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■

旅行契約

⑴この旅行は（株）国際交流センター（観光庁長官登録旅行業第1148
号、以下当社といいます）
が企画・実施する旅行であり、この研修に参
加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになりま
す。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関
等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行
サービス」
といいます）
の提供を受けることができるように手配し、旅程管
理することを引き受けます。但し研修中のホームステイ宿泊サービスに
ついては、当社のホームステイプログラムのお約束事項によります。
⑵旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡
しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」
とい
います）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社
約款」
といいます）
によります。当社約款に定めのない事項については、
法令又は一般に確立された慣習によります。
⑶当社が法令に反せず、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約
を結んだときは、前項の規定にかかわらず、
その特約を優先します。

旅行のお申込みと契約の成立時期

⑴当社又は当社の受託営業所にて（以下「当社ら」といいます）当社
ら所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金
を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金又は取消料
若しくは違約料の一部として取り扱います。また、旅行契約は
当社らが予約の承諾をし申込書と申込金を受領したときに成立
するものといたします。
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約
の予約申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契
約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から
起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきま
す。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、
当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。
⑶旅行契約は、電話、郵便及びファクシミリその他通信手段によるお申込
みの場合、本項⑵により申込金を当社らが受領したときに、成立いたしま
す。また、電話、郵便、
ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合
であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、当社が契約の締
結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。
⑷申込金
申込方法

申込金

一般の申込みの場合

50,000 円
（参加費用一部）

申込金は契約が成立した時点で旅行代金の一部に繰り入れます。
⑸参加費用
残金は各出発日の40日前までに指定銀行口座にお振込みください。
⑹お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ち
にできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様をウェイティン
グのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがありま
す。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、
「当社らが予
約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解
除のお申し出があった場合」又は「結果として予約できなかった場合」
は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。
⑺本項⑹の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが予約
可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

3.

横 浜 支 店 ： 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-5
TEL.（045）313－1911(代)

名古屋支店： 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-16
TEL.（052）452－8880(代)

総合旅行業取扱管理者 本間光彦 井上大助 豊島明 陶山裕康 花房智幸 小川浩史 増田祐子

2.

FIビル6F

お客様専用の口座番号を別途「予約確認書」及びご請求書にてご案内いたします。

銀行振込先：三井住友銀行 首都圏支店

1.

東 京 本 社 ： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-26-5
TEL.（03）5272－2330(代)

お申込み条件

⑴20才未満の方は保護者の同意書が必要です。70才以上の方、妊婦
の方はその旨お申し出いただき、医師の「健康診断書」提出をお願いす
る場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご
参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただ
く場合があります。また、
ご参加の場合に、
コースの一部についての内容
を変更させていただく場合があります。
⑵特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅
行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件
に合致しない場合は、
ご参加をお断りする場合があります。
⑶慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の
方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅
行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内
でこれに応じます。お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のた
めに講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきま
す。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。
また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑
な実施のために、介助者／同伴者の同行などを条件とさせていただくか、
コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少な
い他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合
があります。
⑷当社は、本項⑴⑵⑶の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合
は、⑴⑵はお申込みの日から、⑶はお申し出の日から、原則として１週間
以内にご連絡いたします。
⑸お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は
加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑
な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一
切の費用はお客様のご負担になります。
⑹お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、
コースに
より別途条件でお受けする場合があります。
⑺お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨
げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合が
あります。
⑻お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企
業又は総会屋等その他の反社会勢力であると判明した場合は、ご参加
をお断りする場合があります。
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⑼お客様が当社らに暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的
な言動や暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご
参加をお断りする場合があります。
⑽お客様が風説を流布したり偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損し
たり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場
合があります。
⑾その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合
があります。

4.

契約書面と最終旅行日程表のお渡し

⑴当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービス
の内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契
約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等によ
り構成されます。
⑵本項⑴の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、確定された
旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、利用
予定の宿泊機関及び表示上重用な運送機関の名称を列挙し記載した
最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします
（原則と
して旅行開始日の７日前にはお渡しするように努力しますが、春休みや夏
休み等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡
しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡ししま
す）
。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7
日目にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがありま
す。
⑶本項⑵の最終旅行日程表をお渡しした場合には、当社が手配した旅程
を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項⑵の最終旅行日程
表に記載するところに特定されます。

5.

旅行代金のお支払い

旅行代金は開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあた
る日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行
開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

6.

お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「参加
費用として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」を
いいます。この合計金額は第２項の
「申込金」
、第13項⑴の①のアの
「取消料」
、第13項⑴の②のアの
「違約料」
、及び第20項の
「変更補償
金」
の額の算出の際の基準となります。

7.

参加費用に含まれるもの

語学研修コース
（アメリカ・カナダ・イギリス・アイルランド・オーストラリア・ニュージー
ランド・ヨーロッパ・アジア）
①航空運賃：旅行日程に明示された運賃・料金（運送機関の課す付加
運賃・料金を含みません。）
②宿泊料金：旅行日程に明示された宿泊費用
③食事料金：旅行日程に明示された食事の料金
④授業料：週10 〜 30レッスンの費用
（各レッスンコース、学校により異な
ります）
⑤交通費：旅行日程に明示された到着空港〜滞在先までの片道または往
復送迎費（コースにより異なります）滞在先〜学校までの交通費は含ま
れません。
⑥観光料金：旅行日程に明示された観光・アクティビティー
（OP表記を除
く）
⑦手荷物料金：航空会社規定内

8.

参加費用に含まれないもの

①燃油サーチャージ
②日本国内の空港施設使用料
（成田・関空・羽田・中部・福岡）
③各国ビザ代
④パスポート費用／一般旅券：５年用11,000円、
10年用16,000円
⑤渡航手続き手数料
⑥超過手荷物料金
⑦洗濯・電話代・飲み物・郵便料など個人的費用
⑧個人的にかける保険料
⑨国内の集合地まで及び帰国時の国内交通費
⑩現地での自由行動日又はフリータイムでの個人的費用
⑪オプショナルツアー代
⑫各国空港到着時の空港→各研修地・家庭までの移動費ならびに研修
後の学校より集合地までの移動費（但し中高校生コース及び送迎付
コースを除く）
⑬テキスト代
（原則として学校により異なります）

9.

追加代金と割引代金

⑴第６項でいう
「追加代金」
は、以下の代金をいいます
（あらかじめ
「旅行代
金」の中に含めて表示した場合を除きます）
①パンフレット記載の学校別の追加代金
②研修中のレッスン数追加に伴う追加代金
③研修期間延長の為の追加代金
④別途手配のホテル宿泊等の追加代金
⑤パンフレットに表示した出発日別・発着地別追加料金

10.

渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客
様ご自身で行っていただきます。ただし、すでにお持ちの方も有効

期間などにご注意ください。当社は、所定の料金を申し受け、別途
契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客
様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくて
もその責任を負いません。

11.

旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿
泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画
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ない事由
が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためや
むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の
関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し
て旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただ
し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたし
ます。

12.

旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代
金、
割引代金の額の変更は一切いたしません。
⑴利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通
常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ
代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客
様に通知いたします。
⑵当社は本項⑴の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、
本項⑴の定めるところにより、
その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社は
その変更差額だけ旅行代金を減額します。
⑷第11項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加した
時は、
サービスの提供が行われているにも関わらず運送・宿泊機関等の
座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を
除き、
当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
⑸当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパ
ンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべ
き事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載し
た範囲内で旅行代金を変更します。

13.

旅行契約の変更・解除・払戻し

⑴①お客様の解除権
ア．旅行開始前お客様のキャンセル
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、
いつでも旅行契約を変更・解除することができます。
【取消しの方法】
電話のみによる取消し、
変更はお受けできません。
当社営業時間内に、
書面にてお知らせください。
区
イ.

分

旅行開始日がピーク時の旅行である場合で
あって、旅行開始日の前日から起算してさか
のぼって 40 日目にあたる日以降に解除する
とき
（ロからニまでに掲げる場合を除く）
ロ .   旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て 30 日目にあたる日以降に解除する場合
（ハ及びニに掲げる場合を除く）
ハ .  旅行開始日の前々日以降に解除する場合
（ニに掲げる場合を除く）
ニ . 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

取消料
旅行代金の
10％
20％
50％
100％

「ピーク時」
とは、4月27日〜 5月6日、7月20日〜 8月31日、12
月20日〜 1月7日をいいます。
イ．各種ローン取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由により、
旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。
ウ．お客様は次の各項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解
除できます。
a．第11項に基づき、
旅行契約内容が変更されたとき。
ただし、
その変更が第20項の表左側に掲げるものとその他の重要
な ものである場合に限ります。
b．第12項⑴に基づき、
旅行代金が増額改訂されたとき。
c．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス
提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合にお
いて旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可
能となるおそれが極めて大きいとき。
d．当社らがお客様に対して、第４項⑵に記載の最終旅行日程
表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e．当 社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した
旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
エ．当社は本項「⑴の①のア、イ」により旅行契約が解除されたときは、
既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を
差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、
その差額を申し受けます。また本項「⑴の①のウ」により旅行契約
が解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）
全額を払戻しいたします。
オ．日程に含まれる地域について、外務省から
「渡航の是非を検討してく
ださい」以上の危険情報が発出された場合は当社は原則として旅行
実施を取りやめます。但し、充分な安全措置を講じることが可能な
場合には旅行を実施いたします。その場合（当社が旅行を実施する
場合）
、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が
必要となります。

②当社の解除権
ア．お客様が第５項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、
当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「⑴の
①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきま
す。
イ．次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあ
ります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技
能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らか
になったとき。
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられな
いと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑
な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求
めたとき。
e. お客様が第3項の⑻から⑽までのいずれかに該当すること
が判明したとき。
f. お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に
満たないとき。この場合は４月27日〜５月６日、７月20
日〜８月31日、12月20日〜１月７日に旅行開始するとき
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に
あたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するとき
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目に
あたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提
供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由
が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程
に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は
不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ．当社は本項「⑴の②のア」
により旅行契約を解除したときは、既に収
受している旅行代金（あるいは申込金）
から違約料を差し引いて払戻
しいたします。また本項「⑴の②のイ」により旅行契約を解除したとき
は、既に収受している旅行代金
（あるいは申込金）
の全額を払戻しい
たします。
⑵旅行開始後の解除
①お客様の解除・払戻し
ア．お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放
棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
イ．旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレッ
トに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は
取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係
わる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代
金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお
客様に払戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき
事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対して取
消料、
違約料その他の既に支払い、
又はこれから支払わなければなら
ない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
②当社の解除・払戻し
ア．旅行開始後であっても、
当社は次に挙げる場合においてお客様にあ
らかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、
旅行の継続に耐えられないと認められたとき。
b．お客様が第3項の(8)から(10)までのいずれかに該当するこ
とが判明したとき。
c． お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等
の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安
全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提
供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が
生じた場合において旅行の継続が不可能となったとき。
イ．解除の効果及び払戻し
本項「⑵の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契
約を解除したときは、本項「⑴の①のア」によりお客様が取消
料を支払って旅行契約を解除するときを除き、契約を解除し
たためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者
に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支
払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負
担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいま
だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用か
ら当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払
うべき取消料・違約料その他の各目による費用を差し引いて
払戻しいたします。
ウ．本項「⑵の②のアのa、c」
により当社が旅行契約を解除したときは、
お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必
要な手配をいたします。
エ．コースや日程の変更をされる場合は一旦、お申込みになっている旅
行取消しの上新たなコースや日程にお申込みいただきます。尚、取
消しのお申出日が旅行開始日の前日より起算してさかのぼって30日
目にあたる日以降の場合は本項「⑴①のア」の取消料がかかります。
（ただし、
ピーク時にあっては40日目より）

14.

旅行代金の払戻しの時期

⑴当社は「第12項の⑵⑶⑸の規定により旅行代金を減額した場合」又は
「前13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」
で、お客様に対して払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除
による払戻しにあっては解除の翌日から起算して７日以内に、旅行代金
の減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあってはパンフレットに記
載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して当
該金額を払戻しいたします。
⑵本項⑴の規定は、第16項（当社の責任）又は第18項（お客様の責任）
で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使する
ことを妨げるものではありません。

15.

添乗員

⑴添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
⑵添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行
にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施する
ための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一
部を行います。
⑶中学生・高校生コースの一部には、
引率リーダー
（以下「リーダー」
といい
ます）
が同行いたします。リーダーは旅程管理業務を行う添乗員とは異な
り、本プログラムの趣旨に賛同し、ボランティアでその任に当たります。
リーダーは現地滞在中、受入団体と協力しプログラムの目的達成のた
め、
お客様を助力・指導いたしますが、
その役割は下記に限ります。
①各コースの日程表に記載された団体行動の統率をすること。
②受入団体や受入家庭と協力しプログラムの円滑な運営に努めること。
③受入団体や受入家庭とお客様との間などで誤解、問題が生じた場合、
そ
の解決に努力すること。

16.

当社の責任

⑴当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配
を代行させた者
（以下手配代行者といいます）
の故意又は過失により、
お
客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
ただし損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対して通知があっ

た場合に限ります。
⑵お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきまし
ては、
当社は原則として本項⑴の責任を負いません。
ア．天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更も
しくは旅行の中止
イ．運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる
旅行日程の変更もしくは旅行の中止
ウ．官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれら
によって生じる旅行日程の変更、
旅行中止
エ．自由行動中の事故
オ．食中毒
カ．盗難
キ．運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこ
れらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
⑶手荷物について生じた本項⑴の損害につきましては、本項⑴の規定に
かかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し
出があった場合に限り、
賠償いたします。ただし、
損害額の如何にかかわ
らず当社が行う賠償額はお１人あたり最高15万円までといたします。
（当
社に故意又は重大な過失がある場合を除く）

17.

特別補償

⑴当社は前項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補
償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外
来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては
死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金、また手
荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
⑵お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、
お客様の故意、酒
酔い運転、疾病のほか、主催旅行に含まれない場合で、
自由行動中のス
カイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機
（モーターハングライ
ダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）
搭乗、
ジャイロプレーン搭乗そ
の他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社
は本項⑴の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募
集型企画旅行日程に含まれているときは、
この限りではありません。
⑶当社が本項⑴に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を
重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の
限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとい
たします。

18.

お客様の責任

⑴お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が
当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社
はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供さ
れた情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約
の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを
円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供され
たと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手
配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
⑷当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあ
ると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合におい
て、
これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に
要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する
期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

19.

オプショナルツアー又は情報提供

⑴オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパ
ンフレットで明示した場合は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に
発生した第17項（特別補償）で規定する損害に対しては当社は同項の
規定に基づき損害補償金を支払います。又、当該オプショナルツアー
が催行に係る運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オ
プショナルツアーが催行される現地法及び当該運行事業者の定め及び
現地法令に拠ります。
⑵当社はパンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記
載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該の可能なスポーツ
等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第17項の特
別補償規定は適用しますがそれ以外の責任を負いません。

20.

旅程保証

⑴当社は、下表左欄に挙げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただ
し次の①②③で規定する変更を除きます）
は、第６項で定める
「お支払い
対象旅行代金」
に下表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金
を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但
し、当該変更について当社に第16項の⑴の規定に基づく責任が発生
することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の
全部又は一部として支払います。
①次に挙げる事由による変更の場合は、
当社は変更補償金を支払いません
（ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関
等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場
合は変更補償金を支払います）
。
ア．旅行日程に障害をもたらす悪天候、
天災地変
イ．戦乱
ウ．暴動
エ．官公署の命令
オ．欠航、
不通、
休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送
サービスの提供
キ．旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部
分に係る変更の場合、
当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になっ
た場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場
合においては、
当社は変更補償金を支払いません。
⑵本項⑴の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う
変更補償金の額は第７項で定める「お支払い対象旅行代金」に15％を
乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変
更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払
いません。
⑶当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の
支払いに替え、
これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うこ
とがあります。
⑷当社が、本項⑴の規定に基づき変更補償金を支払った後当該変更に
ついて、
当社に16．
「当社の責任」の1．の規定に基づく責任が発生する
ことが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を
当社に返還しなければなりません。この場合、当社は16．の1．の規定
に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更
補償金の額とを相殺した残額を支払います。

変更補償金の額＝
１件につき下記の率×
お支払い対象旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更

旅行開始日の前日 旅行開始日以
までにお客様に通 降にお客様に
知した場合
通知した場合

①パ ンフレットに記載した旅行開始日又は旅行
1.5％
3.0％
終了日の変更
②パ ンフレットに記載した入場する観光地又は
観光施設（レストランを含みます）その他の旅
1.0％
2.0％
行の目的地の変更
③パ ンフレットに記載した運送機関の等級又は
設備のより低い料金のものへの変更（変更後の
等級及び設備の料金の合計額が募集パンフ
1.0％
2.0％
レットに記載した等級及び設備のそれを下
回った場合に限ります）
④パ ンフレットに記載した本邦内の旅行開始地
たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便
1.0％
2.0％
への変更
⑤パ ンフレットに記載した本邦内と本邦外との
間における直行便の乗継便又は経由便への変
1.0％
2.0％
更
⑥パ ンフレットに記載した運送機関の種類又は
1.0％
2.0％
会社名の変更
⑦パ ンフレットに記載した宿泊機関の種類又は
1.0％
2.0％
名称の変更
⑧パ ンフレットに記載した宿泊機関の客室の種
1.0％
2.0％
類、設備又は景観の変更
⑨上 記①〜⑧に挙げる変更のうちパンフレットのツ
2.5％
5.0％
アー・タイトル中に記載があった事項の変更
注 1：「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合を
いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合
をいいます。
注 2：確定書面が交付された場合には「パンフレット」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、
この表を適用します。この場合において、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内
容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更
が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 3：3 又は 6 に掲げる変更に係る運輸機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊
につき 1 件として取り扱います。
注 4：6 に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更
を伴う場合には適用しません。
注 5：6 又は 7 若しくは 8 に掲げる変更が 1 乗車船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっ
ても、1 乗車船等又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 6：9 に掲げる変更については、1 から 8 までの率を適用せず、9 によります。

この表に変更がある時は標準旅行業約款に順じます。

21.

旅行条件・旅行代金の基準

本旅行の募集日と旅行代金の基準日については、平成27年9月1日
とします。

22.

その他

⑴お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに
伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不
注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した
諸費用が生じたときには、
それらの費用はお客様にご負担いただきます。
⑵お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、
お
買物に際しましては、
お客様の責任で購入していただきます。
⑶当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑷こども代金は、旅行開始日当日を基準に満２才以上、12才未満の方に
適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満２才未満で
航空座席を使用しない方に適用します。
⑸日程等の変更からお客様が参加を取消される場合はすでに収受した旅
行代金の返済のみにかえさせていただきます。

23.

通信契約

当社らは、当社らが提携するクレジット会社
（以下「提携会社」
といいます。）
のカード会員
（以下「会員」
といいます。）
より、所定の伝票への「会員の署
名なくして旅行代金等のお支払いを受ける」
こと、
（以下「通信契約」
といい
ます。）を条件に、
「電話・郵便・ファクシミリ・インターネットその他の通信
手段による旅行のお申込みを受ける」場合があります。
（受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り
扱い可能なカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票
に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信
契約には該当せず、
通常の旅行契約となります）

24.

海外旅行保険の加入について

募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、募集型企画旅行につ
いて当社は、お客様が被られた損害について一定の範囲で補償させ
て頂きますが、
傷害、
疾病治療費については補償いたしません。訪問
先の国情などにより不測の事態が生じた際、十分な補償が得られな
い場合もあります。安心して楽しい旅行ができるためにもお客様ご
自身及び携行品等には必ず保険をかけられますようお願い致しま
す。
ホームステイプログラムの参加者には受け入れ団体との協定によ
り海外旅行傷害保険の加入を義務づけております。滞在中に万が一
病気になったり、けがをしたり、不幸にして盗難にあったり、また
うっかり家庭の器物をこわしてしまい弁償しなければならなくなっ
たりした時に備え保険に加入していただきます。

25.

渡航手続代行契約の部

要旨

⑴当社は、
渡航手続代行契約の履行に当たって、
当社が故意又は過失
により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任
じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に
対して通知があったときに限ります。
⑵当社は、
渡航手続代行契約により、
実際に旅行者が旅券等を取得で
きること及び関係国への出入国が許可されることを保証するもの
ではありません。したがって、
当社の責に帰すべき事由によらず、
旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可さ
れなかったとしても、
当社はその責任を負うものではありません。

個人情報について
当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、
参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいた
だいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサー
ビス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させて
いただきます。この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作
成などに、お客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。
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（株式
国際交流センターご旅行条件（受注型企画旅行の部 要旨）
会社）

■
1.

総

則

（適用範囲）
第一条 当社が旅行者との間で締結する受注型企画旅行に関する契約
（以下「受注型企画旅行契約」
といいます。）
は、
この約款の定めるところ
によります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に
確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、
かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面によ
り特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先しま
す。
（用語定義）
第二条 この約款で
「受注型企画旅行」
とは、当社が、旅行者からの依頼
により、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運
送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行
代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行
をいいます。
2 この約款で
「国内旅行」
とは、本邦内のみの旅行をいい、
「海外旅行」
とは、
国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で
「通信契約」
とは、当社が提携するクレジットカード会社
（以下
「提携会社」
といいます。）
のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ
その他の通信手段による申込みを受けて締結する受注型企画旅行契
約であって、当社が旅行者に対して有する受注型企画旅行契約に基づ
く旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行される
べき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済する
ことについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該受注型企画旅行契
約の旅行代金等を第十二条第二項、第十六条第一項後段、第十九条
第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅行契
約をいいます。
4 この部で
「電子承諾通知」
とは、契約の申込みに対する承諾の通知で
あって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計
算機、
ファクシミリ装置、テレックス又は電話機
（以下「電子計算機等」
と
いいます。）と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信
回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で
「カード利用日」
とは、旅行者又は当社が受注型企画旅行
契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいま
す。
（旅行契約の内容）
第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定め
る旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他
の旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」
といいます。）
の提供を受
けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
（手配代行者）
第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部
又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者
その他の補助者に代行させることがあります。

2.

契約の締結

（企画書面の交付）
第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅
行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、
当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅
行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面（以下
「企画書面」
といいます。）
を交付します。
2 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関
する取扱料金（以下「企画料金」といいます。）の金額を明示することが
あります。
（契約の申込み）
第六条 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社
に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の
申込書
（以下「申込書」
といいます。）
に所定の事項を記入の上、当社が
別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信
契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員
番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金
（その内訳として金額が明示された企画
料金を含みます。）
又は取消料金若しくは違約料の一部として取り扱いま
す。
4 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、
契約の申込時に申し出てください。このとき、当社は可能な範囲内でこ
れに応じます。
5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要
する費用は、旅行者の負担とします。
（契約締結の拒否）
第七条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締
結に応じないことがあります。
一 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施
を妨げるおそれがあるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジット
カードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全
部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
三 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係
企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
四 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引
に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行
為を行ったとき。
五 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信
用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為
を行ったとき。
六 その他当社の業務上の都合があるとき。
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（契約の成立時期）
第八条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条
第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する
旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約におい
て電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に
成立するものとします。
（契約書面の交付）
第九条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行
日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責
任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます。）
を交付
します。
2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示し
た場合は、
当該金額を前項の契約書面において明示します。
3 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う
旅行サービスの範囲は、第一項の契約書面に記載するところによりま
す。
（確定書面）
第十条 前条第一項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若
しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面におい
て利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限
定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日
（旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型
企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日）
までの
当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面
（以
下「確定書面」
といいます。）
を交付します。
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合
わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適
切に回答します。
3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当
社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確
定書面に記載するところに特定されます。
（情報通信の技術を利用する方法）
第十一条 当社は、
あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面、受注型企
画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行
サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関す
る事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報
通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項（以下こ
の条において
「記載事項」
といいます。）
を提供したときは、
旅行者の使用
する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認
します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を
記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信
機器に備えられたファイル（専ら当該旅行者の用に供するものに限りま
す。）
に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認しま
す。
（旅行代金）
第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日まで
に、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなけれ
ばなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝
票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の
支払いを受けます。また、
カード利用日は旅行契約成立日とします。

3.

契約の変更

（契約内容の変更）
第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他
の受注型企画旅行契約の内容（以下「契約内容」といいます。）
を変更
するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り
旅行者の求めに応じます。
2 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提
供の中止、官公署の命令、当初の運行計画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ない事由が生じた場合において、旅行の
安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ
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該事由との因
果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。ただし、緊急の
場合において、
やむを得ないときは、
変更後に説明します。
（旅行代金の額の変更）
第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関につ
いて適用を受ける運賃・料金（以下この条において「適用運賃・料金」
といいます。）
が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の
企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示さ
れている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超え
て増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額され
る金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができま
す。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開
始日の前日から起算して、
さかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行
者にその旨を通知します。
3 当社は、第一項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同
項の定めるところにより、
その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要
する費用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行
サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払
わなければならない費用を含みます。）の減少又は増加が生じる場合（費
用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行ってい
るにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の
不足が発生したことによる場合を除きます。）
には、当該契約内容の変更
の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を
契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に
当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、
契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがありま
す。

（旅行者の交替）
第十五条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承
諾を得て、
契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定
の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社
に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生
ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者
の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継する
ものとします。

4.

契約の解除

【取消しの方法】
電話のみによる取消し、
変更はお受けできません。
当社営業時間内に、
書面にてお知らせください。
（旅行者の解除権）
第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払っ
て受注型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除す
る場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅
行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行
開始前に取消料を支払うことなく受注型企画旅行契約を解除すること
ができます。
一 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第
二上欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全か
つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい
とき。
四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付
しなかったとき。
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に
従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由に
よらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなった
とき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消
料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部
分の契約を解除することができます。
4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受
領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
ただし、
前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合において
は、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の
既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差
し引いたものを旅行者に払い戻します。
（当社の解除権等―旅行開始前の解除）
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、
旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行
に耐えられないと認められるとき。
二 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施
を妨げるおそれがあると認められるとき。
三 旅行者が、
契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
四 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件で
あって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大き
いとき。
五 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお
いて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実
施が不可能となり、
又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
六 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが
無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提
携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
七 旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが
判明したとき。
2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代
金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が受注型企画
旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社
に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わな
ければなりません。
（当社の解除権―旅行開始後の解除）
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅
行者に理由を説明して、受注型企画旅行契約の一部を解除することが
あります。
一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継
続に耐えられないとき。
二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者
による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対
する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全か
つ円滑な実施を妨げるとき。
三 旅行者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが
判明したとき。
四 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中
止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合で
あって、
旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したとき
は、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅しま
す。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関
する当社の債務については、
有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提
供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行
サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支
払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い
戻します。
（旅行代金の払戻し）
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅行代
金が減額された場合又は前三条の規定により受注型企画旅行契約が
解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたとき
は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して
七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約
書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に
対し当該金額を払い戻します。

2

当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項
から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の
規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻
すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行
者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開
始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内
に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記
載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し払い
戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカード利
用日とします。
3 前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するとこ
ろにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるも
のではありません。
（契約解除後の帰路手配）
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第三号の規定によって
旅行開始後に受注型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに
応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービス
の手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用
は、旅行者の負担とします。

5.

団体・グループ契約

（団体・グループ契約）
第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責
任ある代表者（以下「契約責任者」といいます。）を定めて申し込んだ受
注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
（契約責任者）
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、
契約責任者はその団体・
グループを構成する旅行者（以下「構成者」
といいます。）の受注型企画
旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該
団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項
の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し
なければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが
予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありませ
ん。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始
後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者と
みなします。
（契約成立の特則）
第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場
合において、
第六条第一項の規定にかかわらず、
申込金の支払いを受け
ることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅
行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書
面を交付するものとし、
受注型企画旅行契約は、
当社が当該書面を交付
した時に成立するものとします。

6.

旅程管理

（旅程管理）
第二十四条 当社は、
旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するこ
とに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が
旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、
この限りではありません。
一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると
認められたときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を
確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、
契約内容を変更せざるを得ないと
きは、代替サービスの手配を行なうこと。この際、旅行日程を変更すると
きは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよ
う努めること、
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行
サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契
約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
（当社の指示）
第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で
行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に
従わなければなりません。
（添乗員等の業務）
第二十六条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて
第二十四条各号に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して
当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則と
して八時から二十時までとします。
（保護措置）
第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、障害等により保護を要
する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。こ
の場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないとき
は、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を
当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなり
ません。

7.

責

償金（前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。）
に
相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代
金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、受注型企画
旅行契約の内容の一部として取り扱います。
（旅程保証）
第三十条 当社は、別表第二上欄に掲げる契約内容の重要な変更（次
の各号に掲げる変更［運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を
行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸
設備の不足が発生したことによるものを除きます。］
を除きます。）が生じ
た場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補
償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただ
し、当該変更について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任
が発生することが明らかである場合には、
この限りではありません。
一 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
ニ 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
ヘ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が変更
されたときの当該変更された部分及び第十六条から第十八条までの
規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除さ
れた部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一受注型
企画旅行につき旅行代金に15％以上の当社が定める率を乗じた額を
もって限度とします。また、旅行者1名に対して一受注型企画旅行につ
き支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変
更補償金を支払いません。
3 当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更
について当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生すること
が明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当
社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づ
き当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償
金の額とを相殺した残額を支払います。
（旅行者の責任）
第三十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、
当該旅行者は、
損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供
された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の受注型企画旅行契約
の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービス
を円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供さ
れたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手
配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

8.

（弁済業務保証金）
第三十二条 当社は、一般社団法人日本旅行業協会
（東京都千代田区
霞が関3丁目３番３号）
の保証社員になっております。
2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取
引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅行業協会が
供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受け
ることができます。
3 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団
法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますの
で、
同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
（苦情の申出）
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者
間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決につ
いて助力を求めるための申出をすることができます。
記
名 称
一般社団法人 日本旅行業協会
所在地
東京都千代田区霞が関 3 丁目３番３号
電 話
（03）
3592－1266

9.

（特別補償）
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずる
か否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が受
注型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定
の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払いま
す。
2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うと
きは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、
当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金
支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠

渡航手続代行契約の部

要旨

第八条 当社は、
渡航手続代行契約の履行に当たって、
当社が故意又
は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する
責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六ヵ月以内
に当社に対して通知があったときに限ります。
２ 当社は、
渡航手続代行契約により、
実際に旅行者が旅券等を取得
できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するも
のではありません。
したがって、
当社の責に帰すべき事由によらず、
旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可さ
れなかったとしても、
当社はその責任を負うものではありません。
別表第一 取消料
（第十六条第一項関係）
一 国内旅行に係る取消料

任

（当社の責任）
第二十八条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、当社又
は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者（以下「手配代
行者」といいます。）が故意又は過失により旅行者に損害を与えたとき
は、
その損害を賠償する責に任じます。ただし、
損害発生の翌日から起算
して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス
提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関
与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、
その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、
手荷物について生じた第一項の損害については、
同項の規定
にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日
以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったとき
に限り、旅行者1名につき15万円を限度（当社に故意又は重大な過失
がある場合を除きます。）
として賠償します。

弁済業務保証金

区

分

（一）
次項以外の受注型企画旅行契約
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合（当
社が契約書面において企画料金の金額を明示
した場合に限る。
）
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て二十日目（日帰り旅行にあっては十日目）に
当たる日以降に解除する場合（ハからヘまで
に掲げる場合を除く。
）
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て七日目に当たる日以降に解除する場合（ニ
からヘまでに掲げる場合を除く。
）
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合

取消料
企画料金に相
当する金額
旅行代金の
20％以内
旅行代金の
30％以内

旅行代金の
40％以内
旅行開始当日に解除する場合（ヘに掲げる 旅 行 代 金 の
場合を除く。
）
50％以内
へ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅 行 代 金 の
100％以内
当該船舶に係
（二）
貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約
る取消料の規
定によります。
備考
（一）
取消料の金額は、契約書面に明示します。
（二）
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補
償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受
けることを開始した時」
以降をいいます。
ホ

二

海外旅行に係る取消料
区

分

取消料

一

本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行
契約
（次項に掲げる旅行契約を除く。
）

イ

ロからニまでに掲げる場合以外の場合（当 企画料金に相
社が契約書面において企画料金の金額を明示 当する金額
した場合に限る。
）

ロ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ 旅 行 代 金 の
て三十日目に当たる日以降に解除する場合 20％以内
（ハ及びニに掲げる場合を除く。
）

ハ 旅行開始日の前々日以降に解除する場合 旅 行 代 金 の
（ニに掲げる場合を除く。
）
50％以内
ニ

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅 行 代 金 の
100％以内

二

貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約

イ

ロからホまでに掲げる場合以外の場合（当 企画料金に相
社が契約書面において企画料金の金額を明示 当する金額
した場合に限る。
）
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ 旅 行 代 金 の
て九十日目に当たる日以降に解除する場合 20％以内
（ハからホまでに掲げる場合を除く。
）
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ 旅 行 代 金 の
て三十日目に当たる日以降に解除する場合 50％以内
（ニ及びホに掲げる場合を除く。
）
ニ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ 旅 行 代 金 の
て二十日目に当たる日以降に解除する場合 80％以内
（ホに掲げる場合を除く。
）
ホ

旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ 旅 行 代 金 の
て三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不 100％以内
参加の場合
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受 当該船舶に係
る取消料の規
注型企画旅行契約
定によります。

三

備考
（一）
取消料の金額は、契約書面に明示します。
（二）
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補
償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受
けることを開始した時」
以降をいいます。
別表第二

変更補償金
（第三十条第一項関係）

変更補償金の支払いが必要となる変更
一

契約書面に記載した旅行開始日又
は旅行終了日の変更
二 契約書面に記載した入場する観光
地又は観光施設（レストランを含みま
す。）その他の旅行の目的地の変更
三 契約書面に記載した運送機関の等
級又は設備のより低い料金のものへ
の変更（変更後の等級及び設備の料
金の合計額が契約書面に記載した等
級及び設備のそれを下回った場合に
限ります。
）
四 契約書面に記載した運送機関の種
類又は会社名の変更
五 契約書面に記載した本邦内の旅行
開始地たる空港又は旅行終了地たる
空港の異なる便への変更
六 契約書面に記載した本邦内と本邦
外との間における直行便の乗継便又
は経由便への変更
七 契約書面に記載した宿泊機関の種
類又は名称の変更
八 契約書面に記載した宿泊機関の客
室の種類、設備、景観その他の客室
の条件の変更

一件あたりの率
（％）
旅行開始前 旅行開始後
1.5％

3.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

1.0％

2.0％

注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日
までに旅行者に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当
該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を
いいます。
注二 確定書面が交付された場合には、
「契約書面」とあるのを
「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場
合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との
間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービス
の内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき
1 件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設
備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取
り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等
級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しま
せん。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が 1 乗車
船等又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等
又は 1 泊につき 1 件として取り扱います。

個人情報について
当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、
参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいた
だいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサー
ビス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させて
いただきます。この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作
成などに、お客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。
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お申込み頂くお客様は、本旅行条件及びパンフレットに記載されている
各コースごとの内容を必ずご確認の上、お申込みください。

■
1.

（株）
国際交流センターご旅行条件（手配旅行の部 要旨）
本旅行条件書

第一条

当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この

約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項に
ついては、法令又は一般に確立された慣習によります。
２ 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で
書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その
特約が優先します。

（手配代行者）
第四条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全

部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業

（契約書面）
第十条

3.

及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書

旅行のお申込みと契約の成立時期

面」
といいます）
を交付します。ただし、当社が手配するすべての

（契約の申込み）
第五条

旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービス

当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社

の提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契

所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金

2.

手配旅行契約

ISS
（株）
国際交流センター
（東京都新宿区高田馬場1-26-5 FIビル
6F 観光庁長官登録旅行業第1148号・以下当社といいます）
（用語の定義）
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委
託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等によ
り旅行者が運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の
旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」といいます。）の提
供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約を
いいます。
２ この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、
「海
外旅行」
とは国内旅行以外の旅行をいいます。
３ この約款で
「旅行代金」
とは、当社が旅行サービスを手配する
ために、運賃、
宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払
う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金（変更手続料金及
び取消手続料金を除きます）
をいいます。
４ この部で
「通信契約」
とは、
当社が提携するクレジットカード会社
（以下「提携会社」といいます）のカード会員との間で電話、郵
便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結す
る手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配
旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債
権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社の
カード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらか
じめ承認し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に
定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいい
ます。
５ この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾
の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が
利用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機
（以下「電子計算機等」といいます。）
と旅行者が使用する電子
計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法に
より行うものをいいます。
6 この約款で
「カード利用日」
とは、旅行者又は当社が手配旅行
契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日
をいいます。
（手配債務の終了）
第三条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手

配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終
了します。したがって、
満員、休業、
条件不適当等の事由により、
運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を
締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたと
きは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金
（以下「取扱料金」
といいます）
を支払わなければなりません。通
信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運
送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締
結できなかった旨、
旅行者に通知した日とします。
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額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
２ 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定に

約書面を交付しないことがあります。
２ 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配
旅行契約により手配する業務を負う旅行サービスの範囲は、当

かかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容
を当社に通知しなければなりません。
３ 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当
社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

該契約書面に記載するところによります。
（情報通信の技術を利用する方法）
第十一条

サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任
に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、

当社は、次に揚げる場合において、手配旅行契約の締

情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき

結に応じないことがあります。

事項
（以下この条において
「記載事項」
といいます）
を提供したと

２ 当社の業務上の都合があるとき。

きは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載

一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有
するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金
等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規

事項が記録されたことを確認します。
２ 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載
事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社

約に従って決済できないとき。

の使用する通信機器に備えられたファイル（専ら当該旅行者の

二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴

用に供するものに限ります）に記載事項を記録し、旅行者が記

力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力である

載事項を閲覧したことを確認します。

と認められるとき。
三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求

4.

行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行
為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
四 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用

当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契

約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行

（契約締結の拒否）
第六条

当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、

旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件

として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

旅行契約の変更及び解除

（契約内容の変更）
第十二条

旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内

いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する

容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることがで

行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

きます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求め
に応じます。

五 その他当社の業務上の都合があるとき。

２ 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する
場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊

（契約の成立時期）
第七条

機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要

手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条

する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料

第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内

２ 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項
の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとしま

容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者

す。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、

に帰属するものとします。

当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
（旅行者による任意解除）
（契約成立の特則）
第八条

第十三条

特約をもって、申込金の支払を受けることなく、契約の締結の承

旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を

解除することができます。

当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による

２ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅
行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価とし

諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

て、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、

２ 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の

違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は

書面において明らかにします。

これから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取
消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わな

（乗車券及び宿泊券等の特則）
第九条

ければなりません。

当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかか

わらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする
手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービス
の提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについて

（旅行者の責に帰すべき事由による解除）
第十四条

２ 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結
を承諾した時に成立するものとします。

当社は、次に揚げる場合において、手配旅行契約を

解除することがあります。

は、口頭による申込みを受け付けることがあります。
1

旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。

2

通信規約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジット

カードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一

団体・グループを構成する旅行者（以下「構成者」といいます）

部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなく

の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているも

２ 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行

なったとき。

のとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引

サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の

及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で

手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当

３ 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当す
ることが判明したとき。
４ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅
行者は、
いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、

行います。

二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うもので

２ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社
に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

はありません。
３ 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同

違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又は

３ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負

これから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対

うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負う

行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内

し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取

ものではありません。

に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき

扱料金を支払わなければなりません。

４ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅
行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者

項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅

十五万円を限度（当社に故意又は重大な過失がある場合を除
きます）
として賠償します。

を契約責任者とみなします。
（当社の責に帰すべき事由による解除）
第十五条

旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サー

ビスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除する
ことができます。
２ 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当
社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価とし
て、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払

（旅行者の責任）
（契約成立の特則）
第二十条

当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合

第二十四条

旅行者の故意又は過失により当社が損害を被った

ときは、
当該旅行者は、
損害を賠償しなければなりません。

において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払い

２ 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提

を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがありま

供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行

す。

契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

２ 前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行

３ 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行

わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅

契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載

サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行

行者に払い戻します。

した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書

サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やか

面を交付した時に成立するものとします。

にその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提

３ 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨
げるものではありません。

5.

旅行代金

（旅行代金）
第十六条

旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、

当社に対し、
旅行代金を支払わなければなりません。

供者に申し出なければなりません。
（構成者の変更）
第二十一条

当社は、契約責任者から構成者の変更の申出が

あったときは、可能な限りこれに応じます。
２ 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当
該変更に要する費用は、
構成者に帰属するものとします。

２ 通信契約を締結したきは、当社は、提携会社のカードにより所
定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受け
ます。この場合において、
カード利用日は、当社が確定した旅行
サービスの内容を旅行者に通知した日とします。

（添乗サービス）
第二十二条 当社は、
契約責任者からの求めにより、
団体・グルー
プに添乗員を同行させ、
添乗サービスを提供することがあります。

３ 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・

２ 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、
あらかじめ定

料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の

められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な

変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

業務とします。

４ 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者
に帰属するものとします。
５ 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章
又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じた

３ 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時
から二十時までとします。
４ 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に
対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。

ときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行
者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合
において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の
額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通
知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定によ
り当社が手配旅行契約を解除した場合は、
旅行者は、
当社の定
める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社
に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

7.

責任

（当社の責任）
第二十三条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又

は、当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させたものが
故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を
賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して

8.

弁済業務保証金

（弁済業務保証金）
第二十五条

当社は、一般社団法人日本旅行業協会（東京都

千代田区霞が関三丁目３番地３号）の保証社員となっておりま
す。
２ 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その
取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人日本旅
行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達
するまで弁済を受けることができます。
３ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、
一般社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納
付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は
供託しておりません。

個人情報について
当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、
住所、電話番号、メールアドレスなど）については、
参加者との連絡に利用させていただく他、申込みいた
だいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサー
ビス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させて
いただきます。この他では研修参加後のご意見や感想
の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作
成などに、お客様の個人情報を利用させていただくこ
とがあります。

（旅行代金の精算）
第十七条

当社は、
当社が旅行サービスを手配するために、
運送・

宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰するべ
きもの及び取扱料金（以下「精算旅行代金」
といいます）
と旅行
代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅
行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行
代金の精算をします。
２ 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えると
きは、
旅行者は、
当社に対し、
その差額を支払わなければなりませ
ん。
３ 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たな
いときは、当社は、
旅行者にその差額を払い戻します。

6.

団体・グループ手配

（団体・グループ手配）
第十八条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者が

その責任ある代表者（以下「契約責任者」といいます）
を定めて
申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適
用します。
（契約責任者）
第十九条

当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその
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