
ますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的 該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービ

契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちに 実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ 目）に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様
お申し出下さい）。改めて当社からご案内申し上げ 速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当 　　　　に通知します。

を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得 に達しなかったとき。旅行開始日の前日から起算して
特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい（旅行 ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な さかのぼって、13日目（日帰り旅行については、3日

娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅 　　　　担を求めたとき。
聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮 行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画 ニ． お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員

になっている方や心身に障がいのある方、食物アレ 　　　等の経費 　　　　により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊 ８．旅行内容の変更 ハ． お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負

　　　満たさない場合、ご参加をお断りする場合があります。 　　　料金 　　　　いことが明らかになったとき。
（3） 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用 （6） 現地にて希望者のみ参加する別途料金の小旅行 ロ． お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由

（2） 当社が特定旅客層を対象とした旅行については、 　（４）　傷害、疾病に関する医療費 イ． お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資
参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件を （５） 別途希望により追加する部屋を使用される場合の 格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていな

保護者の同意が必要です。15歳未満の方は保護者 食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・ 説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあ
　　　の方との同行を条件とさせていただく場合があります。 　　　サービス料 　　　ります。

３．お申込み条件 （3） クリーニング代、電報・電話代、ホテル・旅館等の 当の取消料と全額の違約料をお支払いいただきます。
（1） 原則として未成年の方が単独で参加の場合は、保 ルームボーイ・メイド等に対する心付、その他追加飲 （2） 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を

解除する旨の申し出が取消料対象期間にあった （2) 超過手荷物料金（各種運送機関で定めた持込手 ないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除するこ
　　　　　ときでも当社は取消料をいただきません。 　　　荷物の範囲を超える分について） とがあります。この場合は、13項に定める解除期日相

し出があった場合は、預り金の全額をお客様に ます。 12．当社による旅行契約の解除及び催行中止
払戻します。この場合、ウェイティングの取扱いを 　（1）　自宅から集合・解散地の間の交通費、宿泊費等 （1） お客様が当社所定の期日までに旅行代金を払われ

契約の締結を承諾する旨の回答をする前にお客 ７．旅行代金に含まれないもの ら支払わなければならない費用に係る金額を差し引い
様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申 6項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示し 　　　たものを払戻しいたします。

ニ． 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締 上記諸経費はお客様のご都合により、一部利用されな 但し、本項（2）のホの場合は、当該旅行サービスに対
結を承諾できなかった場合、または当社が旅行 　くても原則として払戻しはいたしません。 して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれか

締結を承諾した旨の通知をお客様に発したとき 　（2）　添乗員が同行する場合には、それに必要な諸経費 は、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）全額
　　　　　に成立するものとします。 　（3）　その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの 　　　を解除日から7日以内に払戻しいたします。

　　　　　旨を通知するとともに申込金に充当します。 運賃・料金、入場料金、宿泊料金、食事料金及び 料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受
ハ． 旅行契約の成立の時期は、当社が旅行契約の 　　　税・サービス料、空港施設使用料等 けます。また本項（1）により旅行計画が解除されたとき

保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となっ を含んでいます。 は、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から
た時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した （1） 貸切バス、航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の 所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消

　　　　　ことをお約束するものではありません。 ６．旅行代金に含まれるもの 　　　　とき。
ロ． 当社は、前項の申込金相当額を「預り金」として 旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃、料金等 　（3）　当社は、本項（1）により旅行契約が解除されたときは、

す。この時点では旅行契約は成立しておらず、ま （2） 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発 ホ． 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載
た、当社は、将来において旅行契約が成立する 　　　日とご利用人数でご確認下さい。 した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった

（以下「ウェイティング期間」といいます）を確認の 用コースは満3歳以上）12歳未満の方は、こども代金 ニ． 当社が、お客様に対し2項（7）で定めた期日まで
うえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきま 　　　となります。 　　　　に、確定書面をお渡ししなかったとき。

イ． お客様がウェイティングの取扱いを希望する場 （1） 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不
合は、当社からの回答をお待ちいただける期間 12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上（航空機利 　　　　可能となるおそれが極めて大きいとき。

ります（以下この状態のことを「ウェイティング」といい の当社の指定した日までにお支払いいただきます。 ハ． 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行
　　　ます）。 ５．旅行代金の適用 サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、

事由で旅行契約を直ちに締結できない場合は、当 いいただきます。但し、本項の13日目に当たる日以降にお 　　　　限ります。
社は、お客様の承諾を得てお待ちいただくことがあ 申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前 　　ロ．　9項（1）に基づいて旅行代金が増額されたとき。

　　　あっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。 旅行代金は、申込金を差し引いた残金を旅行開始日か イ． 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が20項
（7） お申込みいただいた時点で満席、満室その他の ら起算してさかのぼって13日目に当たる日より前にお支払 （1）に掲げるものとその他の重要なものであるときに

なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお 　　ホ．　その他当社の業務上の都合があるとき。 に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することがで
問い合わせがあった時は、確定書面の交付前で ４．旅行代金のお支払 　　　きます。

場合は、旅行関始日当日に確定書面をお渡しする を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った 　　　払って旅行契約を解除することができます。
　　　場合があります。 　　　　とき。 （2） お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前

しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさ ニ． お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力 11．お客様による旅行契約の解除・払戻し
かのぼって7日前に当たる日以降申込みがなされた を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務 （1） お客様はいつでも、13項に定める取消料を当社に支

確定状況を記載した書面（最終日程表）（以下「確定 暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行っ 事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提
書面」といいます）を旅行開始時の前日までにお渡 　　　　たとき。 出していただきます。

（6） 契約書面に、確定された旅行日程、運送もしくは ハ． お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に
宿泊機関の名称が記載できない場合は、これらの な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴 譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定

た書面（以下「契約書面」といいます）をお客様にお 係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反 　　　　することがあります。
　　　渡しします。 　　　　社会的勢力であると認められるとき。 10．お客様の交替

旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他 　　　　認めるとき。 ず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契
の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載し ロ． お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関 契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更

　　　ととなります。 イ． お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体 金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、
（5） 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、 行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が 旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によら

（4） 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約 （7） 当社は、お客様が次に掲げるいずれかに該当した 　　　だきます。
の締結の順位は、当該予約の受付の順位によるこ 　　　ときは、お申込みをお断りすることがあります。 （4） 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代

（3） 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込 その場合は、その旨及び復帰の有無について必ず はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定
　　　金を受領した時に成立するものとします。 　　　添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。 する期日までに当社の指定する方法でお支払いいた

申込金の提出をされない場合は、予約がなかったも （6） お客様のご都合による別行動は、原則としてできま あります。この場合において、これが当社の責に帰すべ
　　　のとして取扱います。 せん。但し、別途条件でお受けする場合があります。 き事由によるものでないときは、当該措置に要した費用

から起算して3日以内に、当社に申込書と申込金を 出に基づき、当社がお客様の為に講じた特別な措置 （3） お客様が旅行中、疾病、傷病等により保護を要する
提出しなければなりません。この期間内に申込書と 　　　に要する費用は原則としてお客様負担とします。 状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることが

段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けま 約の申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させて 賃・料金減額がなされるときは、その減少額だけ旅行
す。この場合、当社が予約承諾の旨を通知した翌日 いただくことがあります。なお、お客様からのお申し出 　　　代金を減額します。

　　　添えてお申込みいただきます。 とすることがあります。また、お客様からお申し出いた 　　　前にお客様にその旨を通知します。
（2） 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手 だいた措置を手配することができない場合は旅行契 （2） 本項（1）事由により旅行内容が変更され、適用運

（1） 当社所定の申込書に所定事項を記入の上、申込 助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コー での旅行代金を変更することがあります。その場合は、
金（旅行代金の2割相当額）または旅行代金全額を コースの一部について内容を変更すること等を条件と 旅行開始日の前日から起算して15日目に当たる日より

ことを引き受けます。 　　　す。 しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を
２．旅行のお申込みと旅行契約の成立 （5） 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助 大幅に越えて増額又は減額されるときは、その範囲内

行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます） 様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、 ９．旅行代金の変更
の提供を受けことができるように手配し、旅程を管理する 又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。 （1） 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著

ます）において、お客様が当社の定める旅行日程に従っ （4） 前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合 内容」といいます）を変更することがあります。但し、緊急の
て、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅 理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客 場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に関する事項、③お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容（運送、宿泊又

は食事の内容）、④旅程管理業務者の同行の有無、⑤最少催行人員、⑥旅行条件の基準日、以上の6項目につきましては、別紙パンフレット・チラシ等をご参照

下さい。

１．旅行契約の目的
当社は、募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といい 　　　にお申し出下さい。 スの内容その他の募集型企画旅行契約の内容（以下「契約

　国内募集型企画旅行条件書（お申込みの案内） 　本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第
12条の5に定める契約書面の一部となります。

平成28年4月1日より　

この度は当社の募集型企画旅行にお申込みをいただき誠にありがとうございました。当社は、旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）に基づき、以下の条件に

よりお申込みを承ります。ご契約にあたり、旅行の条件をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

　本旅行条件の詳細につきましては、次によるほか、最終旅行日程表及び旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。
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