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国内宿泊ツアー

　初日に登る伊吹山は山頂直下まで車道が延
び

ており登山口から山頂までわずかです。恵那
山

は中央アルプスの南端に位置し、木曽谷と伊
那

谷を見下ろすかたちで穏やかな山容を横たえ
て

います。山頂部が平坦で独特な容姿を見せ、
地

元の山麓では「鍋づる」と呼ばれて親しまれ
て

います。御嶽山は日本の 3,000mを越す 21
の

高峰のうちの一つです。周囲を円錐状に裾野
を

広げた巨大な、かつ広大な独立峰として独特
の

風格を持っています。

●期日／10月23日（水）～10月26日（土）

●旅行代金／大人 138,000円
●募集人員／ 20名（最少催行人員 15名）

●集合場所／新千歳空港

●集合予定時間／8時40分
●受付期限／10月8日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 1 日目　約 1km
 3 日目　約 7km
 4 日目　約 6km
●ツアーレベル／

伊吹山 1,377m（百名山）／恵那山 2,191m（百名山）

行　　程 食事 宿  泊

10月23日 新
千歳空港 中部国際空港 伊吹山駐車場

伊吹山山頂 伊吹山駐車場 昼神温泉（夜）
夕

湯元ホテル
阿智川

10月24日 昼
神温泉（朝） 広河原登山口 恵那山山頂

広河原登山口 昼神温泉（夜）
朝

昼・ 弁 当
夕

湯元ホテル
阿智川

10月25日 昼神温泉（朝） 田ノ原 剣ヶ峰 田ノ原 桟温泉（夕刻）
朝

昼・ 弁 当
夕

桟温泉旅館

10月26日 桟温泉（朝） 馬籠宿 中部国際空港 新千歳空港（夜）
朝
昼

『日本百名山』伊吹山・
恵那山・御嶽山登頂

　小値賀島は五島列島の北端にあり、一般的には五島
列島に含めら

れることが多いです。小値賀は、「日本で最も美しい
村」の 1つに

も選ばれており、2010年の 4月にテレビ東京系「ガ
イアの夜明け」

でも紹介された島です。かつて武家や漁師の住まいと
して100年以

上の月日、島の暮らしと共にあった古民家が、それぞ
れに備えた古

き美しさに快適性を加え、宿泊滞在施設として生まれ
変わりました。

古民家を利用したレストランでの食事も楽しみです。
同日出発の上

五島ツアーのお客様と野崎島以外の行程は一緒となり
ます。

●期日／11月13日（水）～11月16日（土）

●旅行代金／大人 148,000円
●募集人員／ 8名（最少催行人員 6名）
●集合場所／新千歳空港

●集合予定時間／16時00分
●受付期限／10月22日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 2 日目約 6km
 3 日目約 3km
●ツアーレベル／

行　　程 食事 宿  泊

11月13日 新千歳空港 羽田空港 福岡空港 博多港 フェリー 船中泊 船中泊

11月14日 船
中泊 フェリー 小値賀港 フェリー 野崎港 舟森トレッキングコース

野崎港 フェリー 小値賀港 古民家（夕刻）
夕 古民家

11月15日 古民家（朝） Aコース小値賀島島内ウォーキング

Bコース小値賀島フットパス 小値賀港 フェリー 佐世保港 佐世保市（夕刻）
朝
昼
夕

チサングランド
佐世保

11月16日 佐世保市（朝） 長崎空港 羽田空港 新千歳空港（午後） 朝

西海のもてなしの島、小値賀島
（おぢかじま）と野崎島を訪ねて

道内各主要空港 参加可能です
函　館 帯　広 釧　路 女満別 旭　川

か
  ら
     も

※旅行代金についてはお問い合わせ下さい。0
11-711-7106

　昨年小値賀島のツアーのご参加された方は
こちらのツ

アーをおすすめします。上五島では「上五島
ふるさとガ

イドの会」のガイドさんが同行で、自然・歴
史・文化に

ついての話を聞きながら島内を巡ります。20
12年 3月に

オープンのラ・マルゲリータ　スパ＆リゾー
トで温泉入

浴を予定しております。小値賀島では好評の
古民家での

宿泊と古民家レストランでの食事も楽しみで
す。同日出

発の小値賀島ツアーのお客様と上五島以外の
行程は一緒

となります。

●期日／11月13日（水）～11月16日（土）

●旅行代金／大人 148,000円
●募集人員／ 8名（最少催行人員 6名）

●集合場所／新千歳空港
●集合予定時間／16時00分
●受付期限／10月22日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 2 日目約 1km
 3 日目約 3km
●ツアーレベル／

行　　程 食事 宿  泊

11月13日 新千歳空港 羽田空港 福岡空港 博多港 フェリー 船中泊 船中泊

11月14日 船
中泊 フェリー 青方港 有川港 上五島島内観光

番嶽温泉入浴 有川港 フェリー 小値賀港 古民家（夜）
夕 古民家

11月15日 古民家（朝） Aコース小値賀島島内ウォーキング

Bコース小値賀島フットパス 小値賀港 フェリー 佐世保港 佐世保市（夕刻）
朝
昼
夕

チサングランド
佐世保

11月16日 佐世保市（朝） 長崎空港 羽田空港 新千歳空港（午後） 朝

西海のもてなしの島、小値賀島
（おぢかじま）と上五島を訪ねて

道内各主要空港 参加可能です
函　館 帯　広 釧　路 女満別 旭　川

か
  ら
     も

※旅行代金についてはお問い合わせ下さい。0
11-711-7106

　波照間島は沖縄県の八重山諸島にある日本最南端
の有人島

です。与那国島は八重山諸島西端の島で日本の最
西端です。

年間平均気温は約 24℃で、石垣島から約 124kmの
国境の島

で、正式な日本の極地の中で唯一、一般の交通機関
で自由に

訪れることができる場所です。台湾まで 111kmしか
なく、晴

れて澄んだ日には水平線に台湾の山々を望むことが
できます。

●期日／11月27日（水）～11月30日（土）

●旅行代金／大人158,000円
●募集人員／15名（最少催行人員10名）
●集合場所／新千歳空港

●集合予定時間／10時00分
●受付期限／11月6日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 3 日目　約2km
●ツアーレベル／

行　　程 食事 宿  泊

11月27日 新千歳空港 羽田空港 那覇空港 石垣空港 石垣市（夜） 夕
ベストイン
石垣島

11月28日 石
垣市（朝） 石垣港 フェリー 波照間島 波照間島島内観光

波照間島 フェリー 石垣港 石垣島島内観光 石垣市（夕刻）
朝
昼
夕

ベストイン
石垣島

11月29日
石垣市（朝） 石垣空港 与那国空港 ホテル（昼食）

東崎 立神岩 人面岩 Dr.コトー診療所ロケ地

日本最西端の碑 アイランドリゾート与那国（夕刻）

朝
昼
夕

アイランド
リゾート
与那国

11月30日
アイランドリゾート与那国（朝） 午前中フリータイム　オプショナルツアー

（海底遺跡観賞船、与那国島最高峰宇良部岳登
頂）をお楽しみ下さい。与那

国空港 石垣空港 那覇空港 羽田空港 新千歳空港（夜）
朝

日本最南端・波照間島と
日本最西端・与那国島を訪ねて

道内各主要空港 割増料金なし
函　館 帯　広 釧　路 女満別 旭　川

か
  ら
     も

で参加可能
です！！

※割増料金なしで参加可能な席には限りがあり
ます。お早めにお申込下さい。

ツアー№ 13345

ツアー№ 13347

ツアー№ 13344

ツアー№ 13342

　「困難でない本州のハイキングをしたい」と
の

声にお応えして企画しました。蔵王山熊野岳
へ

は刈田岳頂上駐車場からエメラルドグリーン
の

水にたたえる蔵王のお釜を見下ろし、片道約
1

時間の山行で最高峰の熊野岳に立てる手頃な
山

です。那須岳は、茶臼岳、朝日岳、三本槍等
が

連なる山々の総称で、主峰茶臼岳はいまなお
噴

煙を上げる活火山で、一帯に豊富な温泉を湧
出

させています。

●期日／10月15日（火）～10月17日（木）

●旅行代金／大人 98,000円
●募集人員／ 20名（最少催行人員 15名）

●集合場所／苫小牧西港
●集合予定時間／17時20分
●受付期限／9月30日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 2 日目　約 4.8km
 3 日目　約 1.6km
●ツアーレベル／

那須岳（茶臼岳）1,915m（百名山）／蔵王山 1,841m（百名山）

『日本百名山』紅葉の
那須岳と蔵王山登頂

ツアー№ 13341

行　　程 食事 宿  泊

10月15日 苫小牧西港
フェリー 船中泊 船中泊

10月16日 船中泊
仙台港 蔵王刈田岳駐車場

蔵王熊野岳山頂 蔵王刈田岳駐車場 那須温泉（夜）
夕 休暇村那須

10月17日
那須温泉（朝） 那須岳山麓駅 ロープウェイ 那須岳山頂駅

茶臼岳山頂 那須岳山頂駅 ロープウェイ 那須岳山麓駅

那須温泉入浴 仙台空港 新千歳空港（夜）
朝

　大分県由布院盆地を見守る由布岳は、豊後
富

士と呼ばれるトロイデ型火山です。柚富峯（
ゆ

ふのみね）の由来のひとつに、楮（こうぞ）
か

ら木綿（ゆふ）をつくったのでこの名がつい
た

とされています。頂上は西峰と東峰の双耳方
に

なっています。「坊がつる賛歌」で有名な九重
山

と世界一のカルデラを誇る豪快な眺めの阿蘇
山

を登頂します。（阿蘇山山行の行程は、火山活
動

の状況により変更する場合がございます。）

●期日／11月18日（月）～11月21日（木）

●旅行代金／大人 148,000円
●募集人員／ 20名（最少催行人員 15名）

●集合場所／新千歳空港

●集合予定時間／9時00分
●受付期限／10月28日
●宿泊／男女別の相部屋利用
●ツアーリーダー同行
●歩行／ 2 日目　約 6.5km
 3 日目　約 9.3km
 4 日目　約 4.3km
●ツアーレベル／

湯布院・黒川温泉を歩く、
由布岳・九重山・阿蘇山登頂

ツアー№ 13346

行　　程 食事 宿  泊

11月18日 新千歳空港 羽田空港 大分空港 湯布院温泉（夕刻） 夕
ゆふいん
七色の風

11月19日 湯
布院温泉（朝） 由布岳登山口 合野越

由布岳山頂（昼） 由布岳登山口 黒川温泉散策 筋湯温泉（夕刻）
朝

昼・弁当
夕

筋湯観光
ホテル

11月20日 筋
湯温泉（朝） 牧ノ戸峠 久住山山頂

中岳山頂 牧ノ戸峠 阿蘇市（夕刻）
朝

昼・弁当
夕

阿蘇リゾート
グランヴィリオホテル

11月21日 阿
蘇市（朝） 火口西 中岳山頂 高岳山頂

火口西 阿蘇市 熊本空港 羽田空港 新千歳空港（夜）
朝
昼

九重山 1,791m（百名山）／阿蘇山 1,592m（百名山）

用は、お客様の負担とします。

18. 団体・グループ契約

　当社は、同じ行程を同時に旅行する複
数のお客様がその責任ある

代表者（以下「契約責任者」といいます
。）を定めて申し込んだ募集

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。

19. 契約責任者
　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

ープを構成するお客様（以下「構成者」
といいます。）の募集型企画

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
する取引は、当該責任者と

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

とが予測される責務または義務について
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
が専任した構成者を契約

責任者とみなします。

20. 旅程管理（払戻に関わる一文）

　当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行
の実施を確保することに努

力し、お客様に対し次に掲げる業務を行
います。ただし、当社がお客

様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。

（1）お客様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

あると認められるときは、募集型企画旅
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。

（2）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
ることなど、契約内容

の変更を最小限にとどめるよう努力する
こと。

21. 当社の指示
　お客様は、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。

22. 添乗員（ツアーリーダー）等の業
務

　当社は、旅行の内容により添乗員（ツ
アーリーダー）その他の者を

同行させて第17項に掲げる業務その他
当該募集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前号の添乗員その他の者が同号の業務
に従事する時間帯は、原則

として8時から20時までとします。

23. 保護措置
　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

用を当社が指定した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。

24. 当社の責任及び免責事項

　当社は募集型企画旅行契約の履行にあ
たって、当社又は第 4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お客様に損害を与
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 2年以

内の当社に対して通知があったときに限
ります。

２お客様が天災地変、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日以内の、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、お客様一名に
つき15万円を限度（当社

に故意又は重大名過失がある場合を除き
ます。）として賠償します。

25. 特別補償
　当社は、前条第1項の規定に基づく当

社の責任が生ずるか否かを

問わず、別紙特別補償規定で定めるとこ
ろにより、お客様が募集型企

画旅行参加中にその生命、身体または手
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保証金
およ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1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保証金は、当該
損害保証金とみなします。

3　前項の規定する場合において、第 1
項の規定に基づく当社の補

償金支払い義務は、当社が前条第 1項の
規定に基づいて支払うべ

き損害賠償金（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当社の募集型企画旅行参加中のお客様
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、主た

る募集型企画旅行契約の内容の一部とし
て取り扱います。

26. 旅程保証
　当社は、別表第2左欄に掲げる契約内

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、旅行代金に別表第2右欄に記
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30日以内に支払います。

ただし、当該変更について当社に第24
項第1号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。

（1）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

（2）第 13項から第 15項までの規定
に基づいて募集型企画旅行

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、
お客様 1名に対して 1募集

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、お客様
1名に対して 1募集型企

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 1号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 24項第 1号の規定
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、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。

27. お客様の責任
　お客様の故意又は過失により当社が損

害を被ったときは、当該お

客様は、損害を賠償しなければなりませ
ん。

２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。

３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。

28. 航空機その他の交通機関について

○運輸機関の遅延・不通・スケジュール
変更・経路変更など、また、

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及

び観光箇所の変更、削除などが生じる場
合もあります。このよう

な場合、責任は負いかねますが、当初日
程に従った旅行サービス

がお受けになられるよう手配努力致しま
す。

○航空機の座席配列により、グループ、
カップルの方でも隣あわせ

にならない場合があります。例えば、
ジャンボ機（B747）の場

合 3・4・3席の座席配列の為、通路を
はさんだり、前後の座席と

なることがあります。

○観光および空港～ホテル間の送迎バス
はコースにより、他のコー

スのお客さまとご一緒になる場合があり
ます。また、少人数の場合、

セダンや小型バスを使用することもあり
ます。

★お部屋について
3名様1部屋（トリプル）ご利用の場合

　2人部屋（ツインルーム）に簡易ベッ
ドを入れ、3名様でご利用

いただくため手狭となります。簡易ベッ
ドの搬入時刻は夜遅くな

ることが一般的です。また、旅行代金の
割引はありません。なお、

ホテルによっては簡易ベッドの数や現地
事情によりご利用できな

い場合もあります。その際は他の方と相
部屋になるか、お 1人部

屋を希望していただくこととなります。

お1人部屋ご希望の場合

　追加料金にて承ります。原則としてダブ
ルベッドルームとなりますが、

ツインルームを利用する場合があります。
また、混雑時によっては確

保できない場合もございます。その場合は
他の方と相部屋になります。

お1人または奇数人数でご参加になり、お
1人部屋を希望にならない場合

　他のお客様と相部屋になり、追加料金は
必要ありませんが、他に相部

屋希望のお客様がいない場合は、1人部屋
となり追加料金が必要です。

★添乗員（ツアーリーダー）について
　添乗員（ツアーリーダー）の同行の有

無は、各々のコースのご案内

の中で明示してあります。添乗員（ツア
ーリーダー）が同行しない

国内募集型企画旅行につきましては、乗
車券・クーポン券の交付を

もって、確定書面の交付がなされたもの
といたします。

★市内観光、オプショナルツアーについ
て

　施設の休館、その他現地事情や天候に
より、観光箇所の変更また

は実施日が変更になる場合があります。
また、それにより自由行

動などに影響がある場合がありますので
、ご了承ください。

★海外渡航関連情報について
　渡航先（国または地域）によっては、

外務省海外危険情報等、安

全関係の情報が出されている場合があり
ます。

■外務省　海外安全相談センター

　　　　　TEL：03－5501－8162また
は 03－3580－3311

■外務省　安全情報 FAXサービス　FA
X：0570－023300

■外務省　渡航関連情報のサイト

　　　　　http://www.anzen.mofa.go
.jp/

■厚生労働省検疫所による海外渡航者の
ための感染症情報

　http://www.forth.go.jp/

なお、ご不明な点はお申込み窓口にお問
合せください。

★個人情報の取扱いについて
　弊社では、旅行申込みの際にご提出い

ただいたお申込み書に記載

された個人情報について、お客様との間
の連絡のために利用させ

ていただくほか、お申込みいただいた旅
行の運送・宿泊機関等の

手配、査証取得の手続き、その他サービ
スの手続き等に必要な範

囲内で利用させていただきます。この他
、お客様への旅行商品や

イベントのご案内をお届けすることを目
的として、お客様の個人

情報を利用させていただく場合がありま
す。

ご旅行条件・旅行代金の基準

　この旅行条件は、2013年 3月1日を
基準としております。また、

旅行代金は2013年 3月1日現在有効な
ものとして公示されてい

る航空運賃・適用規則を基準として算出し
ています。

★この条件書に定めのない事項は当社旅
行業約款によります。

　旅行業約款（全文）をご希望のかたは
、ご請求ください。

当パンフレット発行日2013年 3月 7
日

営業案内

●大雪山層雲峡・黒岳ロープウェイ／大雪
山黒岳リフト（夏山・冬山）　●札幌藻岩山

スキーリフト

●旅行業 旅行業・札幌営業所  （本社内）

カムイミンタラ編集室（本社内）

上川町営業所（層雲峡・黒岳ロープウェイ内）
本　　　　社 〒０６０̶０９０９ 札幌市東区

北９条東２丁目 A（０１１）７１１̶７１０６

層雲峡事業所 〒０７８̶１７０１ 上川郡上
川町層雲峡 A（０１６５８）５̶３０３１

藻岩山事業所 〒００５̶００４０ 札幌市南区
藻岩下１９９１ A（０１１）５８１̶２５１８

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
り扱う営業所での取り引きに関する責任者です。こ

の旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な
点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋

ね下さい。

この印刷物は環境にやさしい再生紙とイン
キを使用しています。

●お問い合わせは

旅行企画・実施

札幌営業所／〒060-0909  札幌市東区
北9条東2丁目　TEL.011-711-7106／F

AX.011-731-1456

E-mail:travel@rinyu.jp (URL)http://www.riny
u.co.jp　北海道の風土・文化アーカイブズ ウェブ

マガジン カムイミンタラ  http://kamuiminta
ra.net

アルパインツアー北海道地区総代理
店

観光庁長官登録旅行業第923号

総合旅行業務取扱管理者　植田　拓
史

日本旅行業協会正会員

変更補償金の支払いが必要となる変更
１件あたりの率（％）

旅行開始前 旅行開始後

１．契約書面に記載した旅行開始日ま
たは

　　旅行終了日の変更

２．契約書面に記載した入場する観光
地ま

　　たは観光施設（レストランを含みま
す。）

　　その他の旅行の目的地の変更

３．契約書面に記載した運送機関の等
級ま

　　た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
類ま

　　たは会社名の変更

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

７．契約書面に記載した宿泊機関の種
類ま

　　たは名称の変更

８．契約書面に記載した宿泊機関の客
室の

　　種類、設備または景観その他の客
室条

　　件の変更

９．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

１.５

1.０

1.０

1.０

1.０

1.０

２.５

３.０

２.０

２.０

２.０

1.０ ２.０

1.０ ２.０

２.０

２.０

５.０

（旅行業約款第29条第1項関係）〈別表第2〉

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号又は第４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４　第４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は
適用しません。　　

注５　第４号又は第７号若しくは第８
号に掲げる変更が１乗車船等または

１泊の中で複数生じた場合であって
も、１乗車船等または１泊につ

き１件として取り扱います。

注６　第９号に掲げる変更については
、第１号から第８号までの率を適用

せず、第９号によります。

〈別表第3〉

チャーター便

旅行代金の10％60日目にあたる日以降～

31日目にあたる日まで
旅
行
開
始
日
の
前
日
か
ら

起
算
し
て
、さ
か
の
ぼ
っ
て

取消時間 取　消　料

30日目にあたる日以降～

21日目にあたる日まで

20日目にあたる日以降～

4日目にあたる日まで

旅行代金の50％

旅行代金の80％

旅行代金の100％
3日目にあたる日以降～旅

行開始日当日・旅行開始後の

解除または無連絡の不参加




