）
ユーザと当社との間の通知又は連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
当社は、ユーザから、当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ
通知又は連絡を行い、これらは発信時にユーザへ到達したものとみなします。
第5条（未成年者に関する定め）
未成年者がユーザ登録を行う場合、法定代理人の同意を得るものとします。未成年者がユーザ登録を行った場合、当社は法定代理人の同意が
あったものとみなします。
ユーザ登録した時点で未成年者であった者が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の自己の利用行為を追認した
ものとみなします。
未成年者がクレジットカード等により決済を行う場合、法定代理人の同意を得るものとします。未成年者がポイント又は不足時ポイントを使用した
場合、当社は法定代理人の同意があったものとみなします。
第6条（サービス利用環境）
ユーザは、本サービスを利用するための利用端末、電子機器、通信機器、ソフトウェア、インターネット接続環境を自己の責任と負担で準備するも
のとします。
本サービスを利用するにあたり発生する通信費等は、ユーザが負担するものとします。
本サービスに関するサーバは日本国内から通常の方法で接続し利用する事を想定しており、海外接続、プロキシサーバ、VPNサーバ等を経由して
本サービスを利用する場合、正常に本サービスを利用することができない場合があります。
本サービスにおいては、ビーコンサービスを提供するため、株式会社スイッチスマイルの提供するpinableプラットホームを利用しています。
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＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第２章 登録・ユーザ
第7条（利用登録）
本サービスにおいては、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録手続きを全て行うことによって、利用登録が完了す
るものとします。

第8条（ログイン情報の管理）
ユーザは、自己の責任において、本サービスのログイン情報を適切に管理するものとします。
ユーザは、いかなる場合にも、ログイン情報を第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者と共用することはできません。当社は、ログインに使用され
た電話番号、パスワード及び端末情報（機種名）が当社に登録されているログイン情報と一致してログインされた場合には、そのログイン情報を登
録しているユーザ自身による利用とみなします。
第9条（ユーザたる地位の譲渡等の禁止）
当社は、ユーザがユーザたる地位、ユーザたる地位に基づき本サービスを利用する権利及びユーザの権利又は義務を第三者に譲渡、販売、貸与、
承継、使用許諾、担保としての提供その他一切の処分をすることを禁止します。

第10条（アカウント情報の変更）
ユーザは、アカウント情報に変更が生じた場合、直ちに、アカウント情報の変更を行う義務を負うものとします。
アカウント情報の変更を怠ったことによりユーザに生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第３章 当社による利用制限・登録抹消、退会
第11条（利用制限及び登録抹消）
当社は、ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、ユーザに対して、本サービスの全部若しくは一部の利用を制限、又は
ユーザとしての登録を抹消、その他当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講ずることができるものとします。
本規約のいずれかの条項に違反した場合
登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合
本サービスについて、最終の利用から一定期間利用がない場合
その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、ユーザが前項の各号のいずれにも該当しないことを確認するために、当社が必要と判断する本人確認を行うことができ、当該本人確認が
完了するまで本サービスの全部又は一部の利用制限の措置を行うことができるものとします。
第12条（退会）
ユーザが本サービスからの退会を希望する場合は、当社所定の方法により、手続を行うものとします。
ユーザは、退会により、ユーザたる地位を喪失し、本サービスの利用ができなくなるものとします。また、退会手続完了後は、ユーザたる地位を喪失す
ることに伴って、保有しているポイントその他ユーザたる地位に付随するもの一切について失効するものとし、当社は、ユーザたる地位及びユーザたる
地位に付随するものについて復元すること及び交換・返金・償還等の措置を行わないものとします。ただし、法令の定めがある場合、又はユーザの
利用端末の機種変更による場合のポイント引き継ぎについては、この限りではありません。
ユーザは、当社に対し金銭債務その他の債務を負担する場合、退会によりこれを免れるものではありません。
第４章 ミニアプリ
第13条（各ミニアプリにおいて定める規約の遵守）
ユーザは、ミニアプリでポイントを取得・管理・使用するためには、当社以外のポイント発行者の定める規約に同意の上、遵守しなければならないもの
とします。
当社は、各ミニアプリにおける当社以外のポイント発行者の定める規約を、本アプリ内で表示するものとします。
本規約と各ミニアプリの規約の内容に矛盾が生じた場合は、各ミニアプリの規約が優先するものとします。
各ミニアプリの規約は、当社以外のポイント発行者が定めるものになりますので、当社は一切関与しません。各ミニアプリの規約に関する問題につい
ては、当該規約を定めている当社以外のポイント発行者との間でユーザご自身にてご対応ください。
第５章 ポイント
第14条（ポイント発行者）
ポイントは、当社以外の事業者又は国、地方公共団体その他団体により発行されます。ただし、不足時ポイントについては、当社が発行するものと
します。

第15条（ポイントの取得）
ユーザは、ポイント発行者が指定する者から又は場所に設置してあるＱＲコード又はチャージコードを受領し、第3項に定める方法その他当社が定
める方法によりポイントを取得するものとします。
ユーザが、当社以外のポイント発行者の定める条件を満たさない場合には、ポイントを取得できない場合があるものとします。
ミニアプリにおけるポイントの取得方法は、次の手順で行うものとします。ただし、当社は、本項に定める以外の取得方法を定める場合もあります。
ミニアプリ内のカメラでQRコードの読み取り、又はチャージコードの入力
取得金額の確認の上、「チャージする」ボタンの入力
取得完了の確認
第16条（ポイントの種類）
ポイントは、各ミニアプリに応じて種類が異なります。各ミニアプリのポイントは、当該ミニアプリに定める条件の範囲内でのみ使用することができます。



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載
47

＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第17条（ポイントの使用）
ユーザは、取得したポイントを第3項に定める方法その他ポイント発行者の定める方法により、加盟店で使用できるものとします。
加盟店によっては、ポイント使用の対象商品等に一部制限が行われる場合があるため、ユーザがポイントを使用できないことがあります。
ミニアプリにおけるポイントの使用方法は、次の手順で行うものとします。ただし、本項に定める以外の使用方法が定められる場合もあります。

QRコード読み取り支払い
ミニアプリ内でのカメラで、加盟店から提示されるQRコードの読み取り
ユーザによる支払い金額の入力
入力した金額のユーザによる確認の上、「決済する」ボタンの入力
決済完了
QRコード表示支払い
本アプリ画面内に表示されるQRコードをユーザが加盟店側に提示
加盟店側がQRコードを確認の上、読み取り
加盟店側の決済手続きが完了
ユーザが本アプリ画面内に表示される「決済完了」ボタンを入力
第18条（ポイント不足時の選択）
ユーザは、ポイント使用時に、代価の弁済に必要なポイントに不足分が生じたときは、当該不足分につき、当社から不足時ポイントを購入することに
より本サービスで支払うことができるものとします。ただし、加盟店が了承する場合には、当該不足分につき本サービスを利用することなく現金支払い
等加盟店が指定する方法により支払うことができるものとします。

第19条（不足時ポイントの決済）
ユーザは、当社が指定するクレジットカード事業者、電子マネー事業者、携帯電話事業者等（以下、「決済会社」といいます。）が提供する決済
手段で不足時ポイントの決済を行うことができるものとします。
前項の場合、ユーザは、決済会社が定める規約等に従い決済会社と契約を締結するものとし、ユーザと決済会社との間で紛争が生じた場合、
ユーザの責任で当該紛争を解決するものとし、当社はこれに関与しないものとします。
前項の紛争がユーザの責めに帰すべき事由により生じたものであって、これにより当社が損害を被った場合、ユーザは当社に対して当社の被った一
切の損害を賠償するものとします。
分割払い等を選択した場合における支払手数料は、ユーザが負担するものとします。
ユーザは、当社に対し、理由の如何を問わず、支払い済みである不足時ポイント購入対価の返還を請求することはできないものとします。
第20条（ポイントの有効期限）
ポイントの有効期限は、各ミニアプリにおける当社以外のポイント発行者が定める期間、有効とします。また、ポイントは、ユーザが本サービスのユーザ
たる地位を得ている期間のみ有効とし、ユーザが退会することによりユーザたる地位を喪失し、又は当社が別途定める事由に該当することによって当
社により登録抹消された場合は、失効するものとします。なお、当該失効の措置に対し、ユーザは、当該ポイントの交換、償還若しくは返金、損害
賠償の請求、苦情又は異議の申し立て等は一切できないものとします。
不足時ポイントについて、不足分の支払いに利用されなかった場合には、当社は速やかに不足時ポイントの購入取引を取り消し、不足時ポイント
は失効するものとします。
第21条（ポイント使用の一時停止、ポイントの失効・取り消し）
ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合、ポイント使用を一時停止する場合があります。
利用端末の紛失・盗難にあわれて当社の問い合わせフォームにてその旨お申し出いただいた場合
何らかの理由により、アカウントが一時停止となった場合
ポイントの不正利用の疑いが生じた場合
その他、当社が必要と判断した場合
ユーザが次の各号のいずれかに該当する場合、ユーザの保有ポイントは、全てのポイントが失効するものとします。
登録抹消され、又は退会した場合
ポイントサービスの不正取得又は不正利用が確認された場合
その他、当社が必要と判断した場合
当社又はポイント発行者が、ポイントの不正取得又は不正利用があると判断した場合、ユーザの保有ポイントを取り消すことがあるものとします。
当社が前3項の措置を行った場合において、ユーザは、当該ポイントの交換、償還若しくは返金、損害賠償の請求、苦情又は異議の申し立て等
は一切できないものとします。
第22条（ポイントの交換・償還・返金・譲渡）
ポイントは、ユーザにいかなる事由がある場合でも、交換・償還・返金することはできないものとします。
ユーザは、自己が保有するポイントを異なるアカウントを保有する者（当該ユーザ自身を含みます。）に、有償・無償を問わず譲渡することはできな
いものとします。ただし、各ミニアプリにおける当社以外のポイント発行者の定める規約内で、譲渡ができることを定められている場合は、この限りでは
ありません。
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＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第23条（ポイントに関するトラブルについての当社の対応）
ユーザによる情報の誤入力、利用端末の不具合、ポイント使用後の二重払いその他ユーザの事情に起因してユーザが損害を被ったとしても、当社
は責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰す事由によりユーザが損害を被った場合、第25条第3項が適用されるものとします。
ユーザが利用端末又はログイン情報を、第三者に使用させ又は使用されたことから生じた損害は、ユーザの負担とし、当社はその責任を負わないも
のとします。ただし、当社の責に帰す事由によりユーザが損害を被った場合、第25条第3項が適用されるものとします。
ユーザは、ポイントを使用した取引契約に関し、加盟店との間で提供された商品等の契約不適合、債務不履行その他の事由に基づき問題が生じ
た場合、ユーザと加盟店との間で解決するものとします。この場合、ユーザと加盟店との間で取引契約が解消される事由（取消、無効、解除等を
含みますが、これらに限られません。以下本項において同じ）が生じたときでも、当社は、加盟店から取引契約を解消した旨の通知が当社に到達
しない限り、ポイントを復元しないものとします。
第６章 禁止事項
第24条（禁止事項）
ユーザは、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。

法令又は公序良俗に違反する行為
犯罪行為に該当する又は関連する行為
不正な目的を持って本サービスを利用する行為
本サービスを、マネーロンダリング・換金目的など、当社の本サービス提供の目的とは異なる目的で利用する行為
本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害する又は侵害するおそれのある行為
当社のサービスの運営を妨害する、又は妨害するおそれのある行為
不正アクセスをし、又はこれを試みる行為
当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為
本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
他のユーザに関する個人情報等を収集又は蓄積する行為
当社、他のユーザ、又は第三者のサーバ又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
他のユーザのアカウントを使用して本サービスを利用する行為
本サービスのアカウントを売買・貸借・譲渡する行為
手段の如何を問わず他のユーザからパスワードを入手する、又は他のユーザに自己のパスワードを開示若しくは提供する行為
本サービスに関するシステムについて、複製、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルなどの解析作業及び改変・翻案する行為
当社が本サービスを提供する目的に沿わない態様で本サービスに関するシステムを利用し、又は当社が不適当と判断する方法若しくは態様で本
サービスに関するシステムを利用する行為
本サービスの他のユーザ又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
当社の承認した方法以外の方法により本サービスを利用する行為
その他、当社が不適切と判断する行為
第７章 保証の否認・当社の責任範囲
第25条（保証の否認・当社の責任範囲）
当社は、本サービスに事実上又は法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関す
る欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しないものとします。
当社は、本規約に特段の定めがある場合を除き、当社の責に帰す事由によってユーザが被った損害を賠償するものとします。
前項に基づき当社が責任を負う場合、当社による損害の賠償は、損害の原因となった事由が発生する直前にユーザが保有していたポイントに相
当する金額を上限とします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合は、この限りではありません。
第８章 個人情報等の利用
第26条（個人情報等の利用）
当社は、本サービスの提供に伴い取扱うユーザの情報について、当社の「プライバシー・ポリシー」に従い管理及び取り扱いを行うほか、次の1号に定
める情報を、2号に定める利用目的で利用するものとします。

情報
電話番号、生年月日、性別、郵便番号、住所、加盟店との取引履歴（利用した加盟店名、使用したポイント数、加盟店で購入した商品名、
加盟店で提供されたサービス名、利用日時）、人流データ（ユーザが利用した加盟店の実店舗名等及び利用日時等の利用履歴、並びにユーザ
が訪問又は利用した加盟店の実店舗間の移動についての店舗名及び日時等の移動履歴）、その他自治体等が要望する事項（各ミニアプリの
規約内でご案内します） 、スマートフォン等の端末情報（端末機種名、端末メーカー、端末OSバージョン）、広告識別子（IDFAまたは
Google Advertising ID等） 、スマートフォン等にかかる位置情報、本アプリユーザーの取得した近傍のビーコンにかかる情報、本アプリの利用状
況にかかる情報（位置情報利用許可の有無、Bluetoothのオン/オフ、プッシュコンテンツの閲覧・開封日時、反応したビーコンの情報を含む）
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＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

②利用目的
電話番号：本アプリのアカウント登録（SMS認証を含みます）のため
生年月日・性別：本アプリのユーザの統計分析のため
郵便番号・住所：各ユーザに合わせた本サービスで行うキャンペーンについての通知のため
取引履歴：本サービス内の取引履歴への表示のため
各加盟店のポイントが使用された実績を当社が把握するため
その他の当社で行う統計分析のため
人流データ：本アプリのユーザの行動分析、及び第三者への提供のため
その他自治体等が要望する事項：当該自治体等への提供のため
スマートフォン等の端末情報（端末機種名、端末メーカー、端末OSバージョン）、広告識別子（IDFAまたはGoogle Advertising ID等） 、
スマートフォン等にかかる位置情報、本アプリユーザーの取得した近傍のビーコンにかかる情報、本アプリの利用状況にかかる情報（位置情報利用
許可の有無、Bluetoothのオン/オフ、プッシュコンテンツの閲覧・開封日時、反応したビーコンの情報を含む）：株式会社スイッチスマイルへの提供
のため なお、株式会社スイッチスマイルへ提供した情報とその利用方法については、株式会社スイッチスマイルのウェブサイトで提供されるプライバ
シーポリシーを参照のこと。(https://switch-smile.com/privacy-policy)
クレジットカード情報については、お客様から当社が契約する決済代行会社へ直接提供されるため、当社は一切取得しません。
第９章 本サービス提供の停止・中断、本サービスの変更・追加・廃止
第27条（サービス提供の停止・中断）
当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの提供を停止・中断することができるものとします。

本サービスの保守・点検を行う場合
火災、停電等の事故が発生した場合
天変地異等の非常事態が発生した場合
感染症その他疫病の影響により本サービスを提供することが困難な場合
システム障害、ネットワーク障害が発生した場合
当社の業務上やむを得ない事由が生じた場合
第3条第3項に該当する場合
その他当社が合理的な理由に基づき必要と判断した場合
第28条（サービスの変更、追加、廃止）
当社は、いつでも、本サービスの全部又は一部を変更（本サービスの内容、本サービスの仕様の変更を含みますが、これらに限りません。）、追加
又は廃止することができるものとします。
当社は、第1項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を変更、追加又は廃止するときは、ユーザに対し、相当な期間前までにその旨を通
知します。ただし、緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
第１０章 雑則
第29条（ユーザの自己責任）
ユーザは、本サービスの利用に関連して、ユーザと当社以外の第三者との間で紛争が生じた場合、ユーザの責任と費用において、当該紛争を解決
するものとします。
ユーザは、本サービスの利用に関連して、当社以外の第三者に損害を与えた場合、ユーザの責任と費用において、当該損害を賠償するものとしま
す。
第30条（知的財産権）
本サービスで提供される映像、音声、プログラム、文字、画像、イラスト、デザイン、商標、ロゴマーク、その他一切の情報（以下、「本コンテンツ」と
いいます。）の著作権、著作隣接権、商標権、意匠権等の知的財産権は、当社又は当社に利用許諾した第三者に帰属します。
ユーザは、本コンテンツについて、当社又は第三者の権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
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＜参考＞regionPAY利用規約
アプリをインストールする際に、アプリ画面で同意いただきます。

４．地域クーポン（電子クーポン：わかやまリフレッシュPAY）について

region PAY 利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社ギフトパッド（以下、「当社」といいます。）が提供するアプリケーション「region 
PAY」（以下、「本アプリ」といいます。）によるサービス「（以下、「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者に
は、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。

第31条（反社会的勢力の排除）
ユーザは、現在及び将来においても次の各号に定める事項を充足することを表明し、保証するものとします。
自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロ若しくは特殊知能暴力集団等その他暴
力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人（以下、「反社会的勢力」といいます。）ではないこと、及び、過去に反
社会的勢力でなかったこと。
自己の役員及び従業員が反社会的勢力でないこと。
自己への出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。
直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
反社会的勢力を利用しないこと。
ユーザは、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証するものとします。
当社又は第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
当社又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
当社に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
前各号に準ずる行為
ユーザは、ユーザが第1項の規定に基づく表明・保証に反する、若しくは反していたことが判明した場合又は前項各号のいずれかに該当する行為を
した場合には、当社は、当該ユーザの本サービスの利用を制限し、又は解除しユーザとしての登録を抹消致します。
前項の規定により、ユーザに損害が生じた場合でも、ユーザは当社に対して何らの請求もしないものとします。また、当社に損害が生じた場合は、
ユーザがその責任を負うものとします
第32条（準拠法及び専属的合意管轄裁判所）
本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。
本サービス又は本規約に関し、当社とユーザの間で生じた紛争の解決については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第33条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残り
の規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。

本規約は、２０２２年１２月１２日から施行します。
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１.補助の適用について

51

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２nd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２nd 特設ホームページ

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/

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） 販売開始日より前に予約されたご予約は本事業の対象となりません。
販売開始日以降の新規ご予約が対象となります。

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。

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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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。また、12歳未満の同居する親等（監護者）が同伴しない方
はワクチン２回接種または検査結果が陰性であることの証明が必要です。

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。）



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載

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PAY）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
住民票（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2-２ 地域クーポン（QR取得台紙）を紛失してしまいました。

答） 利用者１名様につき１枚のQR取得台紙の発行としているため、再発行はできません。

問2-３ 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２nd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_2nd/

問2-４ 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。

問2-1 地域クーポン（電子クーポン）は何円単位で利用可能ですか。

答） １円単位で利用可能です。

https://wakayama-refresh.com/s_w_2nd/
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問2 -5 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2-6 地域クーポン（電子クーポン）に有効期限はありますか。

答）＜宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品＞
宿泊施設チェックイン日～チェックアウト日の23：59まで

＜日帰り旅行商品＞
日帰り旅行出発日の23：59まで

問2-7 未使用の地域クーポン（電子クーポン）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。

問2-8 有効期限内に地域クーポンの残高が使い切れないのですが、お店で換金して
もらえますか。

答） クーポンの残高を加盟店舗で換金することはできません。有効期限内に全額お使い
いただけない場合はそのまま失効となりますのでご注意下さい。



不許複製・禁無断転載不許複製・禁無断転載

６．お問合せ先

55

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

事業全般に関す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

地域クーポン（わかやまリフレッシュＰＡＹ）に関する
ご質問があるとき

わかやまリフレッシュＰＡＹ事務局
06－4397－3335
06－6809－6318

wakayama-refresh-pay@beepro.co.jp
【対応時間】 10：00～18：00 （年中無休）

FAX
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