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来年は日韓国交正常化50周年という

記念すべき年に当ります。

日韓両国は、最も近く親しい隣国として

永い友好交流の歴史を績み亜ね、大き

く発展して参りました。

特に、観光交流、文化芸術交流、姉妹

都市交流など国民レベルの様々な交流行事を積み重ねること

によって、相手国への関心と理解が深まり、地域の経済が

活性化されるなど、平和産業である観光が両国関係の発展の

ために果たしてきた役割は極めて大きなものがあります。

今回の日韓国交正常化50周年記念特別企画「日韓友好交流

ツアー」による交流行事が、今後の両国の観光交流拡大に

向けた新しい出発点となることを祈念し、多くの皆様の

ご参加を心から願っております。
一般社団法人全国旅行業協会

会長　二階　俊博

㌦舜r帝屈我国

対食感

アンニヨンハシムニカ

2015年韓日両国国交正常化50周年を

記念する年に、「日韓友好交流ツアー」

が実施される運びとなり、会員皆様より

ご訪韓賜りますことを心より御礼申し上げます。

悠久の歴史の中で韓国と日本は深いつながりを持ち、隣の国

として活発な相互交流を持続して参りました。

この度のご訪韓が契機となり、韓国を身近な隣国に感じていただ

き、韓日両国の友好と相互交流が一層増進されることを願って

おります。

皆様のご訪韓を心より歓迎申し上げます。

韓国観光公社

社長　　下　秋錫

■旅行代金【お一人様】（）内は一人部屋追加代金（2泊合計） 竃　単位（円）
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■旅行代金（大人お一人様／2名1室利用）

48，800円－67，800円
現地空港税（3，000円）、燃油サーチャージ（4，400円）、 

付加費用合計（7，400円）は、含まれておりません。 

旅行代金お支払いの際に、あわせてお支払いください。 
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2／14 ��広島空港（09：40）発一（OZ161便）→ソウル（仁川／11：20）着 �朝：× 仁川空港＝「韓国我国旅行博覧会」見学＝運だめしカジ／体験＝ホテル �星 �× 

夕食：フリー【OP：日韓友好交流の夕べ（別途8，000円）】 �夕 �×（懇親会OP参加） 

2／15 ��終日：自由行動 �朝 昼 夕 �ホテル × × 

2／16 ��午前：フリー＝韓国食料品店経由にて空港へ �朝 尽 �× 
ソウル（仁川／18：40）発－（OZ162便）→広島空港（20：00）着 �夢 �× × 

※現地バスは、他の空港発着コースと混載となる場合がございます。フライトスケジュールにより、観光地の見学が前後する場合がございますも

韓国大好きなリピーターの方には明洞街■

南大門市場などエネルギッシューなソウル

ライフを自由気ままに楽しめる。勿論韓国

■旅行代金（大人お一人様／2名1圭利用）

55，800円－78，800円
現地空港税（3，000円）、燃油サーチャージ（4，400円）、 
付加費用合計（7，400円）は、含まれておりません。 
旅行代金お支払いの際に、あわせてお支払いください。 

2／14 �広島空港（09：40）発－（OZ161便）→ソウル（仁Jtl／11：20）着 �朝：× 仁川空港＝「韓国我国旅行博覧会」見学＝ホテル �昼：× 

夕食：フリー【OP：日韓友好交流の夕べ（別途8，000円）】 �夕：×（懇親会OP参加） 

2／15 �午前：ホテル＝龍仁MBCドラミアにて韓国名ドラマの撮影現場を訪ねる。 �朝 �ホテル 
午後：運だめしカジ／体験＝明洞街・南大門市場・免税店買い物 �星 夕 �石焼ビビンバ＋チヂミ カルビ2人前 

2／16 �午前：フリー＝韓国食料品店経由にて空港へ �朝 �× × × 
ソウル（仁川／18：40）発－（OZ162便）→広島空港（20：00）着 �昼 夕 

※現地パスは、他の空港発着コースと混載となる場合がございますもフライトスケジュールにより、観光地の見学が前後する場合がございます。

およそ60，000n引こもおよぷ韓国－とも

言える韓流ドラマロケ地「龍仁MBCドラミ

ア」。人気の大河ドラマrチユモンJ「太王四

神記」「善徳女王」「イサン」‥・と、韓流ドラ

マのフアンなら誰でもご存知の人気作が

撮影された現場

現在も撮影ロケ地として使われているので

運が良ければ韓流スターにお会い出来る

かも。

l　　　　　　　Cコース：DMZ平和列車で行くピースツアー　　　　　　　　L 

貰芋篇猫ニ809800円障器琵憲琵：’’l 
′t j、国儀‾′′…… �綺廃 �．食　事 �寧琴笹皐鱒二？鱒南燕分断国家。まだまだ 戦争の傷口が生々しく残っている停戦地の 民間人統制区域（D叫Z）へ今年春から運行 

2／14 �広島空港（09：40）発－（OZ161便）→ソウル（仁川／11：20）着 �朝：× 仁川空港＝「韓国我国旅行博覧会」見学＝ホテル �量：× �されている「平和列車DMZトレイン」特別 

夕食：フリー【OP：日韓友好交流の夕べ（別途8，000円）】 �夕：×（懇親会OP参加） �列車に乗って分断の状況が体験できるツ アー。北朝鮮が見渡せる都羅展望台と、北 朝鮮が韓国侵攻用に秘密裏に掘った第3卜 

2／15 �午前：ホテル＝＝ソウル駅からDMZ平和列車で非武装地帯の見学 �朝：列車内でお弁当 尽・一〇ピ、○’こ 
午後：運だめしカジ／体験＝＝明洞街・南大門市場・免税店買い物 �＿．石焼ヒノバ＋チヂ、 夕：カルビ2人前 �ンネル見学も責重な体験になるでしょう。 DMZエリアからは軍の指示に従い写真摘 ノ言　一日ビ　会 

2／16 �午前：フリー＝韓国食料品店経由にて空港へ �朝：× 
ソウル（仁川／18：40）発－（OZ162便）→広島空港（20：00）着 �量：× 夕：× �影は許可された場所だけ。ハスポート持撃 でご参加下さい。 で予めご了承ください。（その場合、朝食は市内レストランとなります） 

※現地パスは、他の空港発着コースと混載となる場合がございますもフライトスケジュールにより、観光地の見学が前後する場合がございます。 
※本コースについては、DMZ平和列車の座席が、満席になり次第、〆切とさせて頂きます。※DMZ平和列車のご乗車は、午後になる場合がございますの 

※上記各コースの行程は、政府等関係機関の都合により予告なく変琴寮なる場合がありますのでご了承下さい。

●2／14開催の「日韓友好交流の夕べ」（懇親ノトティ）参加費は勤途必要（8，000円）●2／13発は10，000円増し　●4日間の旅行代金はお軌、合わせください。

◎旅行代金に含募れるもの　往復の国際航空運賃（エコノミークラス包括旅行運賃）、宿泊代（2名1圭）、専用車代、日経表記載の食事代、日本語ガイド代、入園拝観料

◎旅行代金に含まれないもの　韓国空港税、燃油サーチャ㌻或日韓観光交流年配念パーティー参加費、個人的諸費用、各空港までの交通費

転封と…棚芸諾慧冨芸霊完莞警濫（3ご諾去莞冨完㌃霊宝芸冨欝金お支払いの際霊蒜認諾蒜のため、変動の可能性があはも

宿泊予定ホテル �明洞地区 �その他地区 

幾済済 �スカイパーク日月洞l・ll・日、アイリンシティ、シンシン、ニュー国際、 �梨黍院クラウン、漢江、セントラル、ヨイド、ハミルトン、仁寺洞クラウン、乗ソウル、 ベストウエスタンニューソウル、レックス、プリンス、サポイ �三井、永乗、ホテルKP、セントロ、イビスアンバサダーソウル仁寺洞 

忍や磯野 �ペストウエスタンプレミア国都、センターマーク、T－MARK、コリアナ、ロイヤル、ナインツリー、 �ベストウェスタンプレミアガーデン、ラマタソウル、ステンフォード、ゴルデンソウル、ホリデイイン城北、／ルス、 プレジデント、世宗ホテル、ラマダホテル＆スイートホテルソウル南大門、スカイパークセントラル、ホテルP」 �キャピタル、レキシントンリベラソウル、ラマタソウル東大門、ラマダソウル鍾路、スカイパーク乗大門 

デラックス �ソウルプラ惧ウェステイン朝鮮、ミレニアムヒルトン、ロッテホテル �COEXインタコンチネンタル、ロッテホテルワールド、ルネッサンス、グランドアンバサダー、 シエラトンウオーカーヒル、インペリアルへリス、ノポテル江南、サマーセットパレス 

欄　　　　　一鰯、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ホテル指定はできません 



本併行対牛車は、旅行業法第12蕪の4に定める取引条件説開書面及び同法舅12条の5に産める契約酋面の一部と
なりま■丸

2房欒型企画旅行契約
（1にの旅行は、株式会社全旅（乗京都中央区銀座1丁目15番4号盟座一丁旨ビル6階国土交通大臣望佼旅行業第

1585号以下「当社」といいます，）が企画実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画
旅行契約（以下「旅行契約jといいます。）を締結することになります。

（2）当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送届′自横間等の提供する運送宿′自その他の旅行に間する
サービス（以下「旅行サービス」といいます．）の提供を受けることができるように、手百己し、旅程管理することを引き
受けます。

（3）旅行契約の内容条件はパンフレット、本旅行条件寧出発前にお渡しする最綾旅行日ヰ呈表と称する確定書面（以
下「最終日程表」といいます。）及び、当コ土旅行的叙募集型企盃旅行契約の部（以下「当社約敗」といいます，）にはりま
す。

3旅行のお申込みと契約の成立時期
（1）当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パ

ンフレソトに≡己載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その
一瓢として踊り入れます．また、旅行契約は、当社らが契約の締椋を承発し申込金を受領したときに成立するものと

いたします。
（2）当社らは電話、郵便及びプアクニ／ミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります，

この場合、予約の時点では契約は成立しておら‾れ当社ちか予約の承諾の呂を通知した日の翌日から起草して3日
以内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らほお申込みはなかったものとして取り扱います。

（3）旅行契約は、電話によるお申込みの場合、本項（2）により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はフアク
ンミリでお申込みの場合は申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、
成立いたします。また、亀頭、郵便、プアクンミリその他の通僧手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって
契約を成立させるときは第24Ⅰ副3）の定めにより契約が成立します。

（4）当社らは団体クルーブを構成する旅行者の代表としての契約責任書から、旅行申込みがあった場合契約の締結
及び陥隙等に関する一切の代理権を看しているものとみなします。

（5）契約F任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。
（6）当社らは、契約大任竜が横成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される慣稗又は無私こついては、1可ら

の責任を負うものではありません。
（7）当社らは契約■任香が団体グループに同行しない横合、廠行間始後においては、あらかじめ契約責任竜が選任

した楕成巷を契約大任書とみなします。
（8）お申込みの段指で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らはお署桟の承諾

を得て、お客軌こ期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます。（以下「ウェイティノク」といLlま‾丸）。この
1房合、お名標をウェイテインクのお客様として豊拝し、予約可能となるよう、手百己努力をいたします。この甥台でも当
社らは申込金を申し受けます。（ウェイテインク豊辞の解除のお申し出があった場合）又は「お待ち頂ける期間までに
結果として予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。

（9）本項（8）の横合で、ウェイテインクコースの契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するも
のとします。

4お申込み条件
（1）20才未満の方は親権者の同意が必要です。15才未満の方は保預者の同行を条件とさせていただきまも75才以

上の方は、所定のr健康アンケート」の提出をお照いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参
加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、
コースの一鰍こついての内容を変更させていただく場合があります。

（2）特定のお客様暦を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については年令、資格、薫能その他の轟
件が当社の指定する条件に合針しない場合は、ご参加をお附」する場合があります。

（3）慢性疾守をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方妊娠中の方身体に領空をおもちの方などで特別の
配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出下副＼。当寺土らは可能かつ合理的な取囲でこれに
応しまもこの燭台、お害様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する受用はお
客様の負担とさせていただきます。なお、この場合医師の移断乎を提出していただく場合がありま■れまた現地事
情や関係楼閣等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者／同伴者などを条件とさせていた
だくか、コースの一苦芦について内幸を変更させていただくか又はこ負担の少ない佃の旅行をお勧めするかあるい
はご参加をお断りさせていただく場合がありま■れ

（4）当社は本項（1）（2）（3）の場合で、当社よりお客様にご遠路が必要な場合は、（1）（2）はお申込みの日から、（3）はお申
し出の臼から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

（5）お客様がご旅行中に疾病傷害その他の事由により、医師の貯断又は加療を必要とする状郡になったと当社が判
断する場合は、旅行の円滑な実橋をはかるため必要な摺置をとらせていただきます凸これにかかる一切の責用はお
客様の＝負担になります。

（6）お専横のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
（7）お吉様が佃のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する甥合

は、ご参加をお断」する場合があります。
（8）その他当社の業蹄上の都合があるときには、お申込みをお断」する場合があります。

5契約者面と最終旅行日程表のお渡し
（1）当社らは旅行契約成立後速やかにお宮掛こ、旅行巳程旅行サービスの内嘗その他の旅行条件及び当社の貢任

しこ関する事項を記銘した契約古画をお渡ししますっ契約書面はパンフレノト、本旅行条件雪等により構成されます。
（27本項〔りの契約書面を補完する書面として、当社はお寄掛こ集合時刻場所利用運送機関、宿泊横間等に問する確

7旅行代会について
「旅行代金」は、繋3項のr申込金」票15項の1のアのr取消料」第15Ⅰ副1）の2のア「違約料」及び鳶23項の「変更補償

金Jの絹の算出の隙の杢準となります。募集広告文はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として
表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金扱」となります。

8旅行代釦こ含まれるもの
（1）旅行日程に明示した逓送織蘭の運賃料金（この運賃料金には運送機関の許す付加運賃料金（原価の水準の異常

な変動に対応するため、一定の朋聞及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられものに限ります。）を
含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等紋を利用するコースとがあり、パンフレットに開示します。）

（2）旅行日程に含まれる送迎パス等の料金（空港駅埠頭と宿泊場所／旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合
を除きまも）

（3）旅行日矧こ開示した観光の料金（パス料金ガイド料金入場料）
（4）旅行日程に開示した宿′白の料金及び税サービス料金（パンフレット等に特に別途記載がない限り2人部屋に2人

つつ箱′白を基準とします。）
（5）旅行日粗＝開示した食事の料金及び税サービス料金
（7）航空機による手荷物の運搬料金
お一人積スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機で運翔の場合はお†人様20kg以内が原則となっております
が、ご利用等紐や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。）

（7）現地での手荷物の運搬料金（一郎含まれないコースがありま‾れ）一部の空港駅港ホテルではポーク【がいない
等の理由により、お名標こ自身に運搬していたたく場合があります。

（8）添乗員同行コースの同行賃用
上詑費閂はお客様のご都合により、一軒利用されなくても原則払戻しはいたしません。

9旅行代金に含まれないもの
前項（1）から（8）のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

日）超過手荷物料金（特定の重士昏1個数を遇える分について）。
（2）グノー二ンク代、電朝霞顔料、ホテルメイド等に対する心付けその他の追加餌食等個人的性寛の請負用及びそれ

に伴う税サービス料。
（3）渡航手続関係筒賀用（旅券印紙代査旺料予防接種料金渡航手続代行料金）
（4に希望者のみ参加されるオブンヨナルツアー（別途料金の小旅行）の料金。
（5）還送機関が諌す付加運虞料金（例燃料サーチヤーン）。
（6）日本国内の空港施設使用料
（7〉日本国内における自宅から発着空港等集合解散地点までの交通畏及び旅行開始日の前日、旅行構7日当日等

の都自賛。
（8）旅行日程中の航空税等（日本国内過行硯含む）（ただし、空清椀等を含んでいることを当社がパンフレットで開示し

たコースを除きます。）

10追加代金と削弓l代金
（1）発7頂でいう「追加代金Jは、以下の代金をいいます，（あらかじめ「旅行代金」の中に含めて茶示した鳩舎を除きます，）

1お一人部屋を使用される場合の追加代金
2パンフレノト等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのクレードアップのための追

加代金。
3「象零なしフラン」等を基本とするr食事つきプラン」等の差額代金。
4ハノフレソト等で当社が「延ノ自プラン」と称するホテルの碩′自延長のための追加代金
5／でノブレソト等で当社がtCFクラス追加代金」と称する析空座席のクラス変更に要する運産着詣
6臨内線特別代金プラン
7その他バノブレット等で「×∵XX追加代金」と称するもの（ストレートチェックイン追加代金航空会社指定ご希

望をお軌ナする昌パンフレント等に記載した場合の追加代金等）。
（2）第7頂でいう「割引代金」は以下の代蓋をいいます。（あらかじめ、割引径の旅行代金を敗走した場合を隙きます。）

1パンフレット等で当社が「トリプル劃弓l」等と楯し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した一人
当りの割引代金。

2その他パンフレット等で「000割引代金」と称するもの。

11渡航手続、旅券査証について
（1）こ旅行に要する旅券査証予防積櫻言正明書等の渡航手続は、お客様こ自身で行っていただきます。ただし、当社ら

は所定の料金を申し受Lt別遷契約として渡航手続の一郎代行を行います。この場合、当社らほお客傾ご自動こ起
因する事由により旅奏童盲正等の取得ができなくともその責任を負いません。

（2）渡航先の国文は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする燭台があります。パンフ

ときはその改訂羞顆だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増綴変更するときは旅行開始日の前日
から起算してさかのぼって15日臼にあたる日より前にお客様に通知いたします凸

（2）当社は本項（1）に定める適用運賞料金の大幅な詞額がなされるときは、本項（1）の定めるところにより、その減少
現だけ旅行代金を減謁します凸

（3）旅行内容が変更され、旅行実六割こ要する費用が減少したときは、当社はその変更歪扱たけ旅行代壷を′屈現します凸
（4）第12凰こより旅行内率が変更され旅行実施に要する童用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかっ

た旅行サービスに対して取消料、速約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない貞用を含みま

代金を変更しま‾す。

14お客様の交代

る場合があります。

15旅行契約の矧隙払い戻し
（1〉旅行開始前

1お等様の解除権
1お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することが
できます凸ただし、契約解除のお申し出は、お申込み店の営業時間内にお受けします。

2お客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a旅行契約内容が変更されたとき凸ただし、その変更が第23項の表左欄に掛プるものその他の重要なもので

ある燭台に限ります。
b卸3頂（1）に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
C天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス掛共の中止官公署の論令その他の事由が生じた場
合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可青Eとなり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d当社がお客様に対し、第5項の（2）に記載の恩綴旅行日程表を同視に規定する日までにお濁ししなかったとき。
e当社の乱こ帰すへき事由により、パンフレットにg己配した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

3当社は本項（1）の1のアにより旅行契約が解除されたときは、既に順貿している旅行代金（あるいは申込金）か
ら所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差観を申し
受けます，また本頂（1）の1のイにより旅行契約が解除吉れたときは既に収受している旅行代孟（あるいは申
込金）全韻を払い戻しいたします。

4日程に含まれる地域について、外顆省から†渡航の是非を損討してくだ副い」以上の危険情報が発出された場
合は、当社は原則として旅行冥総を取り止めます。但し十分な安全措夢を瞞じることが可能な場合には旅行
を芙施いたしますっその場合（当寸土が旅行を実施する場合）、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定
の取消料が必要となります。

5お名標のこ那合による出発日の変更、逓送宿′白機関等の行堰中の一郎の変更についてはご旅行全体のお
取消しとみなし所定の取消料を収受します。

2当社の解除権
1お客様が舅6Ⅰ副こ規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあ
りますっこのときは本項（1）の1のアに規定する取消料と同額の遅約料をお支払いいただきます。

2次の項胃に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
aお客様が当社のあらかじめ開示した性別年令頁格技音巨その他旅行参加条件を満たしていなし、ことが明

らかになったとき。
bお客様が病気、必要な介恥巷の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき．
⊂お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
dお客様が契約内容に闇し合理的な転回を題える負担を求めたとき。
eお客様の人数がパンフレットに記載した量少催行人員に満たないとき。この甥合は4／27～5／6、7／20－
8／31、12／20～1／7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起属してさかのぼって33日巨にあたる
日より前に、また、同朋闇以外に旅行を間克するときは、旅行問薙旧の前日から起算してさかのぼって23日
日にあたる日より前に旅行中」上のこ遊侠】をいたします。

fスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した併行実施条件が成就
しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

g天災地変戦乱、暴凱運送宿泊横間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その僧の当社の習与し
得ない事由が生じた場合においてパンフレットに書己艶した旅行巳根に従った旅行の安全かつ円滑な芙施
が不可院となり、又は不可能となるおそれが倦めて大きいとき。

h上記gの一例として、日程に含まれる地動こついて、外覇省から「清航の是非を掃討してくださし、j以上の危
険情報が出されたとき。（但し、十分に安全措層を講じることが可訴な場合には旅行を果應いたします。その
場合の取消料については本項（1）の1の工に拠ります。）

3当社は本項（1）の2のアにより旅行契約を解除したときは、臥こ収受している旅行代金（あるいは申込会）から違
約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項（1）の2のイにより旅行契約を解除したときは辰に頓受してい
る旅行代金（あるいは申込金）の全取を払い戻しいたします。

（2）旅行閲始後の解除
1お客様の解除払い戻し
1お客様のご都合により途中で和団された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払い戻しをいたしません凸
2旅行開始後であってもお害様の貢に帰さない李白によりハンプレノトに記載した旅行サービスの提供を受け

られない場合には、お客柳は、取消料を支払うことなく当該不可掛こなった旅行サービス提供に係る部分の契
約を解除することができます，

3本頂〔2）の1のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった郡
分に係る金甑を旅行者に払い戻します，ただし、当該事由が当社の毒に帰すべき翠由によらない賜合において
は、当該金顎から、当該旅行サービスに対して取消軋違約料その他の臥こ支払い、又はこれから支払わなけれ
ばならない費用に係る金額を差し弓lいたものをお害様に払い戻します。

2当社の娠曝払い戻し
1当社は次に招ける場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあり
まも
aお客様が病気、必要な介m香の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
bお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための涛乗員等その他の書による当ネ土の指示への違背、これらの
畜又は同行する佃の旅行者に苅する暴行又は宵迫等により団体行動の規律を乱し当該旅行の安全かつ円滑
な実施を妨けるとき。

L天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊横間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当寺士の関与し得な
い事由が生じた場合において旅行の雉続が不可能となったとき。

d上記Cの一例として、日程に含まれる地域について、外孝芳省から「濯杭の是非を検討してください」以上の危険
情報が乗出され旅行の紐続が不可肯削こなったとき。

2解除の効果及び払い戻し
本項（2〉の2のアにE己載した雲由で当社が旅行契約を解除したときは契約を解除したためにその提供を劉ナら
れなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければな
らない罠用があるときは、これをお客様の負担とします．この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその
提供を受けていない旅行サービスに係る部分の登用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれか
ら支払うへき取消料違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

3本項（2）の2のアのa、Cにより当社が旅行契約を解除したときはお容積のおヌめに応じてお客様のご負担で出
発地に戻るための必要な手配をいたします，

4当社が本項（2）の1の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向
かってのみ消滅しま■れすなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債蹄については、有効
な弁済がなされたものとします。

16旅行代念の払い戻し時期
（1）当社は、「第1封の（2）（3）（5）の規定により旅行代金を減現した場合」又はr第15項の規定によりお客様もしくは当

社が旅行契約を解除した場合jで、お客様に対し払い戻すべき会規が生じたときは、旅行開始前の解称による払い
戻しにあってほ解除の翌巳から起草して7日以内に旅行代金の詞顎又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっ
てほパンフレットに言己載した旅行終了日の翌日から立要して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたし
ます。

（2）本項（1）の規定は第19Ⅰ引当社の零佳〕又は第21項（お客様の再任）で規定するところにより、お害構文は当社が損
害陪償請求権を行使することを嫉けるものではありません。

17当寺土の権承
お害様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していたたくときは自由行動時間中

を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18添乗員
（1）添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
（2）涛乗iの同行する旅行において添乗員が、澤乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を

安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は－郡を行います。
（3）澤乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を芸格日程表に明示いたします。
（4）涛乗員の業第は原則として8時から20時までとします。

19当社の責任
（1）当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失によりお名標

に損害を与えたときは、お害様が梱られた穣害を賠償いたします，ただし、揮吉発生の翌日から起算して2年以内に
当社に対して通知があった場合に限りま■れ

（2）お宮様が次に例示するような事由により、鰯雲を被られた場合におきましては、当今土は原則として本項（1）の責任を
負いません。
1天災地変、戦芦し、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
運送宿泊借間等の事故、火災により発生する損害

3運送宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の要更もしくは旅行の中止
4官公考の命令外題の出入国規制、伝染病による隔恥又はこれらによって生じる旅行白書呈の変更、旅行の中止
5自由行動中の事故
6食中毒
7盗難
8i璽送織間の遅延不通スケシュール変更経路変更など文はこれらによって生じる旅行日相の変更、胃的地滞在

時闇の短繍
（3）手荷物について生した本項（1）の損害につきましては、本項（日のお害傾からの損害通知期間規定にかかわらず損

害発生の翌日から担芹して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限L人足償いたします。ただし、撮書紀の
如何にかかわらず当社が行う確信顎はお1人あたり車高15万円まで（当社に故意又は重大な過失がある場合を除
きまも）といたしまも

20特別補償
（1）当社は前項（1）の当社の責任が生じるか否かを閏わ■れ当社約款特別補償規軌こより、お客様が募集型企画旅行参

加中に偶然かつ急激な外来の雲故により、その生命、貞体に被られた一足の損害につきましては死亡補償金〔2500
万円）後遺傷害補償金（2500万円を上限）入院見舞金（4万円‾40万円）及び通院見舞金（2万円110万円）をまた
手荷物に対する損害につきましては損害補償孟（手荷物1個又は1対あたリ10万円を上限、1募集型企画旅行お宅
様1名あたり15万円を上限とします。）を支払います。

（2）本項（1）にかかわらす当社の手配による募集型企函旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日につ
いては、その昌バノブレソトに開示した場合に限り、当眩募集型企画旅行参加中とはいたしません。

（3）お客蛙が募集型企画旅行参加中に破られた損害がお吉様の故意酒酔い運転疾病等のほか募集型企画旅行に含
まれなし、頒合で、自由行動中のスカイタイピンク、ハンクライター摺乗鰐醒1動力機（モーターハンクライダー、マイ
クロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故による
ものであるときは、当社は本頒（1）の補Ⅷ金及び見舞畠を支払いません。ただし、当該運動が雰集型企阻旅行日掛＝
含まれているときは、この限りではありません。

（4）当社は、現金、有価証券、クレンツトカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、萱証、預金証酉、貯金証害（通帳
及び現金支払穐用カードを含みま■れ）、各種データその他これらに準するもの、コノタクトレンズ等の当社約款に定
められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

（5）当社が本項（1）に基づく補償金支払い義務と耶項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が
履行されたときは、その金観の隈度において補償金支払桑薦損害賠償邑発とも履行されたものといたします。

21お客様の責任
（1）お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が

（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
他募集型企画旅行契約の押掛こ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ヒスを円浦に受紹するため、万が一契約扇面と異
なる随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呂を添乗員、斡随員、現地カイド
当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

（4）当社は、旅行中のお客様が、疾病筒音等しこより保護を垂する状掛こあると醒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凱こ帰すへき事由によるものでないときは、当該譜吉に要した豊用は
お客様の魚道とし、お客様は当該貸用を当社が指定する初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。

22オフンヨナルツアー又は惰朝捷供
（1）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参加料会を収受して当寺土が企画実施する募集型企

面旅行（以下「当社オブニ／ヨナルツアーjといいます，）の第20項（特別補償）の適用については、当社は、主たる房葉
型企画旅行契約の内容の一部として取扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレソト等で「企画者当社」と開
示します。

（2）オプショナルツアーの遅行奉呈者が当社以外である旨をハンブレントで開示した場合には、当社は当該オブンヨナ
ルツアー参加中にお客様に発生した葵20項（特別補償）で規定する損害に対しては同頂の規定に基づき補償金又
は見舞金を支払います（但し当該オプショナルノアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手記日」でありか
つ、その旨パンフレノト又は確定菩軌こて記載した協会を除きます凸）。また、当該オプショナルツアーの運行軍覚書
の定め及び現地法令によります。

（3）当社は、バノフレソト等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した甥合は、その旨を明示しまもこの
場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお名機に発生した損害に対しては当社は第20項の特別補償規程は適用
します（但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる琴集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パン
フレット又は確定雪面にて記載した場合を隙きます。）がそれ以外の寅任を負いません。

23旅程儒‡正
目）当寺土は次表左憫しこ掲げる契約内容の重要な変異が生じた場合（ただし次の123で規定する変更を隙きます。）

は、奨7項で定めるr旅行代金」にノ欠表右欄に紀鋭する率を乗じて得た飯の変更補償金を旅行終了日の望日から担
葬して30日以内にお客様に支払います。ただし当該変更について当拙こ第19項（1）の規定に茎つく旦任が発生す
ることが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、規音階偶の全部又は一部として支払いま1㍍
1次に掲しする事由による変更の甥合は当社は支払いません。（ただしサービスの提供が行われているにもかかわ
らず運送宿′自機関等の座席郡暦その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払
います。）
1旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
2戦乱
3暴動
4官公署の命令
5欠航不通、休業等運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
6遅延、運送スケンユールの変更等当初の運行計軋こよらない運送サービスの提供
7旅行参加害の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

2第15頂の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該編醸された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金
を支払いません。

3パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった甥合でも、旅行中に当惑旅行サービス
の提供を受けることができた甥合においては、当社は変更補償金を支払いません。

（2）本項（1）の規定にかかわらず当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の現は、舅7頂で定める「旅行代
金Jに15％を乗じて得た観を上限としますhまた、ひとつの旅行契約に璽づき支払う変更補償金の取がお一人様に
つき㌧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凸

（3）当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金損害賠償畠の支払いに替えこれと相応の物品サービスの握

一件あたl �」の率（％） 旅行開始後 

1＿5 �3．0 

1．0 �2．0 

1．0 �2．0 

1，0 �2．0 

なる便 �1．0 �2．0 

への変更 �1．0 �2．0 

1．0 �2．0 

吏 �1．0 �2．0 

2．5 �5＿0 

）圭1ハンフレソトの記載内容と確定書面の竜己載内容との間又は繹定胃面のき己駁内容と冥照に琵供された旅行サー
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件として取扱いま坑

；主2　9に掲げる変更については、1▲8の料率を運用しま■れ
′主31件とは運送機関の場合1乗車舶執こ、その他の旅行サービスの喝合1謡当事項苛に1件とします。
注4478しこ掲げる蛮更が1乗車船又は1′白の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊しこつき1変更として

取扱います。
注5　34に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合1′白につき1件として取扱います。
注6　4運送機間の会社名の変更、7宿′白機関の名称の変更については運送宿泊粍閤そのものの変更に伴うもの

をいいます凸
注7　4運送機関の会社名の変更については、等紋又は設備のよりホいものへの変更を伴う場合には通用しません【

24海外危険情報について
津航先によっては、「外顆省′毎外危険信組等、国柁域の渡航に関する情朝が突出されている環合があります。お申

込の隈に濯外危険情軌こ関する書面をお涯しいたします。また、r外苑省湾外安全ホームへ－ンhttp／九品VanZen
mDbgDJP／Jでご確認ください。

25保険衛生について
渡航先の衛生状況については「厚生労働省検痔感染症ホームベーンhttp／んV∧VforlhgojPノ」でこ確惨ください。

2鋸号外舷行保険への加入について
こ係行中、病気、怪我をした場合多額の′台環戸移送雇等がかかることがあります。また事故の甥合加害者への絹

音階儒謂求や昭傾金の瓦版が大空困粒である場合があります。これらを担保するため、お客様こ自身で充分な現の海
外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保障については、お年込店の販売昌にお問い合わせください。

27個人†訃報の取放し、
（1）当社らは、旅行申込みの際に提出された申込執こ喜己載された個人情熱こついて、お客様との遠協のために利用さ

せていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサーヒスの受講の
ための手続に必要な範囲内で利用させていただきま■れその他、当社らは、
1当社ら及び当社らの提携する企業の商品サービス、キヤンへ－ンのご案内
2旅行参加後のご意見やご感想の提供のお思し＼
3アンケートのお恩い
4特典サービスの提供
5統計資料の作成
にお宅横の個人情報を利用させていたたくことがありま一丸

（2）当社らは、当社らが保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお宮輝への
連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて当社らは利用させていただきます。なお当社における個
人情報取扱管理者の氏名しこついては、株式会社全旅のホームへ－ン（http／／…Zen町OC0」P）をこ参隕くださ
い。

（3）当社は、旅行先でのお琴様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお宅様の個人データを土産物店に監供す
ることがあります。この場合お客様の氏名、パスポート番号及び清爽される航空便名等に係る個人データを予め
電子的方′三等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望
される場合は、お申込店に出発前までにお申し出くだ割高

28旅行条件旅行代会の基準
本旅行条件の塁準日と旅行代金の基準日についてはノ1ノブレソトに開示した日となります。

29その他
（1）お各様が個人的な案内買物等を漂乗員等に依頼された場合のそれに伴う詣舞用、お害様の怪我、病気等の発生

に伴う議員用、お客様の不注意による荷物紛失忘れ物回収に伴う諸舞用、別行動手記に要した諸員用が生じたと
きにはそれらの宣用はお客様にご負担いただきます。

（2）お客様のご便宜をはかるため土産物店にこ黒内することがあります。お買い掛こ際しましてはお害様の責任で購
入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は二
滴人品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手鰍よ土産物店空港等でご確琵のうえ、お客様ご自身で行って
ください。ワンントン条約や国内議法令により日本への持込が禁止されている品物がございますのでご購入には
充分こ注意ください。

（3）当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
（4にとも代金は、旅行開始日当日を基準に涌2才以上12才未満の方に通用いたしま■れ幼児代金は旅行開始日当日

を璽準に、満2才未満で航空匠席及び客室におけるヘットを等閑では使用しない方に適用しまも
（5）当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する農務を負う鮫軌は、日本発欝のものについてはハンフレット表

紙等に記載している発空港を出発（集合）してから、当院空港に帰着（解散）するまでとなりま■れ海外発眉のものに
ついては日椙黍等でご案内した湾外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。

（6）日本国内の空清等から本項（5）の発着空港までの区間を別送手配した場合は、特に記紀のない破りこの節分は募
集型企画旅行契約の絶望に含まれません。

（7）当我らの募集型企函旅行にご参加いただくことにより航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありま
すが、同サービスに関わるお問い合わせ登録等はお客様こ自身で当該航空会社へ行っていただきま■れまた利用
航空会社の変更により弟19頂（1）及び同23頂（1）の斉任を負いません。

（8）当社所定の申込胃にお客様のローマ字氏名でご記入される軌二は、こ旅行に使用されるパスポートに記載されて
いる通りにご記入くだ副＼。お宅横の氏名が娯って戸己入された場合は航空券の発行台え、関係する飽問への氏名
訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お宅様の交哲の場合に準じて、窮14Ⅰ星のお客様の交替手数料を
いただきます。尚運送宿′自機関の芋偶により、氏名の訂正が認められす、旅行契約を陥除いただく場合もあります。
この場合には第15項の当社戸斤定の取消料をいただき訂れ

株式会社全　旅
観光庁長官登録旅行業1585号

〒104－0061東京都中央区銀座1－15－4　孟琵座一丁目ピル6F

ポニノド保証会員

旅行業公正取引
協議会会員

旅行業務取扱管王里者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取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日月な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

●お申込み、お問い合わせは…

〈受託販売〉

●海外旅行保障への加入について
安心してご旅行いただく為にも、ご旅行中のけが・病気や事故・盗筍に備えて、湾外旅行倖害保検にご加入されること

をおすすめいたします。


