
（株）セブンカルチャーネットワーク旅行条件書 
（海外旅行） 

 
本本本本ごごごご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書はははは、、、、旅行業法第旅行業法第旅行業法第旅行業法第 12121212 のののの 4444 にににに定定定定めるめるめるめる取引条件説明書及取引条件説明書及取引条件説明書及取引条件説明書及びびびび同法第同法第同法第同法第 12121212 のののの 5555

にににに定定定定めるめるめるめる契約書面契約書面契約書面契約書面のののの一部一部一部一部となりますとなりますとなりますとなります。。。。        

おおおお申込申込申込申込みのみのみのみの際際際際にはにはにはには、、、、必必必必ずこのごずこのごずこのごずこのご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書をををを十分十分十分十分におにおにおにお読読読読みくださいみくださいみくださいみください。。。。        

    

●●●●1111    募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約        

(1) (1) (1) (1) このこのこのこの旅行旅行旅行旅行はははは、、、、株式会社株式会社株式会社株式会社セブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワーク（（（（以下以下以下以下「「「「当社当社当社当社」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）がががが

企画企画企画企画・・・・募集募集募集募集・・・・実施実施実施実施するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、このこのこのこの旅行旅行旅行旅行にににに参加参加参加参加されるおされるおされるおされるお客様客様客様客様はははは当社当社当社当社とととと募集型企画旅募集型企画旅募集型企画旅募集型企画旅

行契約行契約行契約行契約（（（（以下以下以下以下「「「「旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）をををを締結締結締結締結することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。        

(2) (2) (2) (2) 旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの内容内容内容内容・・・・条件条件条件条件はははは、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット（（（（以下以下以下以下「「「「契約書面契約書面契約書面契約書面」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）・・・・本旅本旅本旅本旅

行条件書行条件書行条件書行条件書・・・・出発前出発前出発前出発前におにおにおにお渡渡渡渡しするしするしするしする最終旅行日程表及最終旅行日程表及最終旅行日程表及最終旅行日程表及びびびび当社旅行業約款募集型企画旅当社旅行業約款募集型企画旅当社旅行業約款募集型企画旅当社旅行業約款募集型企画旅

行契約行契約行契約行契約のののの部部部部（（（（以下以下以下以下「「「「約款約款約款約款」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）によりますによりますによりますによります。。。。但但但但しししし、、、、海外発着海外発着海外発着海外発着のものはのものはのものはのものは、、、、当社特定当社特定当社特定当社特定

海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約海外旅行旅行業約款募集型企画旅行契約のののの部部部部によりますによりますによりますによります。。。。        

(3) (3) (3) (3) 日程中日程中日程中日程中にににに 3333 泊以上泊以上泊以上泊以上ののののクルーズクルーズクルーズクルーズをををを含含含含むむむむ旅行旅行旅行旅行（（（（日本発着時日本発着時日本発着時日本発着時にににに船舶船舶船舶船舶をををを利用利用利用利用するするするする旅行旅行旅行旅行をををを除除除除

きますきますきますきます。）。）。）。）であってであってであってであって、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット上上上上にそのにそのにそのにその旨記載旨記載旨記載旨記載したしたしたした旅行旅行旅行旅行についてはについてはについてはについては、、、、当社当社当社当社クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船

をををを利用利用利用利用するするするする海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行にににに使用使用使用使用するするするする旅行業約款募集型企画旅行契約旅行業約款募集型企画旅行契約旅行業約款募集型企画旅行契約旅行業約款募集型企画旅行契約のののの部部部部（（（（以以以以下下下下「「「「当社当社当社当社クククク

ルーズルーズルーズルーズ約款約款約款約款」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）によりますによりますによりますによります。。。。        

(4) (4) (4) (4) 当社当社当社当社はおはおはおはお客様客様客様客様がががが当社当社当社当社のののの定定定定めるめるめるめる旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに従従従従ってってってって運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関そのそのそのその他他他他のののの旅行旅行旅行旅行にににに

関関関関するするするするサービスサービスサービスサービス（（（（以下以下以下以下「「「「旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービス」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）のののの提供提供提供提供をををを受受受受けることができるようにけることができるようにけることができるようにけることができるように手手手手

配配配配しししし、、、、旅程管理旅程管理旅程管理旅程管理することをすることをすることをすることを引引引引きききき受受受受けますけますけますけます。。。。        

(5) (5) (5) (5) 当社当社当社当社がががが旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約によりによりによりにより旅程旅程旅程旅程をををを管理管理管理管理するするするする義務義務義務義務をををを負負負負うううう範囲範囲範囲範囲はははは、、、、日本出発日本出発日本出発日本出発のものについのものについのものについのものについ

てはてはてはては、、、、最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表にににに記載記載記載記載しているしているしているしている発空港発空港発空港発空港をををを出発出発出発出発（（（（集合集合集合集合））））してからしてからしてからしてから、、、、当該空港当該空港当該空港当該空港にににに帰着帰着帰着帰着

（（（（解散解散解散解散））））するまでとなりますするまでとなりますするまでとなりますするまでとなります。。。。海外発着海外発着海外発着海外発着のものについてはのものについてはのものについてはのものについては、、、、最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表でごでごでごでご案内案内案内案内したしたしたした

海外海外海外海外でのでのでのでの集合場所集合場所集合場所集合場所にににに集合集合集合集合してからしてからしてからしてから、、、、海外海外海外海外のののの解散場所解散場所解散場所解散場所でででで解散解散解散解散するまでとなりますするまでとなりますするまでとなりますするまでとなります。。。。        

(6) (6) (6) (6) 日本国内日本国内日本国内日本国内のののの空港空港空港空港からからからから本項本項本項本項（（（（5555））））のののの発着空港発着空港発着空港発着空港までのまでのまでのまでの区間区間区間区間をををを、、、、契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載のののの追加代追加代追加代追加代

金金金金（（（（またはまたはまたはまたは無料無料無料無料））））でででで利用利用利用利用するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、このこのこのこの部分部分部分部分もももも旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの範囲範囲範囲範囲にににに含含含含まれますまれますまれますまれます。。。。        

    

●●●●2222    旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ・・・・ごごごご予約予約予約予約        

(1) 1.(1) 1.(1) 1.(1) 1.当社当社当社当社、、、、2.2.2.2.旅行業法旅行業法旅行業法旅行業法でででで規定規定規定規定されたされたされたされた「「「「受託営業所受託営業所受託営業所受託営業所」（」（」（」（以下以下以下以下 1.2.1.2.1.2.1.2.をををを併併併併せてせてせてせて「「「「当社当社当社当社らららら」」」」といいといいといいといい

ますますますます。）。）。）。）のそれぞれにおいてのそれぞれにおいてのそれぞれにおいてのそれぞれにおいて、、、、ごごごご来店来店来店来店、、、、電話電話電話電話、、、、郵便郵便郵便郵便、、、、ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ、、、、EEEE メールメールメールメール及及及及びそのびそのびそのびその他他他他のののの

方法方法方法方法にておにておにておにてお客様客様客様客様からのからのからのからの旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みまたはごみまたはごみまたはごみまたはご予約予約予約予約をををを承承承承りますりますりますります。。。。        

(2) (2) (2) (2) 当当当当社社社社らはらはらはらは、、、、同一同一同一同一コースコースコースコースにてにてにてにて、、、、同時同時同時同時にににに参加参加参加参加しようとするしようとするしようとするしようとする複数複数複数複数のおのおのおのお客様客様客様客様がががが責任責任責任責任あるあるあるある代表代表代表代表

者者者者（（（（以下以下以下以下「「「「契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）をををを定定定定めておめておめておめてお申申申申しししし込込込込みいただいたみいただいたみいただいたみいただいた場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、

特約特約特約特約をををを結結結結んだんだんだんだ場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者がががが当該団体当該団体当該団体当該団体をををを構成構成構成構成するおするおするおするお客様客様客様客様（（（（以下以下以下以下「「「「構成者構成者構成者構成者」」」」とととと

いいますいいますいいますいいます。）。）。）。）のののの旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの締結締結締結締結にににに関関関関するするするする一切一切一切一切のののの代理権代理権代理権代理権をををを有有有有しているものとみなししているものとみなししているものとみなししているものとみなし、、、、当該当該当該当該

団体団体団体団体にににに係係係係わるわるわるわる旅行業務旅行業務旅行業務旅行業務にににに関関関関するするするする取引取引取引取引はははは、、、、当該契約責任者当該契約責任者当該契約責任者当該契約責任者とのとのとのとの間間間間でででで行行行行いますいますいますいます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合

契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者はははは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが定定定定めるめるめるめる日日日日までにまでにまでにまでに、、、、構成者構成者構成者構成者のののの名簿名簿名簿名簿をををを当社当社当社当社らにごらにごらにごらにご提出提出提出提出いただきまいただきまいただきまいただきま

すすすす。。。。なおなおなおなお、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者がががが構成者構成者構成者構成者にににに対対対対してしてしてして現現現現にににに負負負負いいいい、、、、またはまたはまたはまたは将来負将来負将来負将来負うことがうことがうことがうことが予予予予

測測測測されるされるされるされる債務債務債務債務またはまたはまたはまたは義務義務義務義務についてはについてはについてはについては、、、、何何何何らのらのらのらの責任責任責任責任をををを負負負負うものではございませんうものではございませんうものではございませんうものではございません。。。。またまたまたまた、、、、

当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者がががが当該団体当該団体当該団体当該団体にににに同行同行同行同行しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、あらかあらかあらかあらか

じめじめじめじめ契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者がががが選任選任選任選任したしたしたした構成者構成者構成者構成者をををを契約責任者契約責任者契約責任者契約責任者とみなしますとみなしますとみなしますとみなします。。。。        

(3) (3) (3) (3) ごごごご来店来店来店来店のののの場合場合場合場合、、、、当社所定当社所定当社所定当社所定のののの旅行申込書旅行申込書旅行申込書旅行申込書にににに所定所定所定所定のののの事項事項事項事項をををを記入記入記入記入しししし、、、、下記下記下記下記のののの申込金申込金申込金申込金をををを

添添添添えておえておえておえてお申申申申しししし込込込込みいただきますみいただきますみいただきますみいただきます。。。。        

(4) (4) (4) (4) 当社当社当社当社らはらはらはらは電話電話電話電話、、、、郵便郵便郵便郵便、、、、ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ、、、、EEEE メールメールメールメール及及及及びそのびそのびそのびその他他他他のののの通信手段通信手段通信手段通信手段によるによるによるによる旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約

のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みをみをみをみを受受受受けけけけ付付付付けるけるけるける場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、契約契約契約契約はごはごはごはご予約予約予約予約のののの時点時点時点時点ではではではでは成成成成

立立立立しておらずしておらずしておらずしておらず、、、、当社当社当社当社らがごらがごらがごらがご予約予約予約予約のののの承諾承諾承諾承諾のののの旨旨旨旨をををを通知通知通知通知したしたしたした日日日日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 3333 日以内日以内日以内日以内

にににに申込書申込書申込書申込書のののの提出提出提出提出とととと申込金申込金申込金申込金のおのおのおのお支払支払支払支払いまたはいまたはいまたはいまたは会員番号会員番号会員番号会員番号（（（（クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード番号番号番号番号））））をををを通知通知通知通知しししし

ていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。このこのこのこの期間内期間内期間内期間内にににに、、、、申込金申込金申込金申込金をををを提出提出提出提出されないされないされないされない場合場合場合場合、、、、またはまたはまたはまたは会員番号会員番号会員番号会員番号（（（（クレジックレジックレジックレジッ

トカードトカードトカードトカード番号番号番号番号））））をををを通知通知通知通知しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社らはおらはおらはおらはお申申申申しししし込込込込みがなかったものとしてみがなかったものとしてみがなかったものとしてみがなかったものとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいいいいいいい

たしますたしますたしますたします。。。。        

(5) (5) (5) (5) おおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの段階段階段階段階でででで、、、、満席満席満席満席、、、、満室満室満室満室そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由でででで旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの締結締結締結締結がががが直直直直ちにできなちにできなちにできなちにできな

いいいい場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得てててて、、、、おおおお客様客様客様客様がががが待待待待ちちちち予約予約予約予約のののの状態状態状態状態でおでおでおでお待待待待ちいただちいただちいただちいただ

けるけるけるける期限期限期限期限をををを確認確認確認確認したしたしたした上上上上でででで、、、、おおおお客客客客様様様様をををを待待待待ちちちち予約予約予約予約のおのおのおのお客様客様客様客様としてとしてとしてとして登録登録登録登録しししし、、、、ごごごご予約可能予約可能予約可能予約可能となるとなるとなるとなる

ようようようよう、、、、手配努力手配努力手配努力手配努力するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの場合当社場合当社場合当社場合当社らはらはらはらは申込金申込金申込金申込金をおをおをおをお預預預預かりしかりしかりしかりし、、、、当社当社当社当社らららら

がごがごがごがご予約予約予約予約がががが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった旨旨旨旨をををを通知通知通知通知したときにしたときにしたときにしたときに、、、、申込金申込金申込金申込金としてとしてとしてとして受領受領受領受領いたしますいたしますいたしますいたします。。。。但但但但しししし、「、「、「、「当当当当

社社社社らがごらがごらがごらがご予約予約予約予約がががが可能可能可能可能となったとなったとなったとなった旨旨旨旨をををを通知通知通知通知するするするする前前前前におにおにおにお客様客様客様客様よりよりよりより待待待待ちちちち予約登録予約登録予約登録予約登録のののの解除解除解除解除のおのおのおのお申申申申

しししし出出出出があったがあったがあったがあった場合場合場合場合」」」」またはまたはまたはまたは「「「「おおおお待待待待ちいただけるちいただけるちいただけるちいただける期限期限期限期限までにまでにまでにまでに結果結果結果結果としてごとしてごとしてごとしてご予約予約予約予約できなかったできなかったできなかったできなかった

場合場合場合場合」」」」はははは、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは当該申込金当該申込金当該申込金当該申込金をををを全額払全額払全額払全額払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

(6) (6) (6) (6) 本項本項本項本項（（（（5555））））のののの場合場合場合場合、、、、手配完了手配完了手配完了手配完了はははは保証保証保証保証されたものではございませんされたものではございませんされたものではございませんされたものではございません。。。。        

(7) (7) (7) (7) 申込金申込金申込金申込金のののの額額額額はははは以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。なおなおなおなお、、、、申込金申込金申込金申込金はははは後記後記後記後記するするするする「「「「おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代対象旅行代対象旅行代対象旅行代

金金金金」「」「」「」「取消料取消料取消料取消料」「」「」「」「違約金違約金違約金違約金」」」」のそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれ一部一部一部一部またはまたはまたはまたは全部全部全部全部としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金（（（（おひとりおひとりおひとりおひとり））））    申込金申込金申込金申込金（（（（おひとりおひとりおひとりおひとり））））    

50505050 万円以上万円以上万円以上万円以上    100,000100,000100,000100,000 円以上円以上円以上円以上ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金までまでまでまで    

30303030 万円以上万円以上万円以上万円以上 50505050 万円未満万円未満万円未満万円未満    50,00050,00050,00050,000 円以上円以上円以上円以上ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金までまでまでまで    

15151515 万円以上万円以上万円以上万円以上 30303030 万円未満万円未満万円未満万円未満    30,00030,00030,00030,000 円以上円以上円以上円以上ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金までまでまでまで    

15151515 万円未満万円未満万円未満万円未満    20,0020,0020,0020,000000 円以上円以上円以上円以上ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金ままままでででで    

但但但但しししし、、、、特定期間特定期間特定期間特定期間、、、、特定特定特定特定コースコースコースコースにつきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては別途募集別途募集別途募集別途募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより

ますますますます。。。。上記表内上記表内上記表内上記表内のののの「「「「旅行旅行旅行旅行代金代金代金代金」」」」とはとはとはとは、、、、第第第第 7777 項項項項のののの「「「「おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金」」」」をいいますをいいますをいいますをいいます。。。。        

    

●●●●3333    おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ条件条件条件条件        

(1) (1) (1) (1) 旅行開始日時点旅行開始日時点旅行開始日時点旅行開始日時点でででで 15151515 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの方方方方のごのごのごのご参加参加参加参加はははは、、、、保護者保護者保護者保護者のののの同行同行同行同行をををを条件条件条件条件といたしますといたしますといたしますといたします

（（（（但但但但しししし一部一部一部一部ののののコースコースコースコースをををを除除除除きますきますきますきます。）。。）。。）。。）。なおなおなおなお、、、、15151515 歳以上歳以上歳以上歳以上 20202020 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの方方方方のごのごのごのご参加参加参加参加はははは、、、、親権者親権者親権者親権者

のののの同意書同意書同意書同意書がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。コースコースコースコースによりましてはによりましてはによりましてはによりましては、、、、旅行旅行旅行旅行のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施のためにのためにのためにのために、、、、ごごごご

参加参加参加参加をおをおをおをお断断断断りさせていただくかりさせていただくかりさせていただくかりさせていただくか、、、、保護者保護者保護者保護者のののの同行同行同行同行などをなどをなどをなどを条件条件条件条件とさせていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただく場合場合場合場合がござがござがござがござ

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、ごごごご参加参加参加参加のののの場合場合場合場合にににに、、、、コースコースコースコースのののの一部一部一部一部についてのについてのについてのについての内容内容内容内容をををを変更変更変更変更させていただくさせていただくさせていただくさせていただく場場場場

合合合合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(2) (2) (2) (2) 特特特特定定定定のおのおのおのお客様層客様層客様層客様層をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした旅行旅行旅行旅行あるいはあるいはあるいはあるいは特定特定特定特定のののの旅行目的旅行目的旅行目的旅行目的をををを有有有有するするするする旅行旅行旅行旅行についてについてについてについて

はははは、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、資格資格資格資格、、、、技能技能技能技能そのそのそのその他他他他のののの条件条件条件条件がががが当社当社当社当社のののの指定指定指定指定するするするする条件条件条件条件にににに合致合致合致合致しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、ごごごご参加参加参加参加

をおをおをおをお断断断断りするりするりするりする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(3)(3)(3)(3)おおおお客様客様客様客様がががが暴力団暴力団暴力団暴力団、、、、暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員、、、、暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者、、、、そのそのそのその他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力であるとであるとであるとであると判明判明判明判明したしたしたした

場合場合場合場合はははは、、、、ごごごご参加参加参加参加をおをおをおをお断断断断りするりするりするりする場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。    

(4(4(4(4) ) ) ) 旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ時時時時にににに、、、、慢性疾患慢性疾患慢性疾患慢性疾患をおをおをおをお持持持持ちちちちのののの方方方方、、、、現在健康現在健康現在健康現在健康をををを損損損損なわれているなわれているなわれているなわれている方方方方、、、、

妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの方方方方、、、、補助犬使用者補助犬使用者補助犬使用者補助犬使用者のののの方方方方、、、、障障障障がいをおがいをおがいをおがいをお持持持持ちのちのちのちの方方方方などでなどでなどでなどで特別特別特別特別のののの配慮配慮配慮配慮をををを必要必要必要必要とするとするとするとする

方方方方はははは、、、、そのそのそのその旨旨旨旨おおおお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。当社当社当社当社はははは可能可能可能可能かつかつかつかつ合理的合理的合理的合理的なななな範囲内範囲内範囲内範囲内でこれにでこれにでこれにでこれに応応応応じますじますじますじます。。。。ここここ

のののの場合医師場合医師場合医師場合医師のののの健康診断書健康診断書健康診断書健康診断書をををを提出提出提出提出していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。またまたまたまた、、、、    おおおお客様客様客様客様からのからのからのからの

おおおお申申申申しししし出出出出にににに基基基基づきづきづきづき、、、、    当社当社当社当社がおがおがおがお客様客様客様客様のためにのためにのためにのために講講講講じたじたじたじた特別特別特別特別なななな措置措置措置措置にににに要要要要するするするする費用費用費用費用はおはおはおはお客様客様客様客様

のごのごのごのご負担負担負担負担といたしますといたしますといたしますといたします。。。。    なおなおなおなお、、、、妊娠中妊娠中妊娠中妊娠中のののの方方方方はおはおはおはお客様客様客様客様ごごごご自身自身自身自身のののの責任責任責任責任においてごにおいてごにおいてごにおいてご参加参加参加参加いたいたいたいた

だくことをだくことをだくことをだくことを条件条件条件条件といたしますといたしますといたしますといたします。。。。但但但但しししし、、、、妊娠妊娠妊娠妊娠 36363636 週以降週以降週以降週以降（（（（出産予定日出産予定日出産予定日出産予定日のののの 4444 週間以内週間以内週間以内週間以内））））のののの航空航空航空航空

機搭乗及機搭乗及機搭乗及機搭乗及びびびび出産予定日出産予定日出産予定日出産予定日がはっきりしないがはっきりしないがはっきりしないがはっきりしない場合場合場合場合はははは、、、、健康診断書健康診断書健康診断書健康診断書のののの提出提出提出提出がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。またまたまたまた、、、、

航空機搭乗航空機搭乗航空機搭乗航空機搭乗がががが出産予定日出産予定日出産予定日出産予定日のののの 14141414 日以内日以内日以内日以内のののの場合場合場合場合はははは、、、、産科医産科医産科医産科医のののの同伴同伴同伴同伴がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。いずれいずれいずれいずれ

のののの場合場合場合場合もももも、、、、現地事情現地事情現地事情現地事情やややや関関関関係機関係機関係機関係機関などのなどのなどのなどの状況状況状況状況などによりなどによりなどによりなどにより、、、、旅行旅行旅行旅行のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施のののの

ためにためにためにために、、、、介護者介護者介護者介護者などのなどのなどのなどの同行同行同行同行などをなどをなどをなどを条件条件条件条件とさせていただくかとさせていただくかとさせていただくかとさせていただくか、、、、コースコースコースコースのののの一部一部一部一部についてについてについてについて内容内容内容内容

をををを変更変更変更変更させていただくかさせていただくかさせていただくかさせていただくか、、、、またはごまたはごまたはごまたはご負担負担負担負担のののの少少少少ないないないない他他他他のののの旅行旅行旅行旅行をおをおをおをお勧勧勧勧めするかめするかめするかめするか、、、、あるいはごあるいはごあるいはごあるいはご

参加参加参加参加をおをおをおをお断断断断りさせていただくりさせていただくりさせていただくりさせていただく場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(5(5(5(5) ) ) ) 当社当社当社当社はははは、、、、本項本項本項本項（（（（1111）（）（）（）（2222）（）（）（）（4444））））のののの場合場合場合場合でででで、、、、当社当社当社当社よりおよりおよりおよりお客様客様客様客様にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは、（、（、（、（1111））））

（（（（2222））））はおはおはおはお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの日日日日からからからから、（、（、（、（4444））））はおはおはおはお申申申申しししし出出出出のののの日日日日からからからから、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして 1111 週間以内週間以内週間以内週間以内にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(6(6(6(6) ) ) ) おおおお客様客様客様客様がががが旅行中旅行中旅行中旅行中にににに疾病疾病疾病疾病、、、、傷害傷害傷害傷害、、、、そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由によりによりによりにより、、、、医師医師医師医師のののの診診診診断断断断またはまたはまたはまたは加療加療加療加療をををを必必必必

要要要要とするととするととするととすると当社当社当社当社がががが判断判断判断判断したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、旅行旅行旅行旅行のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施をををを図図図図るためるためるためるため必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をとらせてをとらせてをとらせてをとらせて

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。これにかかるこれにかかるこれにかかるこれにかかる一切一切一切一切のののの費用費用費用費用はおはおはおはお客様客様客様客様のののの負担負担負担負担となりとなりとなりとなり、、、、おおおお客様客様客様客様はははは当該費用当該費用当該費用当該費用をををを

当社当社当社当社がががが指定指定指定指定するするするする期日期日期日期日までにまでにまでにまでに当社当社当社当社のののの指定指定指定指定するするするする方法方法方法方法でおでおでおでお支払支払支払支払いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます。。。。        

(7)(7)(7)(7)    おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご都合都合都合都合によるによるによるによる別行動別行動別行動別行動はははは原則原則原則原則としておとしておとしておとしてお受受受受けいたしかねますけいたしかねますけいたしかねますけいたしかねます。。。。但但但但しししし、、、、別途条件別途条件別途条件別途条件

でおでおでおでお受受受受けすることもございますけすることもございますけすることもございますけすることもございます。。。。        

(8(8(8(8) ) ) ) おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご都合都合都合都合によりによりによりにより、、、、旅行旅行旅行旅行のののの行程行程行程行程からからからから離脱離脱離脱離脱するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその旨及旨及旨及旨及びびびび復帰復帰復帰復帰のののの有有有有

無無無無、、、、復帰復帰復帰復帰のののの予定日時予定日時予定日時予定日時などについてなどについてなどについてなどについて必必必必ずずずず添乗員添乗員添乗員添乗員もしくはもしくはもしくはもしくは係員係員係員係員にごにごにごにご連絡連絡連絡連絡いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。        

(9(9(9(9) ) ) ) 他他他他のおのおのおのお客様客様客様客様にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、またはまたはまたはまたは団体旅行団体旅行団体旅行団体旅行のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施をををを妨妨妨妨げるおそれがあるげるおそれがあるげるおそれがあるげるおそれがある

とととと当社当社当社当社がががが判断判断判断判断するするするする場合場合場合場合はははは、、、、ごごごご参加参加参加参加をおをおをおをお断断断断りするりするりするりする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(10(10(10(10) ) ) ) 通信契約通信契約通信契約通信契約のののの場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様ののののクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードがががが無効無効無効無効であるなどであるなどであるなどであるなど、、、、おおおお客様客様客様客様がががが旅行代旅行代旅行代旅行代

金金金金などをなどをなどをなどを提携会社提携会社提携会社提携会社ののののカードカードカードカード会員規約会員規約会員規約会員規約にににに従従従従ってってってって決済決済決済決済できないときはできないときはできないときはできないときは、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みをおみをおみをおみをお断断断断りりりり

するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(11(11(11(11) ) ) ) そのそのそのその他当社他当社他当社他当社らのらのらのらの業務上業務上業務上業務上のののの都合都合都合都合があるときにはがあるときにはがあるときにはがあるときには、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みをおみをおみをおみをお断断断断りするりするりするりする場合場合場合場合がごがごがごがご

ざいますざいますざいますざいます。。。。        

    

●●●●4444    旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの成立時期成立時期成立時期成立時期        

(1) (1) (1) (1) 第第第第 2222 項項項項（（（（3333）（）（）（）（4444））））のののの場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが契約契約契約契約のののの締結締結締結締結をををを承諾承諾承諾承諾しししし、、、、かつかつかつかつ申込金申込金申込金申込金をををを受理受理受理受理したしたしたした時時時時

点点点点でででで成立成立成立成立いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 第第第第 2222 項項項項（（（（5555））））のののの場合場合場合場合はははは、、、、おおおお待待待待ちいただけるちいただけるちいただけるちいただける期限内期限内期限内期限内にににに契約締結契約締結契約締結契約締結がががが可能可能可能可能となりとなりとなりとなり、、、、かつこのかつこのかつこのかつこの

時点時点時点時点までにおまでにおまでにおまでにお客様客様客様客様よりよりよりより待待待待ちちちち予約登録予約登録予約登録予約登録のののの解除解除解除解除のおのおのおのお申申申申しししし出出出出がなくがなくがなくがなく、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが契約締結契約締結契約締結契約締結がががが可可可可

能能能能になったになったになったになった旨旨旨旨をおをおをおをお客様客様客様客様にににに通知通知通知通知しししし申込金申込金申込金申込金をををを受領受領受領受領したしたしたした時点時点時点時点でででで成立成立成立成立いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(3) (3) (3) (3) 電話電話電話電話またはごまたはごまたはごまたはご来店来店来店来店によるによるによるによる事前事前事前事前のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みまたはごみまたはごみまたはごみまたはご予約予約予約予約がががが一切一切一切一切なくなくなくなく、、、、ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ、、、、

電報電報電報電報、、、、テレックステレックステレックステレックス、、、、EEEE メールメールメールメール及及及及びびびび郵便郵便郵便郵便などにておなどにておなどにておなどにてお申申申申しししし込込込込みまたはごみまたはごみまたはごみまたはご予約予約予約予約がなされたがなされたがなされたがなされた場合場合場合場合

はははは以下以下以下以下のののの時点時点時点時点でででで成立成立成立成立いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

1.1.1.1.事前事前事前事前にににに申込金申込金申込金申込金のおのおのおのお支払支払支払支払いがあっいがあっいがあっいがあったときはたときはたときはたときは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが承諾承諾承諾承諾したしたしたした旨旨旨旨のののの通知通知通知通知をををを発発発発したしたしたした時時時時。。。。    

2.2.2.2.事前事前事前事前にににに申込金申込金申込金申込金のおのおのおのお支払支払支払支払いがないときはいがないときはいがないときはいがないときは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが申込金申込金申込金申込金をををを受理受理受理受理したしたしたした後後後後にににに当社当社当社当社らがらがらがらが承承承承

諾諾諾諾したしたしたした旨旨旨旨のののの通知通知通知通知をををを発発発発したしたしたした時時時時。。。。        

    

●●●●5555    契約書面契約書面契約書面契約書面とととと最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表のおのおのおのお渡渡渡渡しししし        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、旅行契約成立後速旅行契約成立後速旅行契約成立後速旅行契約成立後速やかにおやかにおやかにおやかにお客様客様客様客様にににに、、、、旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程、、、、旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容、、、、

そのそのそのその他他他他のののの旅行条件及旅行条件及旅行条件及旅行条件及びびびび当社当社当社当社のののの責任責任責任責任にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした契約書面契約書面契約書面契約書面をおをおをおをお渡渡渡渡しいたししいたししいたししいたし

ますますますます。。。。契約書面契約書面契約書面契約書面はははは募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット、、、、本旅行条件書本旅行条件書本旅行条件書本旅行条件書などによりなどによりなどによりなどにより構成構成構成構成されますされますされますされます。。。。        

(2) (2) (2) (2) 当社当社当社当社らはあらかじめらはあらかじめらはあらかじめらはあらかじめ本項本項本項本項（（（（1111））））のののの契約書面契約書面契約書面契約書面をををを補完補完補完補完するするするする書面書面書面書面としてとしてとしてとして、、、、おおおお客様客様客様客様にににに、、、、集合時集合時集合時集合時

刻刻刻刻・・・・場所場所場所場所、、、、最低限日本発着時最低限日本発着時最低限日本発着時最低限日本発着時にににに利用利用利用利用するするするする運送機関運送機関運送機関運送機関のののの名称及名称及名称及名称及びびびび便名便名便名便名、、、、宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などになどになどになどに

関関関関するするするする確定情報確定情報確定情報確定情報をををを記載記載記載記載したしたしたした最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表をををを遅遅遅遅くともくともくともくとも旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日までにおまでにおまでにおまでにお渡渡渡渡しししし

いたしますいたしますいたしますいたします。（。（。（。（原則原則原則原則としてとしてとしてとして旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの 2222 週間前週間前週間前週間前～～～～7777 日前日前日前日前にはおにはおにはおにはお渡渡渡渡しするようしするようしするようしするよう努力努力努力努力いたしいたしいたしいたし

ますがますがますがますが、、、、年末年始年末年始年末年始年末年始ややややゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークなどなどなどなど特定時期出発特定時期出発特定時期出発特定時期出発ののののコースコースコースコースのののの一部一部一部一部ではではではでは旅行開旅行開旅行開旅行開

始日始日始日始日のののの間際間際間際間際におにおにおにお渡渡渡渡しするしするしするしする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合でもでもでもでも旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日までにおまでにおまでにおまでにお

渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。）。）。）。）但但但但しししし、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みがみがみがみが旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起算起算起算起算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 7777

日前日前日前日前にあたるにあたるにあたるにあたる日以降日以降日以降日以降のののの場合場合場合場合、、、、旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日におにおにおにお渡渡渡渡しするしするしするしする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。なおなおなおなお、、、、

おおおお渡渡渡渡しししし方法方法方法方法にはにはにはには郵送郵送郵送郵送をををを含含含含みますみますみますみます。。。。        

(3) (3) (3) (3) 当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、あらかじめおあらかじめおあらかじめおあらかじめお客様客様客様客様のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得てててて、、、、旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程、、、、旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容、、、、そのそのそのその

他他他他のののの旅行条件及旅行条件及旅行条件及旅行条件及びびびび当社当社当社当社のののの責任責任責任責任にににに関関関関するするするする事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした契約書面契約書面契約書面契約書面またはまたはまたはまたは確定情報確定情報確定情報確定情報をををを記記記記

載載載載したしたしたした最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表のののの交付交付交付交付にににに代代代代えてえてえてえて、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信のののの技術技術技術技術をををを利用利用利用利用するするするする方法方法方法方法によりによりによりにより当該当該当該当該

書面書面書面書面にににに記載記載記載記載すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを提供提供提供提供するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの使用使用使用使用するするするする

通信機器通信機器通信機器通信機器にににに備備備備えられたえられたえられたえられたファイルファイルファイルファイルにににに記載事項記載事項記載事項記載事項がががが記録記録記録記録されたことをされたことをされたことをされたことを確認確認確認確認いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(4) (4) (4) (4) 本項本項本項本項（（（（3333））））のののの場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様のののの使用使用使用使用するするするする通信機器通信機器通信機器通信機器にににに記載事項記載事項記載事項記載事項をををを記録記録記録記録するたするたするたするためのめのめのめのファイファイファイファイ

ルルルルがががが備備備備えられていないときはえられていないときはえられていないときはえられていないときは、、、、当社当社当社当社らのらのらのらの使用使用使用使用するするするする通信機器通信機器通信機器通信機器にににに備備備備えられたえられたえられたえられたファイルファイルファイルファイルにににに記載記載記載記載

事項事項事項事項をををを記録記録記録記録しししし、、、、おおおお客様客様客様客様がががが記載事項記載事項記載事項記載事項をををを閲覧閲覧閲覧閲覧したことをしたことをしたことをしたことを確認確認確認確認いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

    

●●●●6666    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい        

旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金はははは、、、、旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起算起算起算起算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 21212121 日目日目日目日目にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日よりよりよりより前前前前にににに

おおおお支払支払支払支払いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます。。。。旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起算起算起算起算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 21212121 日目日目日目日目にあたるにあたるにあたるにあたる

日以降日以降日以降日以降におにおにおにお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの場合場合場合場合はははは、、、、旅行開始日前旅行開始日前旅行開始日前旅行開始日前のののの当社当社当社当社らがらがらがらが指定指定指定指定するするするする期日期日期日期日までにおまでにおまでにおまでにお支払支払支払支払

いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます。。。。        

    

●●●●7777    おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金        

「「「「おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金」」」」とはとはとはとは、、、、募集広告募集広告募集広告募集広告またはまたはまたはまたはパパパパンフレットンフレットンフレットンフレットのののの価格表示欄価格表示欄価格表示欄価格表示欄にににに「「「「旅行代旅行代旅行代旅行代

金金金金としてとしてとしてとして表示表示表示表示したしたしたした金額金額金額金額」」」」とととと「「「「追加代金追加代金追加代金追加代金としてとしてとしてとして表示表示表示表示したしたしたした金額金額金額金額」」」」のののの合計金額合計金額合計金額合計金額からからからから「「「「割引代金割引代金割引代金割引代金としとしとしとし

てててて表示表示表示表示したしたしたした金額金額金額金額」」」」をををを差差差差しししし引引引引いたいたいたいた金額金額金額金額をいいますをいいますをいいますをいいます。。。。このこのこのこの合計金額合計金額合計金額合計金額がががが「「「「申込金申込金申込金申込金」「」「」「」「取消料取消料取消料取消料」「」「」「」「違違違違

約料約料約料約料」「」「」「」「変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金」」」」のののの額額額額をををを算出算出算出算出するするするする際際際際のののの基準基準基準基準となりますとなりますとなりますとなります。。。。        

    

●●●●8888    おおおお客様客様客様客様がががが出発出発出発出発までにまでにまでにまでに実施実施実施実施するするするする事項事項事項事項        

(1) (1) (1) (1) 旅券旅券旅券旅券（（（（パスポートパスポートパスポートパスポート）、）、）、）、    査証査証査証査証    （（（（ビザビザビザビザ））））    についてについてについてについて            

旅行旅行旅行旅行にににに要要要要するするするする旅券旅券旅券旅券（（（（パスポートパスポートパスポートパスポート））））・・・・査証査証査証査証    （（（（ビザビザビザビザ））））    のののの確認確認確認確認、、、、    取得取得取得取得はおはおはおはお客様客様客様客様のののの責任責任責任責任でででで行行行行っっっっ

ていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。    但但但但しししし、、、、    当社当社当社当社らではらではらではらでは所定所定所定所定のののの料金料金料金料金をををを申申申申しししし受受受受けけけけ、、、、    別途契約別途契約別途契約別途契約としてとしてとしてとして手続手続手続手続きなきなきなきな

どのどのどのどの一部代行一部代行一部代行一部代行をををを行行行行うううう場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(2) (2) (2) (2) 保健衛生保健衛生保健衛生保健衛生についてについてについてについて    

渡航先渡航先渡航先渡航先（（（（国国国国またはまたはまたはまたは地域地域地域地域））））によってはによってはによってはによっては、、、、    予防接種証明書予防接種証明書予防接種証明書予防接種証明書のののの取得取得取得取得がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合がございまがございまがございまがございま



すのですのですのですので、、、、    そのそのそのその確認確認確認確認、、、、    取得取得取得取得はおはおはおはお客様客様客様客様のののの責任責任責任責任でででで行行行行っていただきますっていただきますっていただきますっていただきます。。。。    なおなおなおなお、、、、    渡航先渡航先渡航先渡航先のののの

衛生状況衛生状況衛生状況衛生状況やややや予防接種予防接種予防接種予防接種にににに関関関関するするするする情報情報情報情報についてはについてはについてはについては、、、、    厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省「「「「検疫感染症情報検疫感染症情報検疫感染症情報検疫感染症情報」」」」ホーホーホーホー

ムページムページムページムページ http://www.forth.go.jphttp://www.forth.go.jphttp://www.forth.go.jphttp://www.forth.go.jp でごでごでごでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。        

(3) (3) (3) (3) 海外危険情報海外危険情報海外危険情報海外危険情報についてについてについてについて    

渡航先渡航先渡航先渡航先（（（（国国国国またはまたはまたはまたは地域地域地域地域））））によってはによってはによってはによっては、、、、    外務省外務省外務省外務省「「「「海外危険情報海外危険情報海外危険情報海外危険情報」」」」などなどなどなど、、、、    国国国国・・・・地域地域地域地域のののの渡航渡航渡航渡航にににに

関関関関するするするする情報情報情報情報がががが出出出出されされされされているているているている場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。    おおおお申込申込申込申込みのみのみのみの際際際際にににに当社当社当社当社らよりらよりらよりらより「「「「海外危険海外危険海外危険海外危険

情報情報情報情報にににに関関関関するするするする書面書面書面書面」」」」をおをおをおをお渡渡渡渡しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

またまたまたまた下記下記下記下記のののの外務省外務省外務省外務省「「「「外務省海外安全外務省海外安全外務省海外安全外務省海外安全 http://www.pubanzen.mofa.go.jp http://www.pubanzen.mofa.go.jp http://www.pubanzen.mofa.go.jp http://www.pubanzen.mofa.go.jp 」」」」でもごでもごでもごでもご確認確認確認確認くくくく

ださいださいださいださい。。。。        

(4) (4) (4) (4) 渡航先渡航先渡航先渡航先にににに「「「「海外危険情報海外危険情報海外危険情報海外危険情報」」」」がががが発出発出発出発出されたされたされたされた場合場合場合場合のののの催行中止催行中止催行中止催行中止についてについてについてについて            

旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ後後後後、、、、    旅行旅行旅行旅行のののの目的地目的地目的地目的地にににに「「「「海外危険情報海外危険情報海外危険情報海外危険情報」」」」がががが発出発出発出発出されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、    当社当社当社当社

はははは、、、、    旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの内容内容内容内容をををを変更変更変更変更しまたはしまたはしまたはしまたは解除解除解除解除することがございますすることがございますすることがございますすることがございます。。。。    外務省外務省外務省外務省のののの「「「「海外危険海外危険海外危険海外危険

情報情報情報情報」」」」がががが「「「「渡航渡航渡航渡航のののの是非是非是非是非をををを検討検討検討検討してくださいしてくださいしてくださいしてください」」」」以上以上以上以上のののの危険情報危険情報危険情報危険情報がががが発出発出発出発出されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、    当社当社当社当社

はははは旅行旅行旅行旅行のののの催行催行催行催行をををを中止中止中止中止するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。    そのそのそのその場合場合場合場合はははは旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを全額返金全額返金全額返金全額返金いたしいたしいたしいたし

ますますますます。。。。    但但但但しししし、、、、    当社当社当社当社がががが安全安全安全安全にににに対対対対しししし適切適切適切適切なななな措置措置措置措置がががが取取取取られるとられるとられるとられると判断判断判断判断してしてしてして、、、、    旅行旅行旅行旅行をををを催行催行催行催行するするするする

場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。    このこのこのこの場合場合場合場合におにおにおにお客様客様客様客様がががが旅行旅行旅行旅行をををを取取取取りやめられるときはりやめられるときはりやめられるときはりやめられるときは、、、、当社当社当社当社はははは所定所定所定所定のののの

取消料取消料取消料取消料をいただきますをいただきますをいただきますをいただきます。。。。        

(5) (5) (5) (5) 当社当社当社当社らはらはらはらは、（、（、（、（1111））））のののの業務業務業務業務をををを行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、実際実際実際実際におにおにおにお客様客様客様客様がががが渡航書類渡航書類渡航書類渡航書類をををを取得取得取得取得できることできることできることできること及及及及びびびび

関係国関係国関係国関係国へのへのへのへの出入国出入国出入国出入国がががが許可許可許可許可されることをされることをされることをされることを保証保証保証保証するものではございませんするものではございませんするものではございませんするものではございません。。。。従従従従ってってってって、、、、当社当社当社当社らららら

のののの責責責責めにめにめにめに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき事由事由事由事由によらずによらずによらずによらず、、、、おおおお客様客様客様客様がががが渡航書類渡航書類渡航書類渡航書類のののの取得取得取得取得ができずができずができずができず、、、、またはまたはまたはまたは関係国関係国関係国関係国へへへへ

のののの出入国出入国出入国出入国がががが許可許可許可許可されなかったとしてもされなかったとしてもされなかったとしてもされなかったとしても、、、、当社当社当社当社らはそのらはそのらはそのらはその責任責任責任責任をををを負負負負うものではございませんうものではございませんうものではございませんうものではございません。。。。        

    

●●●●9999    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの        

(1) (1) (1) (1) 旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに明示明示明示明示したしたしたした航空航空航空航空・・・・船舶船舶船舶船舶・・・・鉄道鉄道鉄道鉄道などなどなどなど利用運送機関利用運送機関利用運送機関利用運送機関のののの運賃運賃運賃運賃。（。（。（。（コースコースコースコースによりによりによりにより等等等等

級級級級がががが異異異異なりますなりますなりますなります。。。。等級等級等級等級がががが選択選択選択選択できるできるできるできるコースコースコースコースではではではでは募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに明示明示明示明示いたしますいたしますいたしますいたします。）。）。）。）        

(2) (2) (2) (2) 旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに明示明示明示明示したしたしたした送迎送迎送迎送迎（（（（空港空港空港空港・・・・駅駅駅駅・・・・埠頭埠頭埠頭埠頭とととと宿泊場所間宿泊場所間宿泊場所間宿泊場所間）、）、）、）、都市間都市間都市間都市間のののの移動移動移動移動ののののバスバスバスバス・・・・車車車車

などのなどのなどのなどの料金料金料金料金。。。。        

(3) (3) (3) (3) 旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに明示明示明示明示したしたしたした観光観光観光観光のののの料金料金料金料金（（（（バスバスバスバス・・・・車車車車などのなどのなどのなどの料金料金料金料金、、、、ガイドガイドガイドガイド料金料金料金料金、、、、入場料入場料入場料入場料などなどなどなど）。）。）。）。        

(4) (4) (4) (4) 旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに明示明示明示明示したしたしたしたホテルホテルホテルホテルのののの宿泊料金及宿泊料金及宿泊料金及宿泊料金及びびびび税税税税・・・・サービスサービスサービスサービス料金料金料金料金（（（（募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに

特特特特にににに別途別途別途別途のののの記載記載記載記載のないのないのないのない限限限限りりりり、、、、2222 人部屋人部屋人部屋人部屋にににに 2222 名様名様名様名様またはまたはまたはまたは 3333 名様名様名様名様のののの宿泊宿泊宿泊宿泊をををを基準基準基準基準といたしまといたしまといたしまといたしま

すすすす。）。。）。。）。。）。        

(5) (5) (5) (5) 旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに明示明示明示明示したしたしたした食事食事食事食事のののの料金及料金及料金及料金及びびびび税税税税・・・・サービスサービスサービスサービス料金料金料金料金。。。。        

(6) 1(6) 1(6) 1(6) 1 名様名様名様名様スーツケーススーツケーススーツケーススーツケース 1111 個個個個のののの手荷物運搬料金手荷物運搬料金手荷物運搬料金手荷物運搬料金（（（（航空機航空機航空機航空機でででで運搬運搬運搬運搬のののの場合場合場合場合はははは 1111 名様名様名様名様 20kg20kg20kg20kg がががが

原則原則原則原則となっておりますがとなっておりますがとなっておりますがとなっておりますが、、、、等級等級等級等級やややや方面方面方面方面によってによってによってによって異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは係員係員係員係員におたずねにおたずねにおたずねにおたずね

くださいくださいくださいください。）。。）。。）。。）。手荷物手荷物手荷物手荷物のののの運送運送運送運送はははは当該運送機関当該運送機関当該運送機関当該運送機関がががが行行行行いいいい、、、、当社当社当社当社がががが運送機関運送機関運送機関運送機関にににに運送委託手続運送委託手続運送委託手続運送委託手続

をををを代行代行代行代行するものですするものですするものですするものです。。。。またまたまたまた、、、、一部一部一部一部のののの空港空港空港空港・・・・駅駅駅駅・・・・ホテルホテルホテルホテルではではではではポーターポーターポーターポーターがいないなどのがいないなどのがいないなどのがいないなどの理理理理由由由由

によりによりによりにより、、、、おおおお客様客様客様客様ごごごご自身自身自身自身でででで運搬運搬運搬運搬していただくしていただくしていただくしていただく場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(7) (7) (7) (7) 添乗員同行添乗員同行添乗員同行添乗員同行コースコースコースコースのののの添乗員同行費用添乗員同行費用添乗員同行費用添乗員同行費用。。。。        

(8) (8) (8) (8) 団体行動中団体行動中団体行動中団体行動中ののののチップチップチップチップ。。。。        

上記上記上記上記（（（（1111）～（）～（）～（）～（8888））））のののの諸費用諸費用諸費用諸費用はおはおはおはお客様客様客様客様のごのごのごのご都合都合都合都合によりによりによりにより、、、、一部利用一部利用一部利用一部利用されなくてもされなくてもされなくてもされなくても原則原則原則原則としてとしてとしてとして払払払払

いいいい戻戻戻戻しはいたしませんしはいたしませんしはいたしませんしはいたしません。。。。        

    

●●●●10101010    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれないものまれないものまれないものまれないもの        

第第第第 9999 項項項項のののの他他他他はははは旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれておりませんまれておりませんまれておりませんまれておりません。。。。そのそのそのその一部一部一部一部をををを以下以下以下以下にににに例示例示例示例示いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(1) (1) (1) (1) 超過手荷物料金超過手荷物料金超過手荷物料金超過手荷物料金（（（（規定規定規定規定のののの重量重量重量重量、、、、容量容量容量容量、、、、個数個数個数個数をををを超超超超えるえるえるえる分分分分についてについてについてについて）。）。）。）。        

(2) (2) (2) (2) クリーニングクリーニングクリーニングクリーニング代代代代、、、、電報電話料電報電話料電報電話料電報電話料、、、、ホテルホテルホテルホテルののののボーイボーイボーイボーイ・・・・メイドメイドメイドメイドにににに対対対対するするするするチップチップチップチップ、、、、そそそそのののの他追加飲他追加飲他追加飲他追加飲

食食食食などなどなどなど個人的性質個人的性質個人的性質個人的性質のののの諸費用及諸費用及諸費用及諸費用及びそれにびそれにびそれにびそれに伴伴伴伴うううう税税税税・・・・サービスサービスサービスサービス料金料金料金料金。。。。        

(3) (3) (3) (3) 傷害傷害傷害傷害、、、、疾病疾病疾病疾病にににに関関関関するするするする医療費医療費医療費医療費などなどなどなど。。。。        

(4) (4) (4) (4) 渡航手続諸費用渡航手続諸費用渡航手続諸費用渡航手続諸費用（（（（旅券印紙代旅券印紙代旅券印紙代旅券印紙代・・・・査証料査証料査証料査証料・・・・予防接種料金予防接種料金予防接種料金予防接種料金・・・・傷害疾病保険料及傷害疾病保険料及傷害疾病保険料及傷害疾病保険料及びびびび渡航渡航渡航渡航

手続代行料金手続代行料金手続代行料金手続代行料金）。）。）。）。        

(5) (5) (5) (5) 日本国内日本国内日本国内日本国内のののの空港施設使用料空港施設使用料空港施設使用料空港施設使用料（（（（但但但但しししし、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットでででで当社当社当社当社がががが含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる旨旨旨旨をををを明示明示明示明示

したしたしたした場合場合場合場合をををを除除除除きますきますきますきます。）。。）。。）。。）。        

(6) (6) (6) (6) 旅行日程中旅行日程中旅行日程中旅行日程中のののの空港税空港税空港税空港税・・・・出国税出国税出国税出国税・・・・国際旅客航路料及国際旅客航路料及国際旅客航路料及国際旅客航路料及びこれにびこれにびこれにびこれに類類類類するするするする諸税諸税諸税諸税・・・・料金料金料金料金（（（（日日日日

本国内通行税本国内通行税本国内通行税本国内通行税をををを含含含含むむむむ。）（。）（。）（。）（但但但但しししし、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット上上上上でででで当社当社当社当社がががが含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる旨旨旨旨をををを明示明示明示明示したしたしたした場場場場

合合合合をををを除除除除きますきますきますきます。）。。）。。）。。）。        

(7) (7) (7) (7) 運送機関運送機関運送機関運送機関のののの課課課課すすすす付加運賃付加運賃付加運賃付加運賃・・・・料金料金料金料金（（（（燃油燃油燃油燃油サーチャージサーチャージサーチャージサーチャージなどなどなどなど）。）。）。）。        

(8) (8) (8) (8) 日本国内日本国内日本国内日本国内におけるにおけるにおけるにおける自宅自宅自宅自宅からからからから発着空港発着空港発着空港発着空港などなどなどなど集合集合集合集合・・・・解散地点解散地点解散地点解散地点までのまでのまでのまでの交通費交通費交通費交通費、、、、日本国内日本国内日本国内日本国内

でのでのでのでの宿泊費宿泊費宿泊費宿泊費などなどなどなど。。。。        

(9) (9) (9) (9) 一人部屋一人部屋一人部屋一人部屋をををを使用使用使用使用されるされるされるされる場合場合場合場合のののの追加代金追加代金追加代金追加代金。。。。        

(10) (10) (10) (10) 希望者希望者希望者希望者のみがのみがのみがのみが参加参加参加参加するするするするオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアー（（（（別途料金別途料金別途料金別途料金のののの小旅行小旅行小旅行小旅行））））などのなどのなどのなどの料金料金料金料金。。。。        

    

●●●●11111111    追加代金追加代金追加代金追加代金とととと割引代金割引代金割引代金割引代金        

第第第第 7777 項項項項でいうでいうでいうでいう「「「「追加代金追加代金追加代金追加代金」」」」及及及及びびびび「「「「割引代金割引代金割引代金割引代金」」」」はははは当社当社当社当社がががが募集広告募集広告募集広告募集広告またはまたはまたはまたはパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに表示表示表示表示

したしたしたした以下以下以下以下のものをいいますのものをいいますのものをいいますのものをいいます。。。。        

(1) (1) (1) (1) 追加代金追加代金追加代金追加代金        

1. 1. 1. 1. おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご希望希望希望希望によりによりによりにより一部屋一部屋一部屋一部屋（（（（二人用二人用二人用二人用））））をををを 1111 名様名様名様名様でででで使用使用使用使用するするするすることをことをことをことを保証保証保証保証するためのするためのするためのするための追追追追

加代金加代金加代金加代金。。。。        

2. 12. 12. 12. 1 名様名様名様名様またはまたはまたはまたは奇数人数奇数人数奇数人数奇数人数でごでごでごでご参加参加参加参加のののの際際際際にににに、、、、他他他他のおのおのおのお客様客様客様客様とのとのとのとの相部屋相部屋相部屋相部屋をををを行行行行わないわないわないわない旨旨旨旨をををを当社当社当社当社

がががが定定定定めめめめ、、、、そのそのそのその旨旨旨旨をををを募集広告募集広告募集広告募集広告にににに表示表示表示表示したときのしたときのしたときのしたときの一人部屋一人部屋一人部屋一人部屋（（（（シングルベッドルームシングルベッドルームシングルベッドルームシングルベッドルームまたはまたはまたはまたはツツツツ

インベッドルームインベッドルームインベッドルームインベッドルーム））））使用使用使用使用にににに関関関関わるわるわるわる「「「「一人部屋追加代金一人部屋追加代金一人部屋追加代金一人部屋追加代金」。」。」。」。        

3. 3. 3. 3. ホテルホテルホテルホテルまたはおまたはおまたはおまたはお部屋部屋部屋部屋タイプタイプタイプタイプののののグレードアップグレードアップグレードアップグレードアップのためののためののためののための追加代金追加代金追加代金追加代金。。。。        

4. 4. 4. 4. 航空便航空便航空便航空便のののの選択選択選択選択やややや航空機使用座席航空機使用座席航空機使用座席航空機使用座席のののの等級等級等級等級のののの選択選択選択選択によるによるによるによる追加代金追加代金追加代金追加代金。。。。            

5. 5. 5. 5. 「「「「食事食事食事食事なしなしなしなしプランプランプランプラン」」」」などをなどをなどをなどを基本基本基本基本とするとするとするとする場合場合場合場合のののの「「「「食事付食事付食事付食事付ききききプランプランプランプラン」」」」などのなどのなどのなどの追加代金追加代金追加代金追加代金。。。。        

6. 6. 6. 6. 「「「「観光観光観光観光なしなしなしなしプランプランプランプラン」」」」などをなどをなどをなどを基本基本基本基本とするとするとするとする場合場合場合場合のののの「「「「観光付観光付観光付観光付ききききプランプランプランプラン」」」」などのなどのなどのなどの追加代金追加代金追加代金追加代金。。。。        

7. 7. 7. 7. 「「「「延泊延泊延泊延泊プランプランプランプラン」「」「」「」「途中延泊途中延泊途中延泊途中延泊プランプランプランプラン」」」」によるによるによるによる延泊代金延泊代金延泊代金延泊代金。。。。        

8. 8. 8. 8. そのそのそのその他他他他「「「「○○○○○○○○○○○○プランプランプランプラン」「」「」「」「○○○○○○○○○○○○追加代金追加代金追加代金追加代金」」」」としとしとしとし追加代金追加代金追加代金追加代金をををを表示表示表示表示したものしたものしたものしたもの。。。。        

(2) (2) (2) (2) 割引代金割引代金割引代金割引代金        

1. 1. 1. 1. 「「「「3333 名名名名 1111 室室室室（（（（トリプルトリプルトリプルトリプル））））割引割引割引割引」」」」などとしなどとしなどとしなどとし、、、、1111 つのつのつのつの部屋部屋部屋部屋にににに 3333 名様以上名様以上名様以上名様以上のおのおのおのお客様客様客様客様がががが宿泊宿泊宿泊宿泊するこするこするこするこ

とをとをとをとを条件条件条件条件としたとしたとしたとした割引代金割引代金割引代金割引代金。。。。        

2. 2. 2. 2. 「「「「子供割引子供割引子供割引子供割引」」」」などなどなどなど、、、、年齢年齢年齢年齢そのそのそのその他条件他条件他条件他条件によるによるによるによる割引代金割引代金割引代金割引代金。。。。        

3. 3. 3. 3. そのそのそのその他他他他「「「「○○○○○○○○○○○○割引割引割引割引」」」」としとしとしとし割引代金割引代金割引代金割引代金をををを表示表示表示表示したものしたものしたものしたもの。。。。        

    

●●●●12121212    旅行契約内容旅行契約内容旅行契約内容旅行契約内容のののの変更変更変更変更        

当社当社当社当社はははは旅行契約締結後旅行契約締結後旅行契約締結後旅行契約締結後であってもであってもであってもであっても、、、、天災地変天災地変天災地変天災地変、、、、戦乱戦乱戦乱戦乱、、、、暴動暴動暴動暴動、、、、運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどの

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止、、、、官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令、、、、当初当初当初当初のののの運航運航運航運航（（（（運行運行運行運行））））計画計画計画計画によらないによらないによらないによらない運送運送運送運送サービスサービスサービスサービス

のののの提供提供提供提供、、、、そのそのそのその他当社他当社他当社他当社のののの関与関与関与関与しししし得得得得ないないないない事由事由事由事由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、旅行旅行旅行旅行のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ円円円円

滑滑滑滑なななな実施実施実施実施をををを図図図図るためやむをるためやむをるためやむをるためやむを得得得得ないときはないときはないときはないときは、、、、おおおお客様客様客様客様にあらかじめにあらかじめにあらかじめにあらかじめ速速速速やかにやかにやかにやかに当該事由当該事由当該事由当該事由がががが当当当当

社社社社のののの関与関与関与関与しししし得得得得ないものであるないものであるないものであるないものである理由及理由及理由及理由及びびびび当該事由当該事由当該事由当該事由とのとのとのとの因果関係因果関係因果関係因果関係をををを説明説明説明説明してしてしてして旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程、、、、旅旅旅旅

行行行行サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容をををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。但但但但しししし、、、、緊急緊急緊急緊急のののの場合場合場合場合においてやむをにおいてやむをにおいてやむをにおいてやむを得得得得

ないときはないときはないときはないときは変更後変更後変更後変更後にににに説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

    

●●●●13131313    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの額額額額のののの変更変更変更変更        

当社当社当社当社はははは旅行契約締結後旅行契約締結後旅行契約締結後旅行契約締結後、、、、次次次次のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき旅行代旅行代旅行代旅行代金及金及金及金及びびびび追加代金追加代金追加代金追加代金、、、、割引代金割引代金割引代金割引代金のののの変更変更変更変更はははは

一切一切一切一切いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。        

(1) (1) (1) (1) 利用利用利用利用するするするする運送機関運送機関運送機関運送機関のののの運賃運賃運賃運賃・・・・料金料金料金料金がががが著著著著しいしいしいしい経済情勢経済情勢経済情勢経済情勢のののの変化変化変化変化などによりなどによりなどによりなどにより通常想定通常想定通常想定通常想定されされされされ

るるるる程度程度程度程度をををを大幅大幅大幅大幅にににに超超超超えてえてえてえて改定改定改定改定されたときはされたときはされたときはされたときは、、、、そのそのそのその改定差額改定差額改定差額改定差額だけだけだけだけ旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを変更変更変更変更いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。但但但但しししし、、、、旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを増額変更増額変更増額変更増額変更するときはするときはするときはするときは、、、、旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起算起算起算起算してさかのぼっしてさかのぼっしてさかのぼっしてさかのぼっ

てててて 15151515 日目日目日目日目にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日よりよりよりより前前前前におにおにおにお客様客様客様客様にににに通知通知通知通知いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容がががが変更変更変更変更されされされされ、、、、そのそのそのその旅行実施旅行実施旅行実施旅行実施にににに要要要要するするするする費用費用費用費用がががが減少減少減少減少したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当社当社当社当社はそのはそのはそのはその

変更差額変更差額変更差額変更差額だけだけだけだけ旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを減額減額減額減額いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(3) (3) (3) (3) 第第第第 12121212 項項項項によりによりによりにより旅行内容旅行内容旅行内容旅行内容がががが変更変更変更変更されされされされ旅行実旅行実旅行実旅行実施施施施にににに要要要要するするするする費用費用費用費用（（（（当該契約内容当該契約内容当該契約内容当該契約内容のののの変更変更変更変更

のためにそののためにそののためにそののためにその提供提供提供提供をををを受受受受けなかったけなかったけなかったけなかった旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスにににに対対対対してしてしてして取消料取消料取消料取消料、、、、    違約料違約料違約料違約料そのそのそのその他既他既他既他既にににに

支払支払支払支払いいいい、、、、    またはこれからまたはこれからまたはこれからまたはこれから支払支払支払支払わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない費用費用費用費用をををを含含含含みますみますみますみます。）。）。）。）がががが増加増加増加増加したときはしたときはしたときはしたときは、、、、

運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などがなどがなどがなどが当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をををを行行行行っているにもかかわらずっているにもかかわらずっているにもかかわらずっているにもかかわらず運送運送運送運送・・・・宿泊宿泊宿泊宿泊

機関機関機関機関などのなどのなどのなどの座席座席座席座席、、、、部屋部屋部屋部屋そのそのそのその他諸設備他諸設備他諸設備他諸設備のののの不足不足不足不足がががが発生発生発生発生したことによるしたことによるしたことによるしたことによる変更変更変更変更のののの場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、

当社当社当社当社はそのはそのはそのはその変更差額変更差額変更差額変更差額だけだけだけだけ旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを増額増額増額増額いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(4) (4) (4) (4) 当社当社当社当社はははは、、、、運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどの利用人数利用人数利用人数利用人数によりによりによりにより旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが異異異異なるなるなるなる旨旨旨旨をををを契約書面契約書面契約書面契約書面にににに

記載記載記載記載したしたしたした場合場合場合場合、、、、旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの成立後成立後成立後成立後にににに当当当当社社社社のののの責責責責にににに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき事由事由事由事由によらずによらずによらずによらず当該利用人数当該利用人数当該利用人数当該利用人数

がががが変更変更変更変更になったときはになったときはになったときはになったときは、、、、契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載したしたしたした範囲内範囲内範囲内範囲内でででで旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを変更変更変更変更いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

    

●●●●14141414    おおおお客様客様客様客様のののの交替交替交替交替        

(1) (1) (1) (1) おおおお客様客様客様客様はははは万一万一万一万一のののの場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得てててて、、、、契約上契約上契約上契約上のののの地位地位地位地位をををを別別別別のののの方方方方にににに譲譲譲譲りりりり渡渡渡渡すことすことすことすこと

ができますができますができますができます。。。。但但但但しししし、、、、このこのこのこの場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様はははは所定所定所定所定のののの事項事項事項事項をををを記入記入記入記入のうえのうえのうえのうえ、、、、所定所定所定所定のののの用紙用紙用紙用紙をををを当社当社当社当社らららら

にににに提出提出提出提出していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。このこのこのこの際際際際、、、、交替交替交替交替にににに要要要要するするするする手数料手数料手数料手数料としておとしておとしておとしてお客様客様客様客様 1111 名様名様名様名様あたりあたりあたりあたり 1111 万万万万

円円円円をおをおをおをお支払支払支払支払いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます（（（（但但但但しししし、、、、取消料対象期間外取消料対象期間外取消料対象期間外取消料対象期間外のののの場合場合場合場合をををを除除除除きますきますきますきます。）。。）。。）。。）。        

(2) (2) (2) (2) 契約上契約上契約上契約上のののの地位地位地位地位のののの譲渡譲渡譲渡譲渡はははは、、、、当社当社当社当社のののの承諾承諾承諾承諾をををを得得得得、、、、かつかつかつかつ手数料手数料手数料手数料をををを当社当社当社当社らがらがらがらが受理受理受理受理したしたしたした時時時時にににに効効効効

力力力力をををを生生生生じじじじ、、、、以後旅行契約上以後旅行契約上以後旅行契約上以後旅行契約上のののの地位地位地位地位をををを譲譲譲譲りりりり受受受受けたけたけたけた方方方方がががが、、、、このこのこのこの旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約にににに関関関関するするするする一切一切一切一切のののの権権権権

利及利及利及利及びびびび義務義務義務義務をををを承継承継承継承継することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。なおなおなおなお、、、、当社当社当社当社はははは、、、、コースコースコースコース・・・・時期時期時期時期などによりなどによりなどによりなどにより当該交替当該交替当該交替当該交替

をおをおをおをお受受受受けできないけできないけできないけできない場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

    

●●●●15151515    旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの解除解除解除解除・・・・払払払払いいいい戻戻戻戻しししし        

(1) (1) (1) (1) 旅行開始前旅行開始前旅行開始前旅行開始前のののの解除解除解除解除・・・・払払払払いいいい戻戻戻戻しししし        

1. 1. 1. 1. おおおお客様客様客様客様のののの解除権解除権解除権解除権        

((((アアアア) ) ) ) おおおお客様客様客様客様はははは次次次次にににに定定定定めるめるめるめる取消料取消料取消料取消料をおをおをおをお支払支払支払支払いいただくことによりいいただくことによりいいただくことによりいいただくことにより、、、、いつでもいつでもいつでもいつでも旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解解解解

除除除除することができますすることができますすることができますすることができます。。。。但但但但しししし、、、、解除解除解除解除のおのおのおのお申申申申しししし出出出出はははは、、、、当社当社当社当社らのらのらのらの営業時間内営業時間内営業時間内営業時間内におにおにおにお受受受受けいたしけいたしけいたしけいたし

ますますますます。。。。        

〈〈〈〈本邦出国時本邦出国時本邦出国時本邦出国時またはまたはまたはまたは帰国時帰国時帰国時帰国時にににに航空機航空機航空機航空機をををを利用利用利用利用するするするするコースコースコースコース並並並並びにびにびにびに海外発着海外発着海外発着海外発着コースコースコースコース（（（（当社当社当社当社のののの

海外募集型企画旅行参加中海外募集型企画旅行参加中海外募集型企画旅行参加中海外募集型企画旅行参加中のおのおのおのお客様客様客様客様をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、別途別途別途別途のののの参加料金参加料金参加料金参加料金をををを収受収受収受収受してしてしてして実施実施実施実施

するするするする海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行（（（（オプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアー））））をををを除除除除くくくく）〉）〉）〉）〉        

ごごごご旅行契約解除旅行契約解除旅行契約解除旅行契約解除のののの日日日日    取消料取消料取消料取消料（（（（おひとりおひとりおひとりおひとり））））    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起起起起

算算算算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 40404040 日日日日

目目目目にあたるにあたるにあたるにあたる日以降日以降日以降日以降 31313131 日目日目日目日目

にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日までまでまでまで（（（（ピークピークピークピーク時時時時

のみのみのみのみ））））    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 10101010％（％（％（％（10101010 万円万円万円万円をををを上限上限上限上限））））    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起起起起

算算算算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 30303030 日日日日

目目目目にあたるにあたるにあたるにあたる日以降日以降日以降日以降 15151515 日目日目日目日目

にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日までまでまでまで    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが 50505050 万円以上万円以上万円以上万円以上････････10101010 万円万円万円万円    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが 30303030 万円以万円以万円以万円以上上上上 50505050 万円未満万円未満万円未満万円未満・・・・・・・・・・・・ 5 5 5 5 万円万円万円万円    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが 15151515 万円以上万円以上万円以上万円以上 30303030 万円未満万円未満万円未満万円未満・・・・・・・・・・・・ 3 3 3 3 万円万円万円万円    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが 10101010 万円以上万円以上万円以上万円以上 15151515 万円未満万円未満万円未満万円未満・・・・・・・・・・・・ 2 2 2 2 万円万円万円万円    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが 10101010 万円未満万円未満万円未満万円未満・・・・・・・・・・・・ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 20202020％％％％    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起起起起

算算算算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 14141414 日日日日

目以降目以降目以降目以降 3333 日目日目日目日目にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日まままま

でででで    

ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 20202020％％％％    

旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前前前前々々々々日及日及日及日及びびびび

前日前日前日前日    
ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 50505050％％％％    

旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日    ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 50505050％％％％    

旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後またはまたはまたはまたは無連絡無連絡無連絡無連絡

不参加不参加不参加不参加    
ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの 100100100100％％％％    

ピークピークピークピーク時時時時とはとはとはとは、、、、4444 月月月月 27272727 日日日日～～～～5555 月月月月 6666 日日日日、、、、7777 月月月月 20202020 日日日日～～～～8888 月月月月 31313131 日日日日、、、、12121212 月月月月 22220000 日日日日～～～～1111 月月月月 7777 日日日日をををを

いいいいいいいいますますますます。。。。    日本発着時日本発着時日本発着時日本発着時にににに船舶船舶船舶船舶をををを利用利用利用利用するするするする旅行及旅行及旅行及旅行及びびびび日程中日程中日程中日程中にににに 3333 泊以上泊以上泊以上泊以上ののののクルーズクルーズクルーズクルーズをををを含含含含

むむむむ旅行旅行旅行旅行であってであってであってであって、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット上上上上ににににクルーズクルーズクルーズクルーズ約款約款約款約款をををを適用適用適用適用するするするする旨記載旨記載旨記載旨記載があるものはがあるものはがあるものはがあるものはパパパパ

ンフレットンフレットンフレットンフレットにににに明示明示明示明示するするするする取消料取消料取消料取消料によりますによりますによりますによります。。。。        

((((イイイイ) ) ) ) おおおお客様客様客様客様はははは次次次次のののの各一各一各一各一にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは取消料取消料取消料取消料なしでなしでなしでなしで旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除できますできますできますできます。。。。        

a a a a 第第第第 12121212 項項項項にににに基基基基づきづきづきづき、、、、旅行契約内容旅行契約内容旅行契約内容旅行契約内容のののの重要重要重要重要なななな変更変更変更変更がががが行行行行われたときわれたときわれたときわれたとき。。。。但但但但しししし、、、、そのそのそのその変更変更変更変更がががが第第第第

23232323 項項項項のののの表左欄表左欄表左欄表左欄にににに掲掲掲掲げるものそのげるものそのげるものそのげるものその他他他他のののの重要重要重要重要なものであるなものであるなものであるなものである場合場合場合場合にににに限限限限りますりますりますります。。。。        

b b b b 第第第第 13131313 項項項項（（（（1111））））にににに基基基基づきづきづきづき、、、、旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金がががが増額改定増額改定増額改定増額改定されたときされたときされたときされたとき。。。。        

c c c c 天災地変天災地変天災地変天災地変、、、、戦乱戦乱戦乱戦乱、、、、暴動暴動暴動暴動、、、、運運運運送送送送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止、、、、官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令、、、、

そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合にににに旅行旅行旅行旅行のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施がががが不可能不可能不可能不可能となりとなりとなりとなり、、、、またはまたはまたはまたは不可不可不可不可

能能能能となるおそれがとなるおそれがとなるおそれがとなるおそれが極極極極めてめてめてめて大大大大きいとききいとききいとききいとき。。。。        

d d d d 当社当社当社当社らがおらがおらがおらがお客様客様客様客様にににに対対対対しししし、、、、第第第第 5555 項項項項のののの（（（（2222））））にににに記載記載記載記載のののの最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表をををを同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする日日日日

までにおまでにおまでにおまでにお渡渡渡渡ししなかったときししなかったときししなかったときししなかったとき。。。。        

e e e e 当社当社当社当社のののの責責責責にににに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき事由事由事由事由によりによりによりにより契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載したしたしたした旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに従従従従ったったったった旅行旅行旅行旅行のののの実施実施実施実施

がががが不可能不可能不可能不可能となったときとなったときとなったときとなったとき。。。。        

((((ウウウウ) ) ) ) 当社当社当社当社らはらはらはらは本項本項本項本項「（「（「（「（1111））））のののの 1.1.1.1.のののの（（（（アアアア）」）」）」）」によりによりによりにより旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約がががが解除解除解除解除されたときはされたときはされたときはされたときは、、、、すでにすでにすでにすでに収受収受収受収受しししし

ているているているている旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金（（（（あるいはあるいはあるいはあるいは申込金申込金申込金申込金））））からからからから所定所定所定所定のののの取消料取消料取消料取消料をををを差差差差しししし引引引引きききき払払払払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。

取消料取消料取消料取消料をををを申込金申込金申込金申込金でまかなえないときはでまかなえないときはでまかなえないときはでまかなえないときは、、、、そのそのそのその差額差額差額差額をををを申申申申しししし受受受受けますけますけますけます。。。。またまたまたまた本項本項本項本項「（「（「（「（1111））））のののの 1.1.1.1.のののの

（（（（イイイイ）」）」）」）」によりによりによりにより旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約がががが解除解除解除解除されたときにはされたときにはされたときにはされたときには、、、、すでにすでにすでにすでに収受収受収受収受しているしているしているしている旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金（（（（あるいはあるいはあるいはあるいは申申申申

込金込金込金込金））））全額全額全額全額をををを払払払払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        



2. 2. 2. 2. 当社当社当社当社のののの解除権解除権解除権解除権        

((((アアアア) ) ) ) おおおお客様客様客様客様がががが第第第第 6666 項項項項にににに規定規定規定規定するするするする期日期日期日期日までにまでにまでにまでに旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金をををを支払支払支払支払われないときはわれないときはわれないときはわれないときは、、、、当社当社当社当社はははは旅旅旅旅

行契約行契約行契約行契約をををを解除解除解除解除するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。このとこのとこのとこのときはきはきはきは、、、、本項本項本項本項「（「（「（「（1111））））のののの 1.1.1.1.のののの（（（（アアアア）」）」）」）」にににに規定規定規定規定するするするする取取取取

消料消料消料消料とととと同額同額同額同額のののの違約料違約料違約料違約料をおをおをおをお支払支払支払支払いいただきますいいただきますいいただきますいいただきます。。。。        

((((イイイイ) ) ) ) 次次次次のののの各一各一各一各一にににに該当該当該当該当するするするする場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社はははは旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

a a a a おおおお客様客様客様客様がががが当社当社当社当社のあらかじめのあらかじめのあらかじめのあらかじめ明示明示明示明示したしたしたした性別性別性別性別・・・・年齢年齢年齢年齢・・・・資格資格資格資格・・・・技能技能技能技能そのそのそのその他旅行参加条件他旅行参加条件他旅行参加条件他旅行参加条件をををを

満満満満たしていないことがたしていないことがたしていないことがたしていないことが明明明明らかになったときらかになったときらかになったときらかになったとき。。。。        

b b b b おおおお客様客様客様客様がががが暴力団暴力団暴力団暴力団、、、、暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員、、、、暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者、、、、そのそのそのその他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力であるとであるとであるとであると判明判明判明判明したしたしたした

ときときときとき。。。。    

cccc    おおおお客様客様客様客様がががが病気病気病気病気、、、、必要必要必要必要なななな介助者介助者介助者介助者のののの不在不在不在不在そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由によりによりによりにより、、、、当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行にににに耐耐耐耐えられないえられないえられないえられない

とととと認認認認めめめめられるときられるときられるときられるとき。。。。        

dddd    おおおお客様客様客様客様がががが他他他他のおのおのおのお客様客様客様客様にににに迷惑迷惑迷惑迷惑をををを及及及及ぼしぼしぼしぼし、、、、またはまたはまたはまたは団体行動団体行動団体行動団体行動のののの円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施をををを妨妨妨妨げるおそげるおそげるおそげるおそ

れがあるとれがあるとれがあるとれがあると認認認認められるときめられるときめられるときめられるとき。。。。        

eeee    おおおお客様客様客様客様がががが契約内容契約内容契約内容契約内容にににに関関関関しししし合理的合理的合理的合理的なななな範囲範囲範囲範囲をををを超超超超えるえるえるえる負担負担負担負担をををを求求求求めたときめたときめたときめたとき。。。。        

ffff    おおおお客様客様客様客様のののの数数数数がががが募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした最少催行人員最少催行人員最少催行人員最少催行人員にににに満満満満たないときたないときたないときたないとき。。。。このこのこのこの場合場合場合場合はははは

ピークピークピークピーク時時時時にににに旅行旅行旅行旅行をををを開始開始開始開始するときはするときはするときはするときは、、、、旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日からからからから起算起算起算起算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 33333333 日日日日

目目目目にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日よりよりよりより前前前前にににに、、、、またまたまたまた、、、、同期間以外同期間以外同期間以外同期間以外にににに旅行旅行旅行旅行をををを開始開始開始開始するときはするときはするときはするときは、、、、旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日のののの前日前日前日前日

からからからから起算起算起算起算してさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼってしてさかのぼって 23232323 日目日目日目日目にあたるにあたるにあたるにあたる日日日日よりよりよりより前前前前にににに旅行中止旅行中止旅行中止旅行中止をををを通知通知通知通知いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

gggg    スキースキースキースキーをををを目的目的目的目的とするとするとするとする旅行旅行旅行旅行におけるにおけるにおけるにおける降雪量降雪量降雪量降雪量のののの不足不足不足不足のようにのようにのようにのように、、、、当社当社当社当社があらかじめがあらかじめがあらかじめがあらかじめ明示明示明示明示したしたしたした

旅行実施条件旅行実施条件旅行実施条件旅行実施条件がががが成就成就成就成就しないときしないときしないときしないとき、、、、あるいはそのおそれがあるいはそのおそれがあるいはそのおそれがあるいはそのおそれが極極極極めてめてめてめて大大大大きいとききいとききいとききいとき。。。。        

hhhh    天災地変天災地変天災地変天災地変、、、、戦乱戦乱戦乱戦乱、、、、暴動暴動暴動暴動、、、、運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止、、、、官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令

そのそのそのその他当社他当社他当社他当社のののの関与関与関与関与しししし得得得得ないないないない事由事由事由事由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合によりによりによりにより旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに従従従従ったったったった旅行旅行旅行旅行のののの安全安全安全安全かかかか

つつつつ円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施がががが不可能不可能不可能不可能となったときとなったときとなったときとなったとき、、、、またはまたはまたはまたは不可能不可能不可能不可能となるおそれがとなるおそれがとなるおそれがとなるおそれが極極極極めてめてめてめて大大大大きいとききいとききいとききいとき。。。。        

((((ウウウウ) ) ) ) 当社当社当社当社はははは本項本項本項本項「（「（「（「（1111））））のののの 2.2.2.2.のののの（（（（イイイイ）」）」）」）」によりによりによりにより旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除したときはしたときはしたときはしたときは、、、、すでにすでにすでにすでに収受収受収受収受していしていしていしてい

るるるる旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金（（（（あるいはあるいはあるいはあるいは申込金申込金申込金申込金））））のののの全額全額全額全額をををを払払払払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後のののの解除解除解除解除・・・・払払払払いいいい戻戻戻戻しししし        

1. 1. 1. 1. おおおお客様客様客様客様のののの解除解除解除解除・・・・払払払払いいいい戻戻戻戻しししし        

((((アアアア) ) ) ) おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご都合都合都合都合によりによりによりにより途中途中途中途中でででで離団離団離団離団されたされたされたされた場合場合場合場合はははは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの権利放棄権利放棄権利放棄権利放棄とみなしとみなしとみなしとみなし、、、、一一一一

切切切切のののの払払払払いいいい戻戻戻戻しをいたしませんしをいたしませんしをいたしませんしをいたしません。。。。        

((((イイイイ) ) ) ) 旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後であってもであってもであってもであっても、、、、おおおお客様客様客様客様のののの責責責責にににに帰帰帰帰さないさないさないさない事由事由事由事由によりによりによりにより旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をををを

受受受受けられないけられないけられないけられない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、おおおお客様客様客様客様はははは取消料取消料取消料取消料をををを支払支払支払支払うことなくうことなくうことなくうことなく当該不可能当該不可能当該不可能当該不可能になったになったになったになった旅行旅行旅行旅行

サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供にににに係係係係るるるる部分部分部分部分のののの契約契約契約契約をををを解除解除解除解除することができますすることができますすることができますすることができます。。。。このこのこのこの場合当社場合当社場合当社場合当社はははは旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金

のうちのうちのうちのうち、、、、不可能不可能不可能不可能になったになったになったになった当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供にににに係係係係るるるる部分部分部分部分にににに相当相当相当相当するするするする代金代金代金代金からからからから当該当該当該当該

旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスにににに対対対対してしてしてして、、、、    取消料取消料取消料取消料、、、、    違約料違約料違約料違約料そのそのそのその他他他他のののの名目名目名目名目でででですでにすでにすでにすでに支払支払支払支払いいいい、、、、    またはこれまたはこれまたはこれまたはこれ

からからからから支払支払支払支払わなければならないわなければならないわなければならないわなければならない費用費用費用費用にににに係係係係るるるる金額金額金額金額    （（（（当社当社当社当社のののの責責責責にににに帰帰帰帰すべきすべきすべきすべき事由事由事由事由によるものでによるものでによるものでによるもので

ないときにないときにないときにないときに限限限限りますりますりますります。）。）。）。）    をををを差差差差しししし引引引引いたものをおいたものをおいたものをおいたものをお客様客様客様客様にににに払払払払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

2. 2. 2. 2. 当社当社当社当社のののの解除解除解除解除・・・・払払払払いいいい戻戻戻戻しししし        

((((アアアア) ) ) ) 旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後であってもであってもであってもであっても、、、、当社当社当社当社はははは次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる場合場合場合場合においておにおいておにおいておにおいてお客様客様客様客様にあらかじめにあらかじめにあらかじめにあらかじめ理由理由理由理由

をををを説明説明説明説明してしてしてして旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの一部一部一部一部をををを解除解除解除解除するするするする場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

a a a a おおおお客様客様客様客様がががが病気病気病気病気、、、、必要必要必要必要なななな介助者介助者介助者介助者のののの不在不在不在不在そのそのそのその他他他他のののの事由事由事由事由によりによりによりにより、、、、旅行旅行旅行旅行のののの継続継続継続継続にににに耐耐耐耐えられなえられなえられなえられな

いといといといと認認認認められるときめられるときめられるときめられるとき。。。。    

b b b b おおおお客様客様客様客様がががが暴力団暴力団暴力団暴力団、、、、暴力団員暴力団員暴力団員暴力団員、、、、暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者暴力団関係者、、、、そのそのそのその他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力他反社会的勢力であるであるであるであるとととと判明判明判明判明したしたしたした

ときときときとき。。。。        

cccc    おおおお客様客様客様客様がががが旅行旅行旅行旅行をををを安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施するためのするためのするためのするための添乗員添乗員添乗員添乗員そのそのそのその他他他他のののの者者者者によるによるによるによる当社当社当社当社のののの指指指指

示示示示へのへのへのへの違背違背違背違背、、、、これらのこれらのこれらのこれらの者者者者またはまたはまたはまたは同行同行同行同行するするするする他他他他のののの旅行者旅行者旅行者旅行者にににに対対対対するするするする暴行暴行暴行暴行またはまたはまたはまたは脅迫脅迫脅迫脅迫などによなどによなどによなどによ

りりりり団体行団体行団体行団体行動動動動のののの規律規律規律規律をををを乱乱乱乱しししし、、、、当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行のののの安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑なななな実施実施実施実施をををを妨妨妨妨げるときげるときげるときげるとき。。。。        

dddd    天災地変天災地変天災地変天災地変、、、、戦乱戦乱戦乱戦乱、、、、暴動暴動暴動暴動、、、、運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止、、、、官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令

そのそのそのその他当社他当社他当社他当社のののの関与関与関与関与しししし得得得得ないないないない事由事由事由事由がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合によりによりによりにより旅行旅行旅行旅行のののの継続継続継続継続がががが不可能不可能不可能不可能となったときとなったときとなったときとなったとき。。。。        

((((イイイイ) ) ) ) 当社当社当社当社がががが本項本項本項本項「（「（「（「（2222））））のののの 2.2.2.2.のののの（（（（アアアア）」）」）」）」のののの規定規定規定規定にににに基基基基づいてづいてづいてづいて旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除したときはしたときはしたときはしたときは、、、、当社当社当社当社

とおとおとおとお客様客様客様客様のののの間間間間のののの契約関係契約関係契約関係契約関係はははは、、、、将来将来将来将来にににに向向向向かってのみかってのみかってのみかってのみ消滅消滅消滅消滅いたしますいたしますいたしますいたします。。。。すなわちおすなわちおすなわちおすなわちお客様客様客様客様がががが

すでにすでにすでにすでに提供提供提供提供をををを受受受受けたけたけたけた旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスにににに関関関関するするするする当社当社当社当社のののの債務債務債務債務についてはについてはについてはについては、、、、有効有効有効有効なななな弁済弁済弁済弁済がなさがなさがなさがなさ

れたものといたしますれたものといたしますれたものといたしますれたものといたします。。。。        

((((ウウウウ) ) ) ) 解除解除解除解除のののの効果及効果及効果及効果及びびびび払払払払いいいい戻戻戻戻しししし    

本項本項本項本項「（「（「（「（2222））））のののの 2.2.2.2.のののの（（（（アアアア）」）」）」）」にににに記載記載記載記載したしたしたした理由理由理由理由でででで当社当社当社当社がががが旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除したときはしたときはしたときはしたときは、、、、本項本項本項本項「（「（「（「（1111））））

のののの 1.1.1.1.のののの（（（（アアアア）」）」）」）」によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様がががが取消料取消料取消料取消料をををを支払支払支払支払ってってってって旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除するするするする場合場合場合場合をををを除除除除きききき、、、、契約契約契約契約をををを

解除解除解除解除したためにそのしたためにそのしたためにそのしたためにその提供提供提供提供をををを受受受受けられなかったけられなかったけられなかったけられなかった旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供者提供者提供者提供者にににに対対対対してしてしてして、、、、取消料取消料取消料取消料、、、、

違約料違約料違約料違約料そのそのそのその他他他他のののの名目名目名目名目ですでにですでにですでにですでに支払支払支払支払いいいい、、、、またはこれからまたはこれからまたはこれからまたはこれから支払支払支払支払われなければならないわれなければならないわれなければならないわれなければならない費用費用費用費用

があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、これをおこれをおこれをおこれをお客様客様客様客様のごのごのごのご負担負担負担負担といたしますといたしますといたしますといたします。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社はははは旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のうちのうちのうちのうち、、、、

おおおお客様客様客様客様がいまだそのがいまだそのがいまだそのがいまだその提供提供提供提供をををを受受受受けていないけていないけていないけていない旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスにににに係係係係わるわるわるわる部分部分部分部分のののの費用費用費用費用からからからから当社当社当社当社がががが

当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行サービスサービスサービスサービス提供者提供者提供者提供者にににに支払支払支払支払いまたはこれからいまたはこれからいまたはこれからいまたはこれから支払支払支払支払うべきうべきうべきうべき取消料取消料取消料取消料、、、、違約料違約料違約料違約料そのそのそのその他他他他のののの

名目名目名目名目によるによるによるによる費用費用費用費用をををを差差差差しししし引引引引いたものをいたものをいたものをいたものを払払払払いいいい戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

((((エエエエ) ) ) ) 本項本項本項本項「（「（「（「（2222））））のののの 2.2.2.2.のののの（（（（アアアア））））のののの aaaa、、、、ｄｄｄｄ」」」」によりによりによりにより当社当社当社当社がががが旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約をををを解除解除解除解除したときはしたときはしたときはしたときは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの

おおおお求求求求めにめにめにめに応応応応じておじておじておじてお客様客様客様客様のごのごのごのご負担負担負担負担でででで出発地出発地出発地出発地にににに戻戻戻戻るためのるためのるためのるための必要必要必要必要なななな手配手配手配手配をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。        

    

●●●●16161616    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの払払払払いいいい戻戻戻戻しのしのしのしの時期時期時期時期        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社はははは、、、、第第第第 11113333 項項項項のののの（（（（1111）（）（）（）（2222）（）（）（）（4444））））及及及及びびびび第第第第 15151515 項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、おおおお客様客様客様客様にににに対対対対しししし払払払払いいいい戻戻戻戻すべすべすべすべ

きききき金額金額金額金額がががが生生生生じたときはじたときはじたときはじたときは、、、、旅行開始前旅行開始前旅行開始前旅行開始前のののの解除解除解除解除によるによるによるによる払払払払いいいい戻戻戻戻しにあってはしにあってはしにあってはしにあっては解除解除解除解除のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起起起起

算算算算してしてしてして 7777 日以内日以内日以内日以内にににに、、、、減額減額減額減額またはまたはまたはまたは旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後のののの解除解除解除解除によるによるによるによる払払払払いいいい戻戻戻戻しにあってはしにあってはしにあってはしにあっては契約書面契約書面契約書面契約書面

にににに記載記載記載記載したしたしたした旅行終了日旅行終了日旅行終了日旅行終了日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 30303030 日以内日以内日以内日以内におにおにおにお客様客様客様客様にににに対対対対しししし当該金額当該金額当該金額当該金額をををを払払払払いいいい

戻戻戻戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 本項本項本項本項（（（（1111））））のののの規定規定規定規定はははは、、、、第第第第 19191919 項項項項またはまたはまたはまたは第第第第 21212121 項項項項でででで規定規定規定規定するところによりするところによりするところによりするところにより、、、、おおおお客様客様客様客様またはまたはまたはまたは当当当当

社社社社がががが損害賠償請求権損害賠償請求権損害賠償請求権損害賠償請求権をををを行使行使行使行使することをすることをすることをすることを妨妨妨妨げるものではございませんげるものではございませんげるものではございませんげるものではございません。。。。        

    

●●●●17171717    当社当社当社当社のののの指示指示指示指示        

おおおお客様客様客様客様はははは、、、、旅旅旅旅行開始後旅行終了行開始後旅行終了行開始後旅行終了行開始後旅行終了までのまでのまでのまでの間間間間、、、、募集型企画旅行参加者募集型企画旅行参加者募集型企画旅行参加者募集型企画旅行参加者としてとしてとしてとして行動行動行動行動していたしていたしていたしていた

だくときはだくときはだくときはだくときは自由行動時間中自由行動時間中自由行動時間中自由行動時間中をををを除除除除きききき、、、、旅行旅行旅行旅行をををを安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施するためのするためのするためのするための当社当社当社当社のののの指示指示指示指示

にににに従従従従っていただきますっていただきますっていただきますっていただきます。。。。        

    

●●●●18181818    添乗員添乗員添乗員添乗員とととと旅程管理旅程管理旅程管理旅程管理        

(1) (1) (1) (1) 添乗員添乗員添乗員添乗員のののの同行同行同行同行のののの有無有無有無有無はははは募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに明示明示明示明示いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 添乗員添乗員添乗員添乗員のののの同行同行同行同行するするするする旅行旅行旅行旅行においてはにおいてはにおいてはにおいては添乗員添乗員添乗員添乗員がががが、、、、添乗員添乗員添乗員添乗員のののの同行同行同行同行しないしないしないしない旅行旅行旅行旅行においてにおいてにおいてにおいて

はははは旅行先旅行先旅行先旅行先におけるにおけるにおけるにおける現地係員現地係員現地係員現地係員がががが、、、、旅行旅行旅行旅行をををを安全安全安全安全かつかつかつかつ円滑円滑円滑円滑にににに実施実施実施実施するためするためするためするため必要必要必要必要なななな業務及業務及業務及業務及びびびび

そのそのそのその他当社他当社他当社他当社がががが必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる業務業務業務業務のののの全部全部全部全部またはまたはまたはまたは一部一部一部一部をををを行行行行いますいますいますいます。。。。        

(3) (3) (3) (3) 添乗員添乗員添乗員添乗員がががが同行同行同行同行しないしないしないしない旅行旅行旅行旅行においてにおいてにおいてにおいてはははは、、、、現地現地現地現地におけるにおけるにおけるにおける当社当社当社当社のののの連絡先連絡先連絡先連絡先をををを最終旅行日最終旅行日最終旅行日最終旅行日

程表程表程表程表にににに明示明示明示明示いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(4) (4) (4) (4) 添乗員添乗員添乗員添乗員のののの業務業務業務業務はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして 8888 時時時時からからからから 20202020 時時時時までといたしますまでといたしますまでといたしますまでといたします。。。。        

    

●●●●19191919    当社当社当社当社のののの責任責任責任責任        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社はははは、、、、旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの履行履行履行履行にににに当当当当ってってってって、、、、当社当社当社当社またはまたはまたはまたは当社当社当社当社がががが手配手配手配手配をををを代行代行代行代行させたさせたさせたさせた者者者者（（（（以下以下以下以下

「「「「手配代行者手配代行者手配代行者手配代行者」」」」といいますといいますといいますといいます。）。）。）。）がががが故意故意故意故意またはまたはまたはまたは過失過失過失過失によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様にににに損害損害損害損害をををを与与与与えたときはえたときはえたときはえたときは、、、、おおおお

客様客様客様客様がががが被被被被られたられたられたられた損害損害損害損害をををを賠償賠償賠償賠償いたしますいたしますいたしますいたします。。。。但但但但しししし、、、、損害発生損害発生損害発生損害発生のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 2222 年以内年以内年以内年以内

にににに当社当社当社当社にににに対対対対してしてしてして通知通知通知通知があったときにがあったときにがあったときにがあったときに限限限限りますりますりますります。。。。        

(2) (2) (2) (2) おおおお客様客様客様客様がががが次次次次にににに掲掲掲掲げるようなげるようなげるようなげるような理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、損害損害損害損害をををを被被被被られたられたられたられた場合場合場合場合についてはについてはについてはについては、、、、原則原則原則原則としてとしてとしてとして

本項本項本項本項（（（（1111））））のののの責任責任責任責任をををを負負負負うものではございませんうものではございませんうものではございませんうものではございません。。。。        

1. 1. 1. 1. 天災地変天災地変天災地変天災地変、、、、戦乱戦乱戦乱戦乱、、、、暴動暴動暴動暴動またはこれらのためにまたはこれらのためにまたはこれらのためにまたはこれらのために生生生生ずるずるずるずる旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程のののの変更変更変更変更もしくはもしくはもしくはもしくは旅行旅行旅行旅行のののの

中止中止中止中止。。。。        

2. 2. 2. 2. 運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止、、、、またはこれらのためにまたはこれらのためにまたはこれらのためにまたはこれらのために生生生生ずるずるずるずる旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程

のののの変更変更変更変更もしくはもしくはもしくはもしくは旅行旅行旅行旅行のののの中止中止中止中止。。。。        

3. 3. 3. 3. 官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令。。。。外国外国外国外国のののの出入国規制出入国規制出入国規制出入国規制またはまたはまたはまたは伝染病伝染病伝染病伝染病によるによるによるによる隔離隔離隔離隔離。。。。        

4. 4. 4. 4. 自由行動中自由行動中自由行動中自由行動中のののの事故事故事故事故。。。。        

5. 5. 5. 5. 食中毒食中毒食中毒食中毒。。。。        

6. 6. 6. 6. 盗難盗難盗難盗難。。。。        

7. 7. 7. 7. 運送機関運送機関運送機関運送機関のののの遅延遅延遅延遅延・・・・不通不通不通不通・・・・経路変更経路変更経路変更経路変更またはこれらによってまたはこれらによってまたはこれらによってまたはこれらによって生生生生ずるずるずるずる旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程のののの変更変更変更変更もしくもしくもしくもしく

はははは目的地滞在時間目的地滞在時間目的地滞在時間目的地滞在時間のののの短縮短縮短縮短縮。。。。        

(3) (3) (3) (3) 手荷物手荷物手荷物手荷物にににについてついてついてついて生生生生じたじたじたじた本項本項本項本項（（（（1111））））のののの損害損害損害損害についてはについてはについてはについては、、、、本項本項本項本項（（（（1111））））のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず

損害発生損害発生損害発生損害発生のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 21212121 日以内日以内日以内日以内にににに当社当社当社当社にににに対対対対してしてしてして通知通知通知通知があったときにがあったときにがあったときにがあったときに限限限限りりりり、、、、おおおお客客客客

様様様様 1111 名様名様名様名様につきにつきにつきにつき 15151515 万円万円万円万円をををを限度限度限度限度（（（（当社当社当社当社のののの故意故意故意故意またはまたはまたはまたは重大重大重大重大なななな過失過失過失過失があるがあるがあるがある場合場合場合場合をををを除除除除くくくく））））としてとしてとしてとして

賠償賠償賠償賠償いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

    

●●●●20202020    特別補償特別補償特別補償特別補償        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社はははは第第第第 19191919 項項項項（（（（1111））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく当社当社当社当社のののの責任責任責任責任がががが生生生生じるかじるかじるかじるか否否否否かをかをかをかを問問問問わずわずわずわず、、、、約款約款約款約款のののの別別別別

紙紙紙紙「「「「特別補償規程特別補償規程特別補償規程特別補償規程」」」」のののの定定定定めるところによりめるところによりめるところによりめるところにより、、、、当社当社当社当社がががが実施実施実施実施するするするする海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行海外募集型企画旅行にににに参加参加参加参加

するおするおするおするお客様客様客様客様がががが当該旅行参加中当該旅行参加中当該旅行参加中当該旅行参加中にににに急激急激急激急激かつかつかつかつ偶然偶然偶然偶然なななな外来外来外来外来のののの事故事故事故事故によってによってによってによって身体身体身体身体にににに損害損害損害損害をををを

被被被被ったときったときったときったときはははは、、、、おおおお客様客様客様客様またはそのまたはそのまたはそのまたはその法定相続人法定相続人法定相続人法定相続人にににに死亡補償金死亡補償金死亡補償金死亡補償金としてとしてとしてとして 2,5002,5002,5002,500 万円万円万円万円、、、、    入院見入院見入院見入院見

舞金舞金舞金舞金としてとしてとしてとして入院日数入院日数入院日数入院日数によりによりによりにより 4444 万円万円万円万円～～～～40404040 万円万円万円万円、、、、    通院見舞金通院見舞金通院見舞金通院見舞金としてとしてとしてとして通院日数通院日数通院日数通院日数によりによりによりにより 2222 万円万円万円万円

～～～～10101010 万円万円万円万円をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。またまたまたまた、、、、所定所定所定所定のののの身身身身のののの回回回回りりりり品品品品にににに損害損害損害損害をををを被被被被ったときはったときはったときはったときは、、、、約款約款約款約款

のののの別紙別紙別紙別紙「「「「特別補償規程特別補償規程特別補償規程特別補償規程」」」」によりによりによりにより携帯品損害補償金携帯品損害補償金携帯品損害補償金携帯品損害補償金    （（（（15151515 万円万円万円万円をををを限度限度限度限度。。。。    但但但但しししし、、、、    一個一個一個一個またまたまたまた

はははは一対一対一対一対についてのについてのについてのについての補償限度補償限度補償限度補償限度はははは 10101010 万円万円万円万円。）。）。）。）    をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。但但但但しししし、、、、現金現金現金現金、、、、クレジックレジックレジックレジッ

トカードトカードトカードトカード、、、、貴重品貴重品貴重品貴重品、、、、撮影済撮影済撮影済撮影済みのみのみのみのフィルムフィルムフィルムフィルム、、、、そのそのそのその他約款他約款他約款他約款のののの別紙別紙別紙別紙「「「「特別補償規程特別補償規程特別補償規程特別補償規程」」」」第第第第 18181818 条条条条 2222

項項項項にににに定定定定めるめるめるめる品目品目品目品目についてはについてはについてはについては補償補償補償補償いたしまいたしまいたしまいたしませんせんせんせん。。。。このこのこのこの補償金支払補償金支払補償金支払補償金支払いのいのいのいの後後後後、、、、当社当社当社当社がががが第第第第 19191919

項項項項（（（（1111））））のののの責任責任責任責任をををを負負負負うこととなったときはうこととなったときはうこととなったときはうこととなったときは、、、、このこのこのこの補償金補償金補償金補償金はははは当社当社当社当社がががが負負負負うべきうべきうべきうべき損害賠償金損害賠償金損害賠償金損害賠償金のののの一部一部一部一部

（（（（またはまたはまたはまたは全部全部全部全部））））にににに充当充当充当充当いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) おおおお客様客様客様客様がががが募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中にににに被被被被られたられたられたられた損害損害損害損害がががが、、、、おおおお客様客様客様客様のののの故意故意故意故意、、、、酒酔酒酔酒酔酒酔いいいい運転運転運転運転、、、、

故意故意故意故意のののの法令違反行為法令違反行為法令違反行為法令違反行為・・・・法令法令法令法令にににに違反違反違反違反するするするするサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの受領受領受領受領、、、、    疾病疾病疾病疾病などのなどのなどのなどの他他他他、、、、募集型募集型募集型募集型

企画旅行企画旅行企画旅行企画旅行のののの旅行日程旅行日程旅行日程旅行日程にににに含含含含まれないまれないまれないまれない場合場合場合場合でででで、、、、自由行動中自由行動中自由行動中自由行動中ののののスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビングスカイダイビング、、、、ハングライハングライハングライハングライ

ダーダーダーダー搭乗搭乗搭乗搭乗、、、、超軽量動力機超軽量動力機超軽量動力機超軽量動力機（（（（モーターハングライダーモーターハングライダーモーターハングライダーモーターハングライダー、、、、マイクロライトマイクロライトマイクロライトマイクロライト機機機機、、、、ウルトラライトウルトラライトウルトラライトウルトラライト機機機機なななな

どどどど））））搭乗搭乗搭乗搭乗、、、、ジャイロプレーンジャイロプレーンジャイロプレーンジャイロプレーン搭乗搭乗搭乗搭乗などのなどのなどのなどの他他他他、、、、これらにこれらにこれらにこれらに類類類類するするするする危険危険危険危険なななな運動中運動中運動中運動中のののの事故事故事故事故によるもによるもによるもによるも

のであるときはのであるときはのであるときはのであるときは、、、、当社当社当社当社はははは本項本項本項本項（（（（1111））））のののの補償金及補償金及補償金及補償金及びびびび見舞金見舞金見舞金見舞金をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしませんいいたしませんいいたしませんいいたしません。。。。        

(3) (3) (3) (3) 日程表日程表日程表日程表においてにおいてにおいてにおいて、、、、    当社当社当社当社のののの手配手配手配手配によるによるによるによる旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供がががが一切行一切行一切行一切行われないわれないわれないわれない旨旨旨旨がががが

明示明示明示明示されたされたされたされた日日日日についてはについてはについてはについては、、、、    当該日当該日当該日当該日におにおにおにお客様客様客様客様がががが被被被被ったったったった損害損害損害損害についてについてについてについて補償金補償金補償金補償金がががが支払支払支払支払われわれわれわれ

ないないないない旨旨旨旨をををを明示明示明示明示したしたしたした場合場合場合場合にににに限限限限りりりり、「、「、「、「募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中」」」」とはいたしませんとはいたしませんとはいたしませんとはいたしません。。。。        

    

●●●●21212121    おおおお客様客様客様客様のののの責任責任責任責任        

(1) (1) (1) (1) おおおお客様客様客様客様のののの故意故意故意故意、、、、過失過失過失過失、、、、法令法令法令法令・・・・公序良俗公序良俗公序良俗公序良俗にににに反反反反するするするする行為行為行為行為、、、、もしくはおもしくはおもしくはおもしくはお客様客様客様客様がががが当社当社当社当社のののの約款約款約款約款

のののの規定規定規定規定をををを守守守守らないことによりらないことによりらないことによりらないことにより当社当社当社当社がががが損害損害損害損害をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社はおはおはおはお客様客様客様客様からからからから損害損害損害損害のののの賠賠賠賠

償償償償をををを申申申申しししし受受受受けますけますけますけます。。。。        

(2) (2) (2) (2) おおおお客様客様客様客様はははは、、、、    当社当社当社当社からからからから提供提供提供提供されるされるされるされる情報情報情報情報をををを活用活用活用活用しししし、、、、    契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載されたされたされたされた旅行者旅行者旅行者旅行者のののの

権利権利権利権利・・・・義務義務義務義務そのそのそのその他旅行契約他旅行契約他旅行契約他旅行契約のののの内容内容内容内容についてについてについてについて理解理解理解理解するようにするようにするようにするように努努努努めていただきますめていただきますめていただきますめていただきます。。。。        

(3) (3) (3) (3) おおおお客様客様客様客様はははは、、、、    旅行開始後旅行開始後旅行開始後旅行開始後にににに、、、、    契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載されたされたされたされた旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスについてについてについてについて、、、、    記記記記

載内容載内容載内容載内容とととと異異異異なるものとなるものとなるものとなるものと認識認識認識認識したときはしたときはしたときはしたときは、、、、    旅行地旅行地旅行地旅行地においてにおいてにおいてにおいて速速速速やかにやかにやかにやかに当社当社当社当社、、、、    当社当社当社当社のののの手配代手配代手配代手配代

行者行者行者行者またはまたはまたはまたは旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービス提供者提供者提供者提供者にそのにそのにそのにその旨旨旨旨をおをおをおをお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。        

    

●●●●22222222    オプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーまたはまたはまたはまたは情報提供情報提供情報提供情報提供        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社のののの募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中のおのおのおのお客客客客様様様様をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして、、、、別途別途別途別途のののの参加料金参加料金参加料金参加料金をををを収受収受収受収受してしてしてして

当社当社当社当社がががが実施実施実施実施するするするする募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行（（（（以下以下以下以下「「「「当社企画当社企画当社企画当社企画・・・・募集募集募集募集・・・・実施実施実施実施ののののオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアー」」」」とととと

いいますいいますいいますいいます。）。）。）。）はははは募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットでででで「「「「企画企画企画企画・・・・実施実施実施実施：：：：株式会社株式会社株式会社株式会社セブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワークセブンカルチャーネットワーク」」」」

などとなどとなどとなどと明示明示明示明示いたしますいたしますいたしますいたします。。。。当社企画当社企画当社企画当社企画・・・・募集募集募集募集・・・・実施実施実施実施ののののオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーにににに対対対対するするするする第第第第 20202020 項項項項のののの

適用適用適用適用についてはについてはについてはについては、、、、当社当社当社当社はははは、、、、主主主主たるたるたるたる旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約のののの内容内容内容内容のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

(2) (2) (2) (2) 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットででででオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーのののの企画企画企画企画・・・・募集募集募集募集・・・・実施実施実施実施がががが当社以外当社以外当社以外当社以外のののの現地旅行現地旅行現地旅行現地旅行

会社会社会社会社などであるなどであるなどであるなどである旨旨旨旨をををを明示明示明示明示したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当社当社当社当社のののの実施実施実施実施するするするする募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行でででではございまはございまはございまはございま

せんせんせんせん。。。。        

1. 1. 1. 1. おおおお申申申申しししし込込込込みはみはみはみは原則的原則的原則的原則的にににに現地現地現地現地となりとなりとなりとなり、、、、おおおお支払支払支払支払いもいもいもいも現地現地現地現地になりますになりますになりますになります。。。。        

2. 2. 2. 2. 契約契約契約契約はははは現地現地現地現地のののの法令法令法令法令またはまたはまたはまたは慣習慣習慣習慣習にににに基基基基づいてづいてづいてづいて現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社などがなどがなどがなどが定定定定めためためためた旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件にににに

よってよってよってよって行行行行われわれわれわれ、、、、当社当社当社当社のののの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件はははは適用適用適用適用されませんされませんされませんされません。。。。        

3. 3. 3. 3. 契約契約契約契約のののの成立成立成立成立はははは、、、、現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社などがなどがなどがなどが承諾承諾承諾承諾したしたしたした時時時時にににに成立成立成立成立いたしますいたしますいたしますいたします。。。。        

4. 4. 4. 4. 契約成立後契約成立後契約成立後契約成立後のののの解除解除解除解除・・・・取消料取消料取消料取消料についてはについてはについてはについては、、、、おおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にににに現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社などにごなどにごなどにごなどにご

確認願確認願確認願確認願いますいますいますいます。。。。        

5. 5. 5. 5. 現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社現地旅行会社などがなどがなどがなどが実施実施実施実施するするするするオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーオプショナルツアーはははは旅程保証旅程保証旅程保証旅程保証のののの対象対象対象対象とはなりませとはなりませとはなりませとはなりませ

んんんん。。。。        

(3) (3) (3) (3) 当社当社当社当社はははは、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットでででで「「「「単単単単なるなるなるなる情報情報情報情報提供提供提供提供」」」」としてとしてとしてとして可能可能可能可能ななななスポーツスポーツスポーツスポーツなどをなどをなどをなどを記載記載記載記載すすすす

るるるる場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。このこのこのこの場合当社場合当社場合当社場合当社のののの募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中募集型企画旅行参加中にににに、、、、当該可能当該可能当該可能当該可能ななななスポーツスポーツスポーツスポーツ

によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様にににに発生発生発生発生したしたしたした損害損害損害損害にににに対対対対してはしてはしてはしては、、、、当社当社当社当社はははは第第第第 20202020 項項項項のののの特別補償規程特別補償規程特別補償規程特別補償規程はははは適用適用適用適用いたいたいたいた

しますがしますがしますがしますが、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。        

    

●●●●23232323    旅程保証旅程保証旅程保証旅程保証        

(1) (1) (1) (1) 当社当社当社当社はははは、、、、次表左欄次表左欄次表左欄次表左欄にににに掲掲掲掲げるげるげるげる契約内容契約内容契約内容契約内容のののの重要重要重要重要なななな変更変更変更変更がががが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合（（（（但但但但しししし、、、、次次次次のののの 1.1.1.1.、、、、2.2.2.2.、、、、

3.3.3.3.でででで規定規定規定規定するするするする変更変更変更変更をををを除除除除きますきますきますきます。）。）。）。）はははは、、、、第第第第 7777 項項項項でででで定定定定めるめるめるめる「「「「おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金」」」」にににに次表次表次表次表

右欄右欄右欄右欄にににに記載記載記載記載するするするする率率率率をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた額額額額のののの変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をををを旅行終了日旅行終了日旅行終了日旅行終了日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 30303030

日以内日以内日以内日以内におにおにおにお客様客様客様客様におにおにおにお支払支払支払支払いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。但但但但しししし、、、、当該変更当該変更当該変更当該変更についてについてについてについて当社当社当社当社にににに第第第第 19191919 項項項項のののの（（（（1111））））

のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく責任責任責任責任がががが発生発生発生発生することがすることがすることがすることが明明明明らかならかならかならかな場合場合場合場合にはにはにはには、、、、変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金としてではなくとしてではなくとしてではなくとしてではなく、、、、



損害賠償金損害賠償金損害賠償金損害賠償金のののの全部全部全部全部またはまたはまたはまたは一部一部一部一部としておとしておとしておとしてお支払支払支払支払いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

1. 1. 1. 1. 次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事由事由事由事由によるによるによるによる変更変更変更変更のののの場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社はははは変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしませんいいたしませんいいたしませんいいたしません

（（（（但但但但しししし、、、、サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供がががが行行行行われているにもかかわらずわれているにもかかわらずわれているにもかかわらずわれているにもかかわらず運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどの座席座席座席座席・・・・部部部部

屋屋屋屋そのそのそのその他諸設備他諸設備他諸設備他諸設備のののの不足不足不足不足がががが発生発生発生発生したことによるしたことによるしたことによるしたことによる変更変更変更変更のののの場合場合場合場合はははは変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いいいいいいいい

たしますたしますたしますたします。）。）。）。）        

((((アアアア) ) ) ) 天災地変天災地変天災地変天災地変。。。。        

((((イイイイ) ) ) ) 戦乱戦乱戦乱戦乱。。。。        

((((ウウウウ) ) ) ) 暴動暴動暴動暴動。。。。        

((((エエエエ) ) ) ) 官公署官公署官公署官公署のののの命令命令命令命令。。。。        

((((オオオオ) ) ) ) 欠航欠航欠航欠航、、、、不通不通不通不通、、、、休業休業休業休業などなどなどなど運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの中止中止中止中止。。。。        

((((カカカカ) ) ) ) 遅延遅延遅延遅延、、、、運送運送運送運送スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールのののの変更変更変更変更などなどなどなど当初当初当初当初のののの運航運航運航運航（（（（運行運行運行運行））））計画計画計画計画によらないによらないによらないによらない運送運送運送運送サービサービサービサービ

ススススのののの提供提供提供提供。。。。        

((((キキキキ) ) ) ) ごごごご旅行参加者旅行参加者旅行参加者旅行参加者のののの生命生命生命生命またはまたはまたはまたは身体身体身体身体のののの安全確保安全確保安全確保安全確保のためのためのためのため必要必要必要必要なななな措置措置措置措置。。。。        

2. 2. 2. 2. 第第第第 15151515 項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約がががが解除解除解除解除されたされたされたされた部分部分部分部分にににに係係係係るるるる変更変更変更変更のののの場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社はははは変変変変

更補償金更補償金更補償金更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしませんいいたしませんいいたしませんいいたしません。。。。        

3. 3. 3. 3. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をををを受受受受けるけるけるける順序順序順序順序がががが変更変更変更変更になったになったになったになった場合場合場合場合

でもでもでもでも、、、、旅行中旅行中旅行中旅行中にににに当該旅行当該旅行当該旅行当該旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をををを受受受受けることができたけることができたけることができたけることができた場合場合場合場合におにおにおにおいてはいてはいてはいては、、、、当社当社当社当社はははは

変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしませんいいたしませんいいたしませんいいたしません。。。。        

(2) (2) (2) (2) 本項本項本項本項（（（（1111））））のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、当社当社当社当社がひとつのがひとつのがひとつのがひとつの旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約にににに基基基基づきづきづきづき支払支払支払支払うううう変更補償変更補償変更補償変更補償

金金金金のののの額額額額はははは、、、、第第第第 7777 項項項項でででで定定定定めるめるめるめる「「「「おおおお支払支払支払支払いいいい対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金対象旅行代金」」」」にににに 15151515％％％％をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた額額額額をををを上限上限上限上限とととと

いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた、、、、ひとつのひとつのひとつのひとつの旅行契約旅行契約旅行契約旅行契約にににに基基基基づきおづきおづきおづきお支払支払支払支払いするいするいするいする変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金のののの額額額額がががが 1,0001,0001,0001,000

円未満円未満円未満円未満であるときはであるときはであるときはであるときは、、、、当社当社当社当社はははは変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしませんいいたしませんいいたしませんいいたしません。。。。        

(3) (3) (3) (3) 本項本項本項本項(1)(2)(1)(2)(1)(2)(1)(2)にににに基基基基づきづきづきづき変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いするいするいするいする場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、当社当社当社当社はおはおはおはお客様客様客様客様のののの同意同意同意同意をををを

得得得得てててて、、、、金銭金銭金銭金銭によるによるによるによる支払支払支払支払いにいにいにいに替替替替ええええ、、、、    これとこれとこれとこれと同等同等同等同等またはそれまたはそれまたはそれまたはそれ以上以上以上以上のののの価値価値価値価値のあるのあるのあるのある物物物物品品品品またはまたはまたはまたは

旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供をもってをもってをもってをもって補償補償補償補償をををを行行行行うううう場合場合場合場合がございますがございますがございますがございます。。。。        

(4) (4) (4) (4) 当社当社当社当社がががが本項本項本項本項（（（（1111））））のののの規定規定規定規定にににに基基基基づきづきづきづき変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をおをおをおをお支払支払支払支払いしたいしたいしたいした後後後後にににに、、、、当該変更当該変更当該変更当該変更についについについについ

てててて当社当社当社当社にににに第第第第 19191919 項項項項のののの規定規定規定規定にににに基基基基づくづくづくづく責任責任責任責任がががが発生発生発生発生することがすることがすることがすることが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、おおおお客客客客

様様様様はははは当該変更当該変更当該変更当該変更にににに係係係係るるるる変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をををを当社当社当社当社にににに返還返還返還返還していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社はははは当当当当

社社社社がががが支払支払支払支払うべきうべきうべきうべき損害賠償金損害賠償金損害賠償金損害賠償金のののの額額額額とととと、、、、おおおお客様客様客様客様がががが返還返還返還返還すべきすべきすべきすべき変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金のののの額額額額とをとをとをとを相殺相殺相殺相殺したしたしたした

残額残額残額残額をおをおをおをお支払支払支払支払いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

1111 件件件件につきにつきにつきにつき下記下記下記下記のののの率率率率××××おおおお支払支払支払支払いいいい対象対象対象対象ごごごご旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金＝＝＝＝    

    変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金のののの額額額額＝＝＝＝    

当社当社当社当社がががが変更補償金変更補償金変更補償金変更補償金をををを支払支払支払支払うううう変更変更変更変更    1111 件件件件ににににつきつきつきつき下記下記下記下記のののの率率率率××××おおおお支払支払支払支払いいいい対象対象対象対象ごごごご旅旅旅旅

行代金行代金行代金行代金    

    ごごごご 旅行開始日旅行開始日旅行開始日旅行開始日 のののの 前前前前

日日日日までにおまでにおまでにおまでにお客様客様客様客様にににに通通通通

知知知知したしたしたした場合場合場合場合    

旅 行 開 始 日 以旅 行 開 始 日 以旅 行 開 始 日 以旅 行 開 始 日 以

降降降降におにおにおにお客様客様客様客様にににに通通通通

知知知知したしたしたした場合場合場合場合    

1. 1. 1. 1. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした旅行開旅行開旅行開旅行開

始日始日始日始日またはまたはまたはまたは終了日終了日終了日終了日のののの変更変更変更変更    
1.51.51.51.5％％％％    3.03.03.03.0％％％％    

2. 2. 2. 2. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした入場入場入場入場すすすす

るるるる観光地観光地観光地観光地またはまたはまたはまたは観光施設観光施設観光施設観光施設（（（（レストランレストランレストランレストランをををを

含含含含みますみますみますみます。）。）。）。）そのそのそのその他他他他のののの旅行目的地旅行目的地旅行目的地旅行目的地のののの変変変変

更更更更    

1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

3. 3. 3. 3. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした運送機運送機運送機運送機

関関関関のののの等級等級等級等級またはまたはまたはまたは設備設備設備設備のよりのよりのよりのより低低低低いいいい料金料金料金料金

のものへののものへののものへののものへの変更変更変更変更（（（（変更後変更後変更後変更後のののの等級及等級及等級及等級及びびびび

設備設備設備設備のののの料金料金料金料金のののの合計額合計額合計額合計額がががが契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記記記記

載載載載したしたしたした等級及等級及等級及等級及びびびび設備設備設備設備のそれをのそれをのそれをのそれを下回下回下回下回っっっっ

たたたた場合場合場合場合にににに限限限限りますりますりますります。）。）。）。）    

1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

4. 4. 4. 4. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした運送機運送機運送機運送機

関関関関のののの種類種類種類種類またはまたはまたはまたは会社名会社名会社名会社名のののの変更変更変更変更    
1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

5. 5. 5. 5. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした日本国日本国日本国日本国

内内内内のののの旅行開始地旅行開始地旅行開始地旅行開始地たるたるたるたる空港空港空港空港またはまたはまたはまたは旅行旅行旅行旅行

終了地終了地終了地終了地たるたるたるたる空港空港空港空港のののの異異異異なるなるなるなる便便便便へのへのへのへの変更変更変更変更    

1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

6. 6. 6. 6. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした日本国日本国日本国日本国

内内内内とととと日本国外日本国外日本国外日本国外とのとのとのとの間間間間におけるにおけるにおけるにおける直行便直行便直行便直行便

のののの乗継便乗継便乗継便乗継便またはまたはまたはまたは経由便経由便経由便経由便へのへのへのへの変更変更変更変更    

1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

7. 7. 7. 7. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした宿泊機宿泊機宿泊機宿泊機

関関関関のののの種類種類種類種類またはまたはまたはまたは名称名称名称名称のののの変更変更変更変更    
1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

8. 8. 8. 8. 募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載したしたしたした宿泊機宿泊機宿泊機宿泊機

関関関関のののの客室客室客室客室のののの種類種類種類種類、、、、設備設備設備設備、、、、景観景観景観景観そのそのそのその他他他他

客室客室客室客室のののの条件条件条件条件のののの変更変更変更変更    

1.01.01.01.0％％％％    2.02.02.02.0％％％％    

9. 9. 9. 9. 上記上記上記上記のののの 1.1.1.1.～～～～8.8.8.8.にににに掲掲掲掲げるげるげるげる変更変更変更変更のうちのうちのうちのうち

募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットののののツアーツアーツアーツアー・・・・タイトルタイトルタイトルタイトル中中中中

にににに記載記載記載記載があったがあったがあったがあった事項事項事項事項のののの変更変更変更変更    

2.52.52.52.5％％％％    5.05.05.05.0％％％％    

注注注注 1111：：：：    確定書面確定書面確定書面確定書面 ( ( ( (最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表) ) ) ) がががが交付交付交付交付されたされたされたされた場合場合場合場合にはにはにはには､､､､    ｢｢｢｢契約書面契約書面契約書面契約書面（（（（募集募集募集募集パンフパンフパンフパンフ

レットレットレットレット）｣）｣）｣）｣    とあるのをとあるのをとあるのをとあるのを    ｢｢｢｢確定書面確定書面確定書面確定書面｣｣｣｣    とととと読読読読みみみみ替替替替えたえたえたえた上上上上でででで､､､､    このこのこのこの表表表表をををを適用適用適用適用いたしますいたしますいたしますいたします｡｡｡｡    このこのこのこの場場場場

合合合合においてにおいてにおいてにおいて､､､､    契約書面契約書面契約書面契約書面のののの記載内容記載内容記載内容記載内容とととと確定書面確定書面確定書面確定書面のののの記載内容記載内容記載内容記載内容とのとのとのとの間間間間またはまたはまたはまたは確定書面確定書面確定書面確定書面のののの記記記記

載内容載内容載内容載内容とととと実際実際実際実際にににに提供提供提供提供されたされたされたされた旅行旅行旅行旅行サービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容とのとのとのとの間間間間にににに変更変更変更変更がががが生生生生じたときはじたときはじたときはじたときは､､､､    そそそそれぞれぞれぞれぞ

れのれのれのれの変更変更変更変更につきにつきにつきにつき 1111 件件件件としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいたしますいいたしますいいたしますいいたします｡｡｡｡            

注注注注 2222：：：： 1 1 1 1 件件件件とはとはとはとは、、、、運送機関運送機関運送機関運送機関のののの場合場合場合場合 1111 乗車船乗車船乗車船乗車船などごとになどごとになどごとになどごとに、、、、宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関のののの場合場合場合場合 1111 泊泊泊泊ごとにごとにごとにごとに、、、、そそそそ

のののの他旅行他旅行他旅行他旅行サービスサービスサービスサービスのののの場合場合場合場合 1111 該当事項該当事項該当事項該当事項ごとにごとにごとにごとに 1111 件件件件といたしますといたしますといたしますといたします。。。。        

注注注注 3333：：：： 3. 3. 3. 3.またはまたはまたはまたは 4.4.4.4.にににに掲掲掲掲げるげるげるげる変更変更変更変更にににに係係係係るるるる運送機関運送機関運送機関運送機関がががが宿泊設備宿泊設備宿泊設備宿泊設備のののの利用利用利用利用をををを伴伴伴伴うものであるうものであるうものであるうものである場場場場

合合合合はははは､､､､ 1 1 1 1 泊泊泊泊につきにつきにつきにつき 1111 件件件件としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいたしますいいたしますいいたしますいいたします｡｡｡｡        

注注注注 4444：：：： 4. 4. 4. 4.にににに掲掲掲掲げるげるげるげる運送機関運送機関運送機関運送機関のののの会社名会社名会社名会社名のののの変更変更変更変更についてはについてはについてはについては、、、、等級等級等級等級またはまたはまたはまたは設備設備設備設備がよりがよりがよりがより高高高高いもいもいもいも

のへののへののへののへの変更変更変更変更をををを伴伴伴伴うううう場合場合場合場合にはにはにはには適用適用適用適用いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。        

注注注注 5555：：：： 4. 4. 4. 4.またはまたはまたはまたは 7.7.7.7.もしくはもしくはもしくはもしくは 8.8.8.8.にににに掲掲掲掲げるげるげるげる変更変更変更変更がががが 1111 乗車船乗車船乗車船乗車船ななななどまたはどまたはどまたはどまたは 1111 泊泊泊泊のののの中中中中でででで複数生複数生複数生複数生じたじたじたじた

場合場合場合場合であってもであってもであってもであっても、、、、1111 乗車船乗車船乗車船乗車船などまたはなどまたはなどまたはなどまたは 1111 泊泊泊泊につきにつきにつきにつき 1111 件件件件としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。        

注注注注 6666：：：： 9. 9. 9. 9.にににに掲掲掲掲げるげるげるげる変更変更変更変更についてはについてはについてはについては、、、、1.1.1.1.～～～～8.8.8.8.のののの料率料率料率料率をををを適用適用適用適用せずせずせずせず、、、、9.9.9.9.のののの料率料率料率料率をををを適用適用適用適用いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。        

    

●●●●24242424    通信契約通信契約通信契約通信契約        

当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが提携提携提携提携するするするするクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード会社会社会社会社（（（（以下以下以下以下「「「「提携会社提携会社提携会社提携会社」」」」というというというという））））ののののカードカードカードカード会会会会

員員員員（（（（以下以下以下以下「「「「会員会員会員会員」」」」というというというという））））よりよりよりより、、、、所定所定所定所定のののの伝票伝票伝票伝票へのへのへのへの「「「「会員会員会員会員のののの署名署名署名署名なくしてなくしてなくしてなくして旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金やややや取消料等取消料等取消料等取消料等

のおのおのおのお支払支払支払支払いをいをいをいを受受受受けるけるけるける」」」」ことをことをことをことを条件条件条件条件にににに「「「「電話電話電話電話、、、、郵便郵便郵便郵便、、、、ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット、、、、EEEE メールメールメールメールそそそそ

のののの他他他他のののの通信手段通信手段通信手段通信手段によるによるによるによる旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申込申込申込申込みみみみ」」」」をををを受受受受けてけてけてけて契約契約契約契約をををを締結締結締結締結することがありますがすることがありますがすることがありますがすることがありますが（（（（以以以以

上上上上をををを「「「「通信契約通信契約通信契約通信契約」」」」というというというという）、）、）、）、通常通常通常通常のののの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件とととと以下以下以下以下のののの点点点点でででで異異異異なりますなりますなりますなります。（。（。（。（受託旅行業者受託旅行業者受託旅行業者受託旅行業者にににに

よりよりよりより当該取扱当該取扱当該取扱当該取扱ができないができないができないができない場合場合場合場合やややや、、、、取扱取扱取扱取扱できるできるできるできるカードカードカードカードのののの種類種類種類種類にににに制約制約制約制約があるがあるがあるがある場合場合場合場合がありまがありまがありまがありま

すすすす。）。）。）。）        

(1) (1) (1) (1) 通信契約通信契約通信契約通信契約のおのおのおのお申込申込申込申込みにみにみにみに際際際際しししし、、、、会員会員会員会員のおのおのおのお客様客様客様客様はははは「「「「カードカードカードカード名名名名」、「」、「」、「」、「会員番号会員番号会員番号会員番号（（（（クレジットクレジットクレジットクレジット

カードカードカードカード番号番号番号番号）」、「）」、「）」、「）」、「カードカードカードカード有効期限有効期限有効期限有効期限」」」」等等等等をををを当社当社当社当社らにおらにおらにおらにお申申申申しししし出出出出いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。        

(2) (2) (2) (2) 通信契約通信契約通信契約通信契約はははは、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが通信契約通信契約通信契約通信契約のののの締結締結締結締結をををを承諾承諾承諾承諾するするするする旨旨旨旨のののの通知通知通知通知をををを発発発発したしたしたした時時時時にににに成立成立成立成立しましましましま

すすすす。。。。但但但但しししし、、、、当該契約当該契約当該契約当該契約のののの申込申込申込申込みをみをみをみを承諾承諾承諾承諾するするするする旨旨旨旨のののの通知通知通知通知をををを電子電子電子電子メールメールメールメール、、、、ファクシミリファクシミリファクシミリファクシミリ、、、、留守番電留守番電留守番電留守番電

話等話等話等話等のののの電子承諾通知電子承諾通知電子承諾通知電子承諾通知によるによるによるによる方法方法方法方法でででで通知通知通知通知するするするする場合場合場合場合はははは、、、、当該通知当該通知当該通知当該通知がおがおがおがお客様客様客様客様にににに到達到達到達到達したしたしたした時時時時

にににに成立成立成立成立しますしますしますします。。。。        

(3) (3) (3) (3) 通信契約通信契約通信契約通信契約でのでのでのでの「「「「カードカードカードカード利用日利用日利用日利用日」」」」とはとはとはとは、、、、おおおお客様及客様及客様及客様及びびびび当社当社当社当社がががが契約契約契約契約にににに基基基基づくづくづくづく旅行代金等旅行代金等旅行代金等旅行代金等のののの

支払支払支払支払いいいい又又又又はははは払戻債務払戻債務払戻債務払戻債務をををを履行履行履行履行すべきすべきすべきすべき日日日日としとしとしとし、、、、前者前者前者前者のののの場合場合場合場合はははは契約成立日契約成立日契約成立日契約成立日、、、、後者後者後者後者のののの場合場合場合場合はははは

契約解除契約解除契約解除契約解除のおのおのおのお申申申申しししし出出出出のあったのあったのあったのあった日日日日となりますとなりますとなりますとなります。。。。        

(4) (4) (4) (4) 与信等与信等与信等与信等のののの理由理由理由理由によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様のおのおのおのお申申申申しししし出出出出ののののクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードでのおでのおでのおでのお支払支払支払支払ができないができないができないができない場場場場

合合合合、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは通信契約通信契約通信契約通信契約をををを解除解除解除解除しししし、、、、第第第第 15151515 項項項項（（（（1111））））のののの 1.1.1.1.のののの（（（（アアアア））））のののの取消料取消料取消料取消料とととと同額同額同額同額のののの違約料違約料違約料違約料をををを申申申申

しししし受受受受けますけますけますけます。。。。但但但但しししし、、、、当社当社当社当社らがらがらがらが別途指定別途指定別途指定別途指定するするするする期日期日期日期日ままままでにでにでにでに現金現金現金現金によるによるによるによる旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい

をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた場合場合場合場合はこのはこのはこのはこの限限限限りではありませんりではありませんりではありませんりではありません。。。。        

(5) (5) (5) (5) 通信契約通信契約通信契約通信契約をををを締結締結締結締結したおしたおしたおしたお客様客様客様客様にににに払戻払戻払戻払戻すべきすべきすべきすべき金額金額金額金額がががが生生生生じたときはじたときはじたときはじたときは、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、提携会提携会提携会提携会

社社社社ののののカードカードカードカード会員規約会員規約会員規約会員規約にににに従従従従ってってってって払戻払戻払戻払戻しますしますしますします。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、旅行開始前旅行開始前旅行開始前旅行開始前

のののの解除解除解除解除によるによるによるによる払戻払戻払戻払戻しにあってはしにあってはしにあってはしにあっては解除解除解除解除のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算してしてしてして 7777 日以内日以内日以内日以内にににに、、、、減額又減額又減額又減額又はははは旅行開旅行開旅行開旅行開

始後始後始後始後のののの解除解除解除解除によるによるによるによる払戻払戻払戻払戻しにあってはしにあってはしにあってはしにあっては契約書面契約書面契約書面契約書面にににに記載記載記載記載したしたしたした旅行終了日旅行終了日旅行終了日旅行終了日のののの翌日翌日翌日翌日からからからから起算起算起算起算しししし

てててて 30303030 日以内日以内日以内日以内におにおにおにお客様客様客様客様にににに対対対対しししし払戻払戻払戻払戻しすべきしすべきしすべきしすべき額額額額をををを通知通知通知通知するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、おおおお客様客様客様客様にににに当該通知当該通知当該通知当該通知をををを

行行行行ったったったった日日日日ををををカードカードカードカード利用日利用日利用日利用日としますとしますとしますとします。。。。        

    

●●●●25252525    旅旅旅旅行条件行条件行条件行条件・・・・旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの基準基準基準基準        

このこのこのこの旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件のののの基準日基準日基準日基準日とととと旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のののの基準日基準日基準日基準日についてはについてはについてはについては、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット等等等等にににに明示明示明示明示したしたしたした日日日日とととと

なりますなりますなりますなります。。。。    

    

●●●●26262626    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取扱取扱取扱取扱いについていについていについていについて        

(1) (1) (1) (1) 当社及当社及当社及当社及びびびび募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットにににに記載記載記載記載のののの受託旅行業者受託旅行業者受託旅行業者受託旅行業者（（（（以下以下以下以下「「「「取扱旅行会社取扱旅行会社取扱旅行会社取扱旅行会社」」」」といいまといいまといいまといいま

すすすす。）。）。）。）はははは、、、、    旅行申旅行申旅行申旅行申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にににに提出提出提出提出されたされたされたされた申込書申込書申込書申込書にににに記載記載記載記載されたされたされたされた個人情報個人情報個人情報個人情報についてについてについてについて、、、、    

おおおお客様客様客様客様とのとのとのとの間間間間のののの連絡連絡連絡連絡のためにのためにのためにのために利用利用利用利用させていただくほかさせていただくほかさせていただくほかさせていただくほか、、、、    おおおお客様客様客様客様がおがおがおがお申申申申しししし込込込込みいただみいただみいただみいただ

いたいたいたいた旅行旅行旅行旅行においてにおいてにおいてにおいて運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関などのなどのなどのなどの提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスのののの手配及手配及手配及手配及びそれらのびそれらのびそれらのびそれらのサービサービサービサービ

ススススのののの受領受領受領受領のためののためののためののための手続手続手続手続きにきにきにきに必要必要必要必要なななな範囲内範囲内範囲内範囲内でででで利用利用利用利用させさせさせさせていただきますていただきますていただきますていただきます。。。。    

※※※※このほかこのほかこのほかこのほか、、、、当社及当社及当社及当社及びびびび取扱旅行会社取扱旅行会社取扱旅行会社取扱旅行会社ではではではでは 1.1.1.1.会社及会社及会社及会社及びびびび会社会社会社会社とととと提携提携提携提携するするするする企業企業企業企業のののの商品商品商品商品やややや

サービスサービスサービスサービス、、、、キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーンのごのごのごのご案内案内案内案内。。。。2.2.2.2.旅行参加後旅行参加後旅行参加後旅行参加後のごのごのごのご意見意見意見意見やごやごやごやご感想感想感想感想のののの提供提供提供提供のおのおのおのお願願願願いいいい。。。。    

3.3.3.3.アンケートアンケートアンケートアンケートのおのおのおのお願願願願いいいい。。。。4.4.4.4.特典特典特典特典サービスサービスサービスサービスのののの提供提供提供提供。。。。5.5.5.5.統計資料統計資料統計資料統計資料のののの作成作成作成作成におにおにおにお客様客様客様客様のののの個人情個人情個人情個人情

報報報報をををを利用利用利用利用させていただくことがございますさせていただくことがございますさせていただくことがございますさせていただくことがございます。。。。            

(2)(2)(2)(2)    当社当社当社当社はははは旅行先旅行先旅行先旅行先でのおでのおでのおでのお客様客様客様客様のおのおのおのお買買買買いいいい物物物物などのなどのなどのなどの便宜便宜便宜便宜のためのためのためのため、、、、当社当社当社当社のののの保有保有保有保有するおするおするおするお客様客様客様客様

のののの個人個人個人個人デデデデーーーータタタタをををを、、、、守秘義務契約守秘義務契約守秘義務契約守秘義務契約をををを締結締結締結締結したしたしたした土産物店土産物店土産物店土産物店にににに提供提供提供提供することがございますすることがございますすることがございますすることがございます。。。。    ここここ

のののの場合場合場合場合、、、、おおおお客様客様客様客様のののの氏名氏名氏名氏名、、、、パスポートパスポートパスポートパスポート番号及番号及番号及番号及びびびび搭乗搭乗搭乗搭乗されるされるされるされる航空便航空便航空便航空便名名名名などになどになどになどに係係係係るるるる個人個人個人個人デーデーデーデー

タタタタをををを、、、、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ電子的方法電子的方法電子的方法電子的方法などでなどでなどでなどで送付送付送付送付することによってすることによってすることによってすることによって提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。なおなおなおなお、、、、これらこれらこれらこれら

のののの事業者事業者事業者事業者へのへのへのへの個人個人個人個人データデータデータデータのののの提供提供提供提供のののの停止停止停止停止をををを希望希望希望希望されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、当社当社当社当社のおのおのおのお問問問問いいいい合合合合せせせせ窓口窓口窓口窓口

あてあてあてあて、、、、出発前出発前出発前出発前までにおまでにおまでにおまでにお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。            

(3)(3)(3)(3)    上記上記上記上記のほかのほかのほかのほか、、、、当社当社当社当社のののの個人個人個人個人情報情報情報情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関するするするする方針方針方針方針についてはについてはについてはについては、、、、当社当社当社当社のののの店頭店頭店頭店頭まままま

たはたはたはたはホームページホームページホームページホームページでごでごでごでご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

    

●●●●27272727    そのそのそのその他他他他        

(1) (1) (1) (1) おおおお客様客様客様客様がががが個人的個人的個人的個人的なななな案内案内案内案内・・・・買買買買いいいい物物物物などをなどをなどをなどを添乗員添乗員添乗員添乗員にににに依頼依頼依頼依頼されたされたされたされた場合場合場合場合のそれにのそれにのそれにのそれに伴伴伴伴うううう諸費諸費諸費諸費

用用用用、、、、おおおお客様客様客様客様のののの怪我怪我怪我怪我、、、、疾病疾病疾病疾病などのなどのなどのなどの発生発生発生発生にににに伴伴伴伴うううう諸費用諸費用諸費用諸費用、、、、おおおお客様客様客様客様のののの不注意不注意不注意不注意によるによるによるによる荷物紛失荷物紛失荷物紛失荷物紛失・・・・

忘忘忘忘れれれれ物回収物回収物回収物回収にににに伴伴伴伴うううう諸費用諸費用諸費用諸費用、、、、別行動手配別行動手配別行動手配別行動手配にににに要要要要したしたしたした諸費用諸費用諸費用諸費用がががが生生生生じたときにはじたときにはじたときにはじたときには、、、、それらのそれらのそれらのそれらの費費費費

用用用用をおをおをおをお客様客様客様客様にごにごにごにご負担負担負担負担いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。        

(2) (2) (2) (2) おおおお客様客様客様客様のののの便宜便宜便宜便宜をはかるためをはかるためをはかるためをはかるため土産物店土産物店土産物店土産物店にごにごにごにご案内案内案内案内するするするする場合場合場合場合がございますががございますががございますががございますが、、、、おおおお買買買買いいいい物物物物

にににに際際際際しましてはしましてはしましてはしましては、、、、おおおお客様客様客様客様のののの責任責任責任責任でででで購入購入購入購入していただきますしていただきますしていただきますしていただきます。。。。        

(3) (3) (3) (3) 事故等事故等事故等事故等のおのおのおのお申申申申しししし出出出出についてについてについてについて    

旅行中旅行中旅行中旅行中にににに、、、、事故事故事故事故などがなどがなどがなどが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合はははは、、、、    直直直直ちにちにちにちに最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表最終旅行日程表でおでおでおでお知知知知らせするらせするらせするらせする連絡先連絡先連絡先連絡先

にごにごにごにご通知通知通知通知くださいくださいくださいください。（。（。（。（もしもしもしもし、、、、通知通知通知通知できないできないできないできない事情事情事情事情があるがあるがあるがある場合場合場合場合はははは、、、、そのそのそのその事情事情事情事情がなくなりがなくなりがなくなりがなくなり次第次第次第次第ごごごご

通知通知通知通知くださいくださいくださいください。）。）。）。）            

(4) (4) (4) (4) 子供代金子供代金子供代金子供代金はははは旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日をををを基準基準基準基準にににに、、、、満満満満 2222 歳以上歳以上歳以上歳以上、、、、11112222 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの方方方方にににに適用適用適用適用いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金はははは旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日旅行開始日当日をををを基準基準基準基準にににに、、、、満満満満 2222 歳未満歳未満歳未満歳未満でででで航空座席航空座席航空座席航空座席をををを使用使用使用使用しないしないしないしない

方方方方にににに適用適用適用適用しししし、、、、別途別途別途別途ごごごご案内案内案内案内いたしますいたしますいたしますいたします。。。。但但但但しししし、、、、募集募集募集募集パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット内内内内でででで別別別別にににに定定定定めているめているめているめている場合場合場合場合

はこのはこのはこのはこの限限限限りではございませんりではございませんりではございませんりではございません。。。。なおなおなおなお、、、、幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金にはにはにはには滞在地上費滞在地上費滞在地上費滞在地上費はははは含含含含まれておりませんまれておりませんまれておりませんまれておりません。。。。

なおなおなおなお、、、、幼児幼児幼児幼児がががが航空機航空機航空機航空機のののの座席座席座席座席をををを使用使用使用使用するするするする場合場合場合場合はははは子供代金子供代金子供代金子供代金がががが適用適用適用適用になりますになりますになりますになります（（（（特別子供代特別子供代特別子供代特別子供代

金金金金のののの設定設定設定設定のあるのあるのあるのあるコースコースコースコースをををを除除除除くくくく。）。。）。。）。。）。        

(5) (5) (5) (5) 当社当社当社当社のののの募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行にごにごにごにご参加参加参加参加いただくことによりいただくことによりいただくことによりいただくことにより、、、、航空会社航空会社航空会社航空会社によるによるによるによるマイレージマイレージマイレージマイレージ

サービスサービスサービスサービスののののマイルマイルマイルマイルをををを獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる場合場合場合場合がございますががございますががございますががございますが、、、、同同同同サービスサービスサービスサービスのののの登登登登録録録録、、、、おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ

などはなどはなどはなどは原則原則原則原則としてとしてとしてとして直接当該航空会社直接当該航空会社直接当該航空会社直接当該航空会社へへへへ行行行行っていただきますっていただきますっていただきますっていただきます。。。。またまたまたまた、、、、契約書面契約書面契約書面契約書面やややや確定書確定書確定書確定書

面面面面にににに記載記載記載記載したしたしたした利用航空会社利用航空会社利用航空会社利用航空会社やややや搭乗区間搭乗区間搭乗区間搭乗区間などのなどのなどのなどの変更変更変更変更によりおによりおによりおによりお客様客様客様客様がががが獲得獲得獲得獲得できるできるできるできる予定予定予定予定でででで

あったあったあったあったマイルマイルマイルマイルをををを受受受受けられなくなったけられなくなったけられなくなったけられなくなった場合場合場合場合でもでもでもでも、、、、当社当社当社当社はははは理由理由理由理由のののの如何如何如何如何にににに関関関関わらずわらずわらずわらず第第第第 19191919 項項項項（（（（1111））））

ならびにならびにならびにならびに第第第第 23232323 項項項項（（（（1111））））のののの責任責任責任責任をををを負負負負いませんいませんいませんいません。。。。またまたまたまた、、、、いかなるいかなるいかなるいかなる場合場合場合場合でもでもでもでも実際実際実際実際にににに搭乗搭乗搭乗搭乗がなされがなされがなされがなされ

なかったなかったなかったなかった場合場合場合場合にはにはにはには、、、、当該航空会社当該航空会社当該航空会社当該航空会社はははは規定規定規定規定によりによりによりによりマイレージマイレージマイレージマイレージのののの積算積算積算積算をいたしませんをいたしませんをいたしませんをいたしません。。。。        

(6) (6) (6) (6) 当社当社当社当社はいかなるはいかなるはいかなるはいかなる場合場合場合場合もももも旅行旅行旅行旅行のののの再実施再実施再実施再実施はいたしませんはいたしませんはいたしませんはいたしません。。。。        

(7) (7) (7) (7) 当社所定当社所定当社所定当社所定のののの旅行申込書旅行申込書旅行申込書旅行申込書におにおにおにお客様客様客様客様ののののローマローマローマローマ字氏名字氏名字氏名字氏名をごをごをごをご記入記入記入記入されるされるされるされる際際際際にはにはにはには、、、、旅行旅行旅行旅行にににに使使使使

用用用用されるされるされるされるパスポートパスポートパスポートパスポートにににに記載記載記載記載されているされているされているされている通通通通りにごりにごりにごりにご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。おおおお客様客様客様客様のののの氏名氏名氏名氏名がががが誤誤誤誤ってってってって記記記記

入入入入されたされたされたされた場合場合場合場合にはにはにはには、、、、航空券航空券航空券航空券のののの発行替発行替発行替発行替ええええ、、、、関係関係関係関係するするするする機関機関機関機関へのへのへのへの氏名訂正氏名訂正氏名訂正氏名訂正などがなどがなどがなどが必要必要必要必要になりになりになりになり

ますますますます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、当社当社当社当社らはらはらはらは、、、、おおおお客様客様客様客様のののの交替交替交替交替とみなしとみなしとみなしとみなし、、、、第第第第 14141414 項項項項のおのおのおのお客様客様客様客様のののの交替手数料交替手数料交替手数料交替手数料をををを

いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。なおなおなおなお、、、、運送運送運送運送・・・・宿泊機関宿泊機関宿泊機関宿泊機関のののの事情事情事情事情によりによりによりにより、、、、氏名氏名氏名氏名のののの訂正訂正訂正訂正がががが認認認認められずめられずめられずめられず、、、、旅行契旅行契旅行契旅行契

約約約約をををを解除解除解除解除いただくいただくいただくいただく場合場合場合場合もございますもございますもございますもございます。。。。このこのこのこの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、第第第第 15151515 項項項項のののの当社所定当社所定当社所定当社所定のののの取消料取消料取消料取消料をいをいをいをい

ただきますただきますただきますただきます。。。。    
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