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国内募集型企画旅行 取引条件説明書面
(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面 及び 旅行業法第12条の5による契約書面)

1

本取引条件書の意義
本稿は、株式会社AWA-RE(徳島県美馬市脇町大字猪尻若宮南131-2以下「当社」といいます。)
が実施する募集型旅行に係る書面となります。この取引条件説明書面は、旅行契約が成立した場
合は、旅行業法第12条の５により交付する契約書面の一部になります。

2

募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、当社が企画・募集し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」といいます。）を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、募集広告（Webサイト、パンフレット等）の各コースごとに記載され
ている条件のほか、本取引条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）」（以下「募集型企画旅行約款」という）によります。当社約款は当社ホームページ
(https://awa-re.com/company-info)よりご覧頂けます。
(3) 当社は、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他の旅行に関するサー
ビス（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受けることができるように、手配し、旅程
を管理することを引き受けます。

3

契約のお申込み
(1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき申込金（代金の 20%）を添えてお
申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱いま
す。但し、別途 Web サイト、パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによ
ります。
(2) 当社は電話、電子メール、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込
みを承ります。この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾
した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申し込み書の提出をしていただきます。こ
の期間内に申し込み書の提出がなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱
う場合がございます。
(3) 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客さまの任意による解除のときは、
所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の
違約料の一部として取り扱います。
(4) 当社は同一のコースにおいて、参加しようとする複数の旅行者および団体・グル－プを構成
する旅行者(以下「構成者」といいます。)が責任のある代表者を定めたときは、その者が契約の
申し込み、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に
係る旅行業務に関する取引は当該代表者(以下「契約責任者」という。)との間で行います。
(5) 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。
(6) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義
務については、なんらの責任を負うものではありません。
(7) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじ
め契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(8) a．身体に傷害をお持ちの方、b．健康を害している方、c．妊娠中の方、d．補助犬使用者の
方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに
応じます。なお、旅行者からのお申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要す
る費用は旅行者の負担とします。
(9) 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。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。又、ご参加の場合に、コースの一部内容を変更させていただ
くことがあります。
(10) 特定の旅行者層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、
資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合には、ご参加をお断りすること
があります。
(11) 旅行者がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診察又は治療を必要とする状態
になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただき
ます。これにかかる一切の費用は旅行者のご負担になります。
(12) 旅行者のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社が手配旅行契約で別途
料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。
(13) 旅行者のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予
定日時等の連絡が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用の払い戻しは行いません。
(14) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は募集型企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあ
ると当社が判断する場合には、ご参加をお断りすることがあります。
(15) 外国籍の旅行者は別途の手続き・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申し込み
時にお申し出ください。

4

契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。
① 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
② 第3条(8)の申し出のあった場合であって、旅行者の参加のために必要な措置が講じられないと
き
③ 旅行者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合
④ 当社の業務上の都合があるとき

5

契約の成立時期
(1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。当社指定の銀行口
座への旅行代金のお振込みがあった場合には、当社の領収書は銀行の発行する振込金受領書を
もって代えさせていただきます。クレジットカードでお支払いの場合は、カードを利用した時に
成立いたします。
(2)当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達したときに成立し
ます。

6

契約書面の交付
(1) 当社は、契約の成立後速やかに、旅行者に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2) 契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行
サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

7 確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場
合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して
列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって 7 日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開
始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付
します。
(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確
定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれを回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範
囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

8 旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1) 旅行代金の残額は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2) 利用する運送運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運
賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時
は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場
合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 15日に当たる日より前に通知するものとし、
この場合旅行者は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することがで
きます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合
において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となっ
たときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
9 旅行代金に含まれるもの
(1) Web サイト、パンフレットに明示したアクティビティ(サイクリング、ウォーキング等)代、
宿泊費、食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド等）、運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎ
りエコノミークラス）、及び消費税等諸税（但し基準期日現在に公示されているものに限りま
す）。
(2) 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。 上
記諸費用は、お客さまの都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

10 旅行代金に含まれないもの
第 9 項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 旅行日程中の“ フリータイム”“ 自由行動”“ 各自で”“ お客さま負担”等と記載されている区間の
交通費等諸費用
(2) 超過手荷物料金（規定の重量、容量、個数を超える分について）
(3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・
サービス料
(4) 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の代金
(6) 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
(7) 傷害・疾病に関する医療費
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契約内容の変更
(1) 旅行者から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じま
す。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合
において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速や
かに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、
旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の
場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

12 旅行契約の解除
(1) 旅行者から企画料金又は取消料をいただく場合
旅行者は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も企画書面記載の取消料
をいただきます。
(2) 旅行者から企画料金又は取消料をいただかない場合
旅行者は次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解
除することができます。
① 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
ａ．旅行開始日又は終了日の変更
ｂ．入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更
ｃ．運送機関の種類又は会社名の変更
ｄ．運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
ｅ．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
ｆ．宿泊機関の種類又は名称の変更
ｇ．宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件変更
② 旅行代金が増額されたとき(旅行者から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるお
それが極めて大きいとき。
④ 当社が旅行者に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の
実施が不可能となったとき。
⑥ 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載し
た旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の
規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することが
できなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金の
うち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
⑦ 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額
から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければ
ならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し
引いたものを旅行者に払い戻します。

13 当社による旅行契約の解除（旅行開始前）
次の場合は旅行契約を解除することがあります。払戻しに関しては前項の規定によります。
(1)旅行代金を期日までにお支払いただけない時。
(2)申し込み条件の不適合。
(3)病気、団体行動への支障、その他により旅行の円滑な実施が不可能な時。
(4)天災地変、戦乱、暴動、運送･宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他
の事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐
れが極めて大きい時。

(5)スキー等を目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の際に明示
したものが成就しない恐れが極めて大きい時。
(6) お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(7) お客さまの数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって、13 日目（日帰り旅行については、3 日目）に当たる日よ
り前に、旅行を中止する旨をお客さまに通知します。

14 当社による旅行契約の解除（旅行開始後）
(1) 当社は次に掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
① お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当
社が認めるとき。
② お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違
背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱
し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他
の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2) 本項により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客さまが既に提供を受けた旅行
サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客さまが
いまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供
者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引い
て、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
(3) 本項①、③により、当社が旅行契約を解除したときは、お客さまの求めに応じて出発地に戻
るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客さまのご負担となりま
す。
(4) 集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがありま
す。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。

15 取消料金
旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、 おひ
とりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます（但し、Web サイト、パンフレットに
取消料 を明示した場合はそれによります）。

取消日

旅行開始日の前日
から起算してさか
のぼって

取消料

１）8 日目にあたる日以前

無料

２）7 日目にあたる日から 5 日前まで

旅行代金の 20％

３）4 日目にあたる日から 2 日前まで

旅行代金の 30％

４）旅行開始日の前日

旅行代金の 50％

５）当日または無連絡不参加

旅行代金の 100％

16 旅程管理
当社は、お客さまに対して次に掲げる業務を行い、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保
するよう努めます。ただし、当社がお客さまとこれとは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) お客さま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、
契約内容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) 本項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。

17 添乗員等
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者（以下「添乗員等」という）を同行させ、第16
項に掲げる業務その他当該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) 添乗員等の同行の有無は、Web サイト、パンフレットに明示してあります。
(3) お客さまは、旅行開始から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添乗員等の指示に従っていただきます。お客さまが添乗員等の指示に
従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっ
ても、そのお客さまの以後の旅行契約を解除することがあります。
(4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
(5) 一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。この場
合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客さま
が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客さま自身で行っていただきます。
(6) 「添乗員なし」と表示のあるものは、添乗員等は同行いたしません。

18 当社の責任
(1) 当社は当社または手配代行者が故意又は過失により旅行者に損害を与えた場合は損害を賠償
いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに
限ります。
(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は第
(1)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(1)項の損害については、損害発生の翌日から起算して 14
日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者１名につき15 万円を限度(当社に故意又
は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

19 特別補償
(1) 当社は旅行者が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物
に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行
1,500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2万円～20 万円、通院見舞金として通院
日数により国内旅行１万円～５万円、携行品に係る損害補償金として 15 万円を限度(ただし、１
個又は１対についての補償限度は 10 万円です。)として支払います。ただし、現金、クレジット
カード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目に
ついては補償致しません。
(2) 当該企画旅行日程において、旅行者が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない

日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物
の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したとき
は、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
(3) 旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、疾病等の他、当該企画
旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、パラグライダー・ハングライダー搭
乗、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、ラフ
ティング及びそれらに準ずる危険を伴う行為によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金
及びお見舞金をお支払い致しません。ただし、当該運動が当社の手配による旅行サービスに含ま
れているときは、この限りではありません。
(4) 旅行者が企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場
合は、当該離団中に旅行者が被られた損害については、約款の「特別補償規程」第2条2項に定め
るところにより、企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払い
ません。

20 旅程保証
旅行日程下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によ
りその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。た
だし、一旅行契約についての変更補償金の額は、旅行代金の 15％を限度とします。また、一旅
行契約についての変更補償金の額が1,000 円未満の場合は支払いません。

別表 変更保証金
1件当たりの率(%)
変更補助金の支払いが必要となる変更
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又は旅行終了日の変更

1.5

3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを
含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0

2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のも
のへの変更

1.0

2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0

2.0

5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0

2.0

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

1.0

2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他
の客室の条件の変更

1.0

2.0

8.契約書面に記載した本邦内の出発空港又は到着空港の変更

1.0

2.0

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

2.5

5.0

21 旅行者の責任
(1) 旅行者の故意又は過失により当社が被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなり
ません。
(2) 旅行者は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なる
ものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出
なければなりません。
(3) 旅行者は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、
その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
22 禁止行為
旅行者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵
害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2) 前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与える
おそれのある行為。
(3) 他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(4) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他
の参加者または第三者に提供する行為。
(5) 当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とし
た行為、またはその準備を目的とした行為。
(6) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為。

23 事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合には、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知くださ
い。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

24 個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連
絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関
等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用さ
せていただきます。
※ このほか、当社は①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案
内、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの
提供、⑤統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

25 約款準拠
本取引条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に定めると
ころによります。

