国内募集型企画旅行 ご旅行条件（抜粋） ※お申し込みいただく前に必ずお読みください。
（旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書面）・（旅行業法第 12 条の 5 による契約書面）
1. 国内募集型企画旅行契約
(1) このご旅行は、有限会社ツーリスト企画(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行です。
(2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする
確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3) 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、旅程を管理することを引き受けます。
2. 旅行のお申し込みおよび契約の成立
(1) 当社は、来店いただいてのお申込み、電話・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。
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、
当社に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、
当社は、お申し込みはなかったものとして取り扱います。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金の一部申込金または全額を受理したときに成立します。
当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申し込みいただきます。
申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。
旅行代金の額

申込金（おひとり）

20,000円未満

5,000円以上

20,000円以上50,000円未満

10,000円以上

50,000円以上100,000円未満

20,000円以上

100,000円以上

旅行代金の20％以上

＊ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
3．ウエイティングの取扱い
お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、
お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、
お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。
この場合でも当社らは申込金相当額を申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておりません。
なお、「当社らがお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は
「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾できなかった場合」は、当社らは当該申込金相当額を払戻しいたします。
4．申込条件
(1) 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とします。15 歳以上 20 歳未満の方が単独でご参加される場合は、
保護者の同意書の提出が必要となりますので、、お申し出ください。
(2) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、動物アレルギーのある方、
妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別の配慮を
必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください
（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。）
あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(3) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について
内容をまた、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、
又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、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原則としてお客様の負担とします。
(4) 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取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となります。
(5) 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をお付けしてお受けすることがあります。
(6) お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。

5.契約書面及び確定書面（最終旅行日程表）
当社は第2項（1）に定める契約の成立後速やかに、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関する事項を
記載した書面（以下「契約書面」といいます。）をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
6.旅行代金のお支払い期日
(1) 旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14日前までに全額をお支払いいただきす。
(2) 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点又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。
7.旅行代金の適用
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、
満6歳以上（航空機利用コースは満3歳以上）12歳未満の方は、こども代金となります。
ただし、パンフレット書面にて別の適用条件が記載の場合は、そちらが優先されます。
8. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した、運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用および消費税など諸税。
※ 上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
※ 幼児への食事・寝具・列車座席の提供はございません。
9. 旅行代金に含まれないもの
旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「各自で」などと記載されている区間の交通費、食事代、入場料、
旅行中の個人的諸費用(電話、クリーニング、飲物等)およびオプショナルツアーの代金。
10. 旅行契約内容・旅行代金の変更
当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の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できない事由が生じた場合は契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い
旅行代金を変更することがあります。さらに著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送機関の
運賃・料金の改定があった場合も、旅行代金を変更することがあります。増額の場合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知らせします。
11. お客様の交替
お客様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。この際、交替に要する費用をお支いいただきます。
12. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除および払い戻し
(1) お客様は、次に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。
取消日区分

宿泊付き国内旅行

日帰り旅行

宿泊のみ

旅行開始日の前日から

20日目～10日目

20%

起算してさかのぼって

10日目～8日目

20%

20%

07日目～ 04日目

30%

30%

03日目～02日目

20%

30%

20%

旅行開始日前日

40%

40%

30%

旅行開始日当日出発時間迄
旅行開始日当日旅行開始後・無連絡

50%

50%

50%

100%

100%

100%

(2) お客様は以下の場合には、旅行開始前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きます。
その場合、既にお支払いいただいている旅行代 金全額を解除日の翌日から起算して 7 日以内に払い戻しいたします。
イ．契約内容が変更されたとき。ただし、その変更内容は旅程保証の対象と なる第 19 項の規定に基づく
「変更補償金の支払いが必要となる変更」に 掲げる重要なものに限ります。
ロ．第10項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ．当社が、旅行開始日の前日までに確定書面をお送りしなかった場合。
ニ．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通りの実 施が不可能となったとき。

13. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および払い戻し
(1) お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
この場合、前項に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2) お客様の人数が、最少催行人員に達しなかった場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。
この場合は、旅行開始日の 14 日前(日帰り旅行は 4日前)までにその旨をご連絡し、既にお支払いいただいている旅行代金全額
を払い戻して、当該の旅行契約を解除いたします。
14.旅行開始後の旅行契約の解除および払い戻し
(1) お客様による解除および払い戻し
イ．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、一切の払い戻しをいたしません。
ロ．お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられないとき、
お客様は当該部分の契約を解除できます。その場合、当社は旅行代金の当該部分をお客様に払い戻しいたします。
ただし、当社の責に帰さない事由による場合は、当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、
またはこれから支払わなければならない費用を当該金額から差し引いたものを払い戻しいたします。
(2) 当社による解除および払い戻し
当社は以下の場合、旅行契約を解除することがあります。その場合、旅行代金のうちお客様がその提供を受けていない
旅行サービスに係る部分から当該部分に対する取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない
費用を差し引いたものを、旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に払い戻しいたします。
イ．お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
ロ．お客様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に従わず、または他のお客様に対する
暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関など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により、旅行の継続が不可能となったとき。
15. 団体・グループ契約
(1) 当社は、団体・グループの契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を
契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
(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。
16. 当社の責任
当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、
お客様の被られた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 2 年以内に当社に対して
通知があったときに限ります。
17. お客様の責任
(1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他旅行契約の内容について
理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、
旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
18. 特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款の特別補償規程で定めるところにより、お客様が旅行参加中に
偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の
死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞金および携行品損害補償金を支払います。ただし、以下の場合は含みません。
(1) 細菌性食物中毒によるもの
(2) 当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日にお客様が被った損害

19. 旅程保証
(1) 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、
旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。
但し運送・宿泊機関等のサービスが行われているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の、次の変更を除きます。
イ．次に掲げる事由による変更
(a) 天災地変 (b) 戦乱 (c) 暴動 (d) 官公署の命令 (e) 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
(f) 当初の運行計画によらない運送サービスの提供 (g) 旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置
ロ．第 12・13・14 項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して 1 旅行につき旅行代金の 15%を上限とします。
ただし、おひとり様に対してその総額が 1,000 円未満のときは当社は変更補償金を支払いません。
(3) 当社はお客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いを、これと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて
行うことがあります。
(4) 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第16項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、
当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
変更補償金の支払いが必要となる変更
１

契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

２

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

１件あたりの率(％)
旅行開始前

旅行の目的地の変更
３

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

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。)

４

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

５

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

６

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更（当社が宿泊機関の等級を
定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関

７

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

1.0

2.0

８

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5

5.0

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２

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３

第３号、第４号、第６号又は第７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。

注４

第６号の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは
当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。

注５

第８号に掲げる変更については、第１号から第７号までの率を適用せず、第８号によります。

20.個人情報の取り扱いについて
(1) 当社は、お客様からの電話、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お申込みや、ご旅行申込書、
ご参加確認書、アンケート等への記入等によりご提供いただいた個人情報を個人データとして保有し、当社および
当社グループ企業、受託旅行業者(販売店)において、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込み
いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要な
範囲内で利用させて頂きます。お申し込みいただく際には、上記個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、住所、氏名、電話番号、生年月日、性別、商品購入履歴および
メ－ルアドレスを商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために利用させていただきます
21．ご旅行条件の基準
この旅行条件は、2021年4月1日を基準としています。
旅行代金算出の基準日は、各パンフレットごとに記載しています。

