
国内旅行ご契約のしおり

【ご出発までお手元にお持ちください。】
大切なご案内です。必ずお読みください。

ご出発までのご案内

◇（振込依頼書に記載の）お名前・コース番号・コース名・出発日・人数のご確認をお願いします。
◇契約責任者（★1）、ご契約成立日（★2）、国内旅行保険（★3）、事前オプション（★4）、お支払い方
法（★5）等は、「ご案内とご注意」をよくお読みになりお手続きください。また「ご旅行条件書」
を必ずご一読くださいますようお願い申し上げます。
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★1～5の詳細は4ページをご覧ください。

催行“確定”のコースに
お申し込みのお客様

催行“未定”のコースに
お申し込みのお客様

催行“確定”
（ご出発の14日前までに催行中止の連絡
がない場合は催行いたします。ホーム
ページ「催行確定コース情報」からもご
確認いただけます）

お客様のお申込人数が最少催行人員に満た
ない場合のみ、旅行開始日の前日から起算し
て 14 日前までに催行中止のご連絡をいたし
ます。催行中止の場合、お支払いいただいた
ご旅行代金は全額ご返金いたします。

催行“中止”の場合
（お電話またはお手紙にてご連絡いたします）

ご出発の7～5日前までに　ご旅行詳細の決定（利用交通機関・宿泊先等）

ご出発の14日前までに（※旅行開始日含む）

ご出発当日　日程表をお忘れなく。旅行中は携帯してください。

【添乗員／現地添乗員同行コース】

ご出発の5～前日までに　日程表の送付

日程表記載の集合場所（地図）・集合時間等、必ずご確認下さい。
《ご案内（列車・飛行機利用共通）》
乗車券類・航空券は同封しておりません。（団体旅行のため、乗車券類・航空券を
個別に発券しておりません。）

【添乗員が同行しないコース】
日程表記載の集合場所（地図）・集合時間等、必ずご確認下さい。
《ご案内（列車・飛行機利用共通）》
当日駅や空港カウンターにて弊社係員より乗車券類や航空券をお受取りください。

素敵な
旅への大切な
お知らせです。



ご　案　内　と　ご　注　意
下記「ご案内とご注意」および5～7ページ「国内ご旅行条件書」を必ずお読みください。

◆お申し込みの際のご注意
● 各コース、パンフレットに記載の受付人員でお申込みください。
● お申込み受付は、出発日の前日から起算して、航空機利用コースの場合 22 日前まで（一部コースを除く）、バス利用コース（宿泊）及び列車利用コー
スの場合15日前まで、クルーズ船利用コースの場合は15日前までとなります（但し、受付期日が休業日にあたる場合はその前の営業日まで）。また、
いずれのコースも、お申込み人員がパンフレットに記載した最少催行人員に満たない時は、出発日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあた
る日（日帰り旅行は 3日目）より前に、催行中止とさせていただきます。なお、航空機利用コースにつきましては、出発日前日より起算して 21 日前を
過ぎると、氏名・性別・年齢の変更はできません。

【未成年の方】
● 18 歳未満の方（出発日基準）は、親権者の「同意書」を提出していただきます（親権者同行の場合は不要です）。
● 15 歳未満の方（出発日基準）は保護者の同行を条件とさせていただきます。
● こどもについて

こどもの旅行代金は、特に記載のない場合、おとなと同額になります。　こどもの旅行代金は、3歳以上小学生（旅行開始日当日を基準）の方に適用
となります。　但し航空機利用コースでは、こどもの旅行代金は、3歳以上 12 歳未満（旅行開始日当日を基準）の方に適用となります。

● 乳幼児について
特に記載するコースを除き、3歳未満のお子様のご参加はご遠慮いただいております。尚、親子参加型等の一部コースにおいて乳幼児の宿泊は添
い寝となります。一部施設で施設使用料、食事代、入場料などが必要となる場合があります。現地にてお支払いください。

● 一部コースは 6歳未満のお子様のご参加をお受けしておりません。
● 安全管理上、お子様はバスの最前列シートのご利用をご遠慮いただきます。

【特別な配慮が必要な方】
● 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を
旅行お申し込み時に必ずお申し出ください。
当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費
用は、お客様の負担とさせていただきます。なお、場合によっては別途医師の診断書の提出をお願いすることがございます。また、コースによっては
ご参加いただけない場合や、介助者 /同伴者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。

◆変更・取消について
● お取消やご参加人数の減員、ご参加者の交替の場合は、必ずお電話にてご連絡ください。この場合、JTB旅物語 西日本販売センターの営業時間内で
お受けします。なお、当センターの休業日のため連絡がつかなかった場合は、休業日明けに必ず旅行取消のご連絡を頂きその旨をお申し出ください。

● 既にお申込のご旅行のご出発日変更・コース変更は一旦お取消となり、所定の取消料が必要となります。
● 1 名様でのご参加をお受けできないコースでは、お客様都合により 1名様となった場合、全員取消となり、所定の取消料が必要となります。

◆宿泊について
● お部屋のタイプについては、和室・洋室等の部屋タイプ、部屋の向き、方角、眺望、階層、広さ、種類、トイレ・風呂の有無、家具（備品）の配置、エレベー
ターからの距離、浴場への距離、禁煙・喫煙室などのご希望は一切承っておりません。

● グループでご参加の場合でも、隣または近くの部屋をご用意できない場合があります。
● 複数の宿泊施設を列記して表示している場合は、宿泊施設をお選びいただくことはできません。
● 同じツアーの場合でも、ホテルの施設の関係上、全てのお客様に同一タイプ・同一フロアのお部屋をご提供できない場合があります。なお、エキス
トラベッド・ソファーベッド利用および複数部屋に分かれての利用となる場合があり、そのご案内はご宿泊当日となります。他のお客様との相部
屋はお取り扱いしておりません。

◆食事の変更について
● 行程表に記載の食事メニューに関しましては、お客様の希望による変更を承ることができません。（宗教上の理由やアレルギー等やむを得ない場合
は、事前にお申し出ください。内容によりご希望に沿えない場合がございます。）

◆日程・観光・食事などについて
● 航空機や列車の発着時間について、お客様からのご希望・ご指定は一切承っておりません。
● 出来る限り多くの観光地へご案内したいという方針で企画しているコースにおいては、宿泊地の出発時間が早朝となることや、旅館・ホテルの到
着が遅くなる場合があります。

● 交通機関により発着時間帯が変更になることがあり、それに伴い行程が逆回りになる場合や、宿泊・観光・食事の順序が入れ替わる場合があります。
また、行程中にショッピングにご案内する場合があります。

● 時季により料理内容、器等がパンフレット掲載のものと異なる場合があります。
● お客様のご希望による旅行日数の短縮・延長や途中離団、別行動などはお受けできません。
● 運送機関の遅延、不通（運休、欠航等）、スケジュール変更、経路変更や悪天候（台風、大雪、強風等）など当社の関与し得ない事由により、旅行行程の変
更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除が生じる場合があります。この場合に生じた費用（交通費、宿泊代、通信費等）についてはお
客様のご負担となり、当社は責任を負いません。当社は当初の日程に沿った旅行サービスが行なわれるよう手配努力いたします。

◆添乗員が同行しないコースについて
● 特に明示した場合を除き、添乗員・係員は同行しません。お客様ご自身で旅程管理をお願いいたします。
● 交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止める場合、旅物語販売センターに連絡をお願いいたします。なお、当セン
ターが休業日、または営業時間外で連絡が取れない場合は、日程表に記載する「JTB旅物語緊急連絡先」へ取消連絡をお願いいたします（但し鉄道会
社・航空会社へは連絡不要です）。取消連絡をされなかった場合は、権利を放棄されたとみなされ、返金の可能性があっても一切受け取れないこと
になりますのでご注意ください。また、お取消をされた旨を当センター営業時間中にご連絡ください。お手元の乗車券・クーポン類は当しおり裏表
紙に記載の住所までご返送ください。
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ご　案　内　と　ご　注　意◆集合時間について
● 集合時間は、一部コースを除き列車利用コース（添乗員同行コースのみ対象）・船舶利用コースは40分前、航空機利用コースは60分前、バス利用
コースは20分前を予定しています。 詳しくは、日程表にてご確認ください。

◆航空機について
● 航空座席は特に明示した場合を除き、普通席をご利用いただきます。また、窓側・通路側など座席の希望はお受けできません。グループ、カップルの
方でも、隣り同士の座席にならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

● 各航空会社のマイレージサービスの加算、利用は対象外となります。
● 特に指定がない場合、利用する航空会社および利用する空港をお選びいただく事はできません。また乗継便・経由便をご利用いただく場合があり
ます。尚、発着空港のご希望・ご指定は一切承っておりません。

● 航空会社のスケジュール変更等により、出発や到着の時間帯、利用便名、機材等が変更になる場合があります。最終的なご利用便名、発着時間は、ご出
発前にお送りする最終日程表にてご確認ください。

● 特に記載するコースを除き、出発空港と到着空港が同一とは限りません。（例・往路伊丹空港発、復路関西空港着等）。
● 羽田空港・伊丹空港・関西国際空港・仙台空港・静岡空港・新千歳空港・那覇空港・福岡空港・茨城空港・下地島空港などでは各空港発着毎に
国内線旅客施設使用料が別途必要となります。（国内線旅客施設使用料がご旅行代金に含まれていると明記されているコースを除く）。ご出発前に
各コースページに明記されている金額をご旅行代金と共にご請求させて頂きます。なお目安と記載のあるコースは対象空港・金額が変更となる場
合があり、差額分はご出発当日にお支払いください。又、やむを得ず一つのツアー内で利用空港が分かれる場合、お客様によりご請求額に差が出る
場合があります。予めご了承ください。

● 利用航空機の機材や、予約状況により分割搭乗をお願いする場合があります。添乗員同行コースは一方の便に添乗員が同行し、他方には添乗員が同
行しません。なお、乗り継ぎ空港で当社係員が入場できない場合は、お客様ご自身で乗り継ぎ手続きをしていただく場合もございます。また、出発ま
たは到着空港において、一方のグループが出発または到着されるまで空港内でお待ちいただく場合があります。グループ分けについては当社にご
一任いただきます。詳しくは最終日程表にてお知らせします。

◆航空機とクルーズ船について
● 天候不良などの気象条件により、航空便や船舶便が欠航になる場合があります。その事由により、行程変更となり、移動の交通費などの追加費用が
発生する場合、追加費用はお客様ご負担になります。また、延泊になる場合の宿泊費はお客様ご負担となります。なお、当社が手配する代替の航空便
を利用せず、お客様の判断で離団し、他の交通手段で帰着される場合、帰着に要する交通費はお客様ご負担となります。航空機利用コースにおいて、
乗継便を利用する場合で乗継地にて欠航が決定した場合は、搭乗した区間の費用を差し引いて旅行代金を払い戻しいたします。

◆バスについて
● 快適にお過ごしいただくために、車内は禁煙とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。
● バス乗車中は必ずシートベルトをご着用ください。また、座席のリクライニングをご利用の際は、後ろのお客様へのご配慮をお願いします。
● ご参加の人数によっては、小型・中型バス、マイクロバス、タクシー、ハイヤー等でご案内する事があります。また、他のツアーや前後の便をご利用
のお客様と混乗になる場合があります。また、空港・駅などで待ち時間が生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。

● バスの座席（配置）は皆様に公平を期するよう、添乗員より指定させていただきます。（ご希望は承っておりません。相席の場合があります。）
● バスには特に明示した場合を除き、トイレは付いておりません。約 1時間 30 分～2時間毎に手洗い休憩がございます。
● バスガイドが乗務しないツアーは、添乗員や乗務員による観光ガイドはありません。
● 利用バス会社を特定していないコースにつきましては、お申し込み後にお送りする「貸切バス会社リスト」内での手配となります。
● この度のご旅行のお申込時に、お申し出いただきました乗車地は「旅行代金振込依頼書」に記載しておりますのでご確認ください。なお、乗車地の変
更が生じた場合は、必ず事前に旅物語販売センターまでご連絡ください。但し、諸事情によりご変更をお受け出来ない場合もございますので、あらか
じめご了承ください。

◆列車について
● ダイヤ改正・遅延等の事由により記載の時刻が変更となる場合があります。
● 座席については、団体手配の都合上グループ、カップルの方でも隣り合わせの席にならない場合があります。また、特に明示した場合を除き、普通席
をご利用いただきます。

● 各コース、パンフレットに記載の始発駅以外から乗車または終着駅以外での降車をご希望のお客様は、出発 6 日前までにご連絡をお願いします。
土、日、祝日となる場合は前日の営業日までとなります。ご連絡なき場合は始発駅からの乗車および終着駅での降車となります。ご出発 5日前以降
の乗降駅変更は承れません。

● ご利用の列車の種類･時間及び指定席の禁煙席・喫煙席、窓側・通路側等のご希望は承ることができません。団体特別運賃利用のため、始発駅と途
中乗・下車の区間における差額の返金はありません。ご乗車いただくまでの費用および降車駅からご自宅までの費用はお客様負担となります。列
車の座席は、新幹線及び特急利用におきまして特に表記のない限り普通車指定席となります。
  JR 利用コース特大荷物持ち込みについて  東海道・山陽・九州新幹線に３辺の合計が 160 ㎝を超える荷物 ( 以下、特大荷物 ) を車内に持ち込む
場合は、事前に特大荷物スペースつき座席の予約が必要ですので、旅行申込時にお申し出ください（予約料は無料ですが、座席数には限りがありま
す）。また、予約できた場合でも、他のお客様と号車・座席が離れることがあります。なお、３辺の合計が 250 ㎝を超える荷物はお持ち込みいただけ
ません。事前予約せずに「特大荷物」をお持ち込みされた場合、車内で手数料 (1,000 円・税込 ) をお支払いいただく必要がありますので、なるべく荷
物は小分けにしていただくようお願いいたします。
「特大荷物」の持ち込みに関する詳細は、JR東海・JR西日本・JR九州各社のHPをご覧ください。
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国内旅行保険（★3）

事前オプション（★4）

お支払い方法（★5）

◆事前オプション（事前OP）をご用意しているコースもございます。詳しくはパンフレットをご参照ください。
　※現地オプション（現地OP）は現地にてお申し込み、お支払いください。
◆お申し込み方法：旅行代金お支払い前までに、事前にお電話にてお申し込みください。

オプション代金は今回のご請求金額に加算してお振込みください。
◆事前オプション取消料（おひとり）（一部商品を除く）：

※機械（ATM等）やインターネットバンキングでお振込みの際は、必ず旅行代表者（契約責任者）のお名前（カタカナ）の後に請
求書に記載の10ケタの番号を入力してください。お忘れになりますと入金確認に時間がかかる場合があります。

　また、旅行代表者以外のお名前で振込された場合は入金確認ができない場合もございますので必ず弊社にご連絡ください。

◎現金でお支払い
　同封の振込用紙（銀行・ゆうちょ銀行共用）をご利用の上、銀行振込または、郵便払込でお支払いください。（※コンビニ払い不可）

◆2022 年 8 月 1 日以降、国内旅行保険のご加入方法がインターネットでのオンライン契約のみに変更となりました。
◆ご加入を希望される方は弊社ホームページの「国内旅行保険申込サイト」よりご自身でお申込みください。
※詳しくは同封しております案内書面をご覧ください。

「JTB旅物語」は、JTB各支店でのお支払いはお受けできません。なお、トラベルポイントのご利用は対象外です。あらかじめご了承ください。

〔請求書〕払込人氏名：○○○　○○○ － 0123456789の場合
〔入　力〕○○○　○○○←（旅行代表者のお名前を入力） －0123456789 ←（請求書に記載の番号を入力）
※旅行代表者のお名前と請求書に記載の番号の間に － （ハイフン）を入れて入力してください。

（入力例）

〈切り取り線〉

旅行代金支払明細票〈JTB 旅行券ご利用の場合は書留に同封してください。〉

円

円旅　行　券

現　　　金

〈送付額〉

※旅行に関しての追加・ご変更事項等はお電話にてご連絡をお願い
　します。なお、余白への記載はご遠慮ください。

4

旅行開始前まで
旅 行 開 始 後

無　　　　　　料
オプショナル代金の 100％

◆旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し旅行代金の全額または一部を受領した時に成立します。
◆お支払い期日までにご入金されなかった場合は、ご予約を取消しとさせていただく場合がございます。
◆ご変更・お取消しの場合は旅物語販売センター営業時間内に契約責任者より必ずお電話にてご連絡ください。お客様のご都合によるご変更・お取消
しにつきましては、ご変更による差額代金と所定の期間以降は、取消料がかかりますのでご注意ください。

◆団体・グループを構成する旅行者のために、旅行代金を代表して支払い、旅行契約を締結させる方を契約責任者とします。契約責任者はその団体・グ
ループを構成する旅行者の契約の締結およ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ます。そのため、団体・グループを構成する個々
の旅行者からのお支払いはご遠慮ください。

契約責任者（★1）

ご契約成立日（★2）

※振込手数料は、お客様のご負担とさせていただきます。
※当社より入金完了のご連絡は差し上げておりません。「払込受領証」をもって領収証にかえさせていただきますのでご了承ください。
※10 万円を超える現金のお振込には本人確認書類の提示が必要となります。

◎JTBたびたびバンクでのお支払い
名義人ご本人様が「たびたびバンクカード」をお手元にご用意いただき、会員番号、生年月日、ご利用金額をお電話にてご連絡ください。

◎クレジットカードでのお支払い（ご旅行終了まで有効期限のあるクレジットカードをご利用下さい）
◆ホームページからご予約の場合
JTB旅カード及び提携しているクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、セゾン、ダイナース、AMEX、ニコスカード）でのお支払いが可能です。お申
込み内容確認画面内、支払方法の選択よりお選びください。

◆お電話にてご予約の場合
当社の提携しているクレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、セゾン、ダイナース、AMEX、ニコスカード）ご利用のお客様はお電話で承ることがで
きます。カード名義人ご本人様よりカードをお手元にご準備の上、販売センターまでご連絡ください。

◎JTB旅行券（ナイストリップ）でのお支払い（JTBナイスギフトはご利用いただけません。）
JTB 旅行券ご利用のお客様は下記「旅行代金支払明細票」をご記入、同封の上、書留にて当しおり裏表紙に記載の住所までお送りください。
※書留郵便料金は、お客様のご負担とさせていただきます。JTB旅行券と現金を併せて送付される場合は現金書留にてお送りください。
※JTB旅行券の受領確認のご連絡は差し上げておりませんのでご了承ください。

◎JTBトラベルギフト（カード型旅行券）でのお支払
「JTBトラベルギフト」カードをお手元にご用意いただき、お電話にてカード番号、PIN番号、有効期限、ご利用金額をご連絡ください。期限内の取消など
ご返金が生じた場合、ご利用カードへの返金となりますので、有効期限にご注意の上、ご旅行終了時まで必ずお手元に保管ください。
※残高はご自身でご確認ください。

銀行振込　［振込口座］ みずほ銀行 梅田支店 普通口座 1469532　　　［口座名義］ 株式会社JTB
郵便払込　［口座番号］ 00180－8－880136　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［加入者名］ 株式会社JTB

代表者氏名

電 話 番 号

出 発 日

コース番号

様

月　　　　　日

Ｋ　　　　・　Ｍ
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≪ご旅行条件書≫（国内募集型企画旅行）
1．本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める
契約書面の一部となります。
2．募集型企画旅行契約
⑴この旅行は、以下の各社のうちホームページ・パンフレット等に記載する旅行会社（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｣といいます｡）を締結することになります。なお、旅行契約には、航空会社が設定す
る個人包括旅行運賃（お申込みの時期、ご利用便の空席状況によって運賃が変動します）摘要の
航空券を使用するコース（以下｢航空運賃変動型プラン｣といいます）を含みます。
○（株）JTB（東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録旅行業第64号）
○（株）JTBガイアレック（東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録旅行業第712号）
○（株）JTB沖縄（沖縄県那覇市旭町112-1観光庁長官登録旅行業第1492号）
○（株）JTBビジネストラベルソリューションズ（東京都江東区豊洲5-6-52　観光庁長官登録旅行業第1571号）
○（株）JTBグローバルマーケティング＆トラベル（東京都品川区東品川2-3-14　観光庁長官登録旅行業第1723号）
○（株）JTBビジネスイノベーターズ（東京都港区港南1-6-31　観光庁長官登録旅行業第1776号）
○（株）JTBコミュニケーションデザイン（東京都港区芝3-23-1　東京都知事登録旅行業第2種7116号）
⑵当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の
旅行に関するサービス（以下｢旅行サービス｣といいます｡）の提供を受けることができるように、手配
し、旅程管理することを引き受けます。
⑶旅行契約の内容・条件は、ホームページ・パンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅
行日程表と称する確定書面（以下｢最終旅行日程表｣といいます｡）及び、本旅行条件書に定めのな
い事項は、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下｢当社約款｣といいます｡）によります。
当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

3-1．旅行のお申し込みと契約の成立時期
⑴当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所（以下｢当社ら｣といいます｡）にて必要事
項をお申し出のうえ、ホームページ・パンフレット等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。
当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行
代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締
結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。

⑵①当社らは電話、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予約申し込みを受付け
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ず、当社らの予約を承諾する旨の
通知がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申込み内容を確認のうえ、申込金の
支払いをしていただきます。なお、商品によっては申込時に旅行代金全額をお支払いいただきます。
この期間内に申込金または旅行代金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みがなかった
ものとして取り扱います｡
②お客様が旅行予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾
する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内にお申込み内容を確認のうえ、
申込金の支払いをしていただきます。この場合、前項の定めにより契約が成立します。

③お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第24項の通信契約による旅
行条件を適用し、第24項⑶の定めにより契約が成立します。

⑶旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項⑵①により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便
又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らの旅行契
約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその
他の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項⑶の
定めにより契約が成立します。

⑷当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった
場合、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ます。

⑸契約責任者は、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。契約責
任者は、第26項による第三者提供が行なわれることについて､構成者本人の同意を得るものとします。

⑹当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務に
ついては、何らの責任を負うものではありません。
⑺当社らは、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。

3-2．ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、一部商品に限り、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約
を締結できない場合であって、当社が承諾し、お客様が希望する場合は、以下により、お客様と特約
を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立さ
せる取扱い（以下「ウェイティングの取扱い」といいます｡）をすることがあります。
⑴お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちい
ただける期間（以下｢ウェイティング期間｣といいます｡）を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提
出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立す
ることをお約束するものではありません。
⑵当社らは、前⑴の申込金相当額を｢預り金｣として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能となった
時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。

⑶旅行契約は、当社らが前⑵により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時
（ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時）に成立す
るものとします。
⑷当社らは、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客
様に払い戻します。

⑸当社らは、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様から
ウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻しま
す。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあった
ときでも当社は取消料をいただきません。
4．お申し込み条件
⑴18才未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保
護者の同行を条件とさせていただきます。

⑵ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年令、資格､技能その他条件
が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

⑶お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は､ご参加をお断り
する場合があります。
⑷お客様が当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を
用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

⑸お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの
行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。

⑹健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレル
ギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬（盲導犬、
聴導犬、介助犬）をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり
特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい（旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ち
にお申し出ください｡）｡あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内
容を具体的にお申し出ください。

⑺前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、
お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことが
あります。
⑻当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、
コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出
いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の
解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講
じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
⑼当社は、本項⑴⑵⑹⑺⑻の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、⑴⑵はお申し込みの
日から、⑹⑺⑻はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

⑽お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になっ
たと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。こ
れにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
⑾お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場
合があります。

⑿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当社が
判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

⒀その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
5．契約書面と最終旅行日程表のお渡し
⑴当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件
及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ・パンフ
レット等、本旅行条件書等により構成されます。
⑵本項⑴の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿
泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しし
ます。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開
始日当日にお渡しすることがあります。

6．旅行代金のお支払い
⑴旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいただき
ます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅
行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に
規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合
で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金（申込金、追加
代金として表示したものを含みます｡） や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されてい
る追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。またこの場合のカー
ド利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
⑵本項⑴の定めにかかわらず、商品によっては契約と同時にご旅行代金全額をお支払いいただきま
す。なお、一部通信契約においては、当社の契約承諾をする旨の通知がお客様に到達した日から3日
以内にお支払いいただきます。

7．旅行代金について
⑴参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上（航空機
利用コースは満3歳以上）12歳未満の方は、こども代金となります。

⑵旅行代金は、コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
⑶｢旅行代金｣は、第3-1項の｢申込金｣、第14項⑴の｢取消料｣、第14項⑶の｢違約料｣、及び第23項の
｢変更補償金｣の額の算出の際の基準となります。募集広告又はホームページ・パンフレット等におけ
る｢旅行代金｣の計算方は、｢旅行代金（又は基本代金）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額｣となります。
8．旅行代金に含まれるもの
⑴旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、
入場料・拝観料等及び消費税等諸税。

⑵添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
⑶その他ホームページ・パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9．旅行代金に含まれないもの
前項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いたします。
⑴超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。
⑵宿泊施設利用における宿泊税、空港施設使用料等。（ホームページ・パンフレット等に明示した場合
を除きます｡）
⑶クリーニング代、電話代、ホテルやレストラン従業員等へのチップ、その他の追加飲食等個人的性質
の諸費用及びそれに伴う税･サービス料。
⑷希望者のみが参加するオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金。
⑸運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）。
⑹自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
⑺特別な配慮･処置に要した費用
⑻インターネットを通じたサービス提供による通信料
10．追加代金と割引代金
⑴第7項でいう｢追加代金｣は、以下の代金をいいます。（あらかじめ｢旅行代金｣の中に含めて表示した
場合を除きます｡）
①ホームページ・パンフレット等で当社が｢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グレー
ドアップのための追加代金。
②｢食事なしプラン｣等を基本とする｢食事つきプラン｣等の差額代金。
③ホームページ･パンフレット等で当社が｢延泊プラン｣と称するホテルの宿泊延長のための追加
代金。

④その他ホームページ・パンフレット等で｢××××クラス追加代金｣｢×××追加代金｣と称するもの（航空
座席のクラス変更に要する差額、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受け
する旨ホームページ・パンフレットに記載した場合の追加代金等）｡

⑵第７項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。（あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した
場合を除きます。）
①ホームページ、パンフレット等で当社が「早期○日前割引」と称するもの。
②その他ホームページ・パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。
11．旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、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、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客
様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の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ご説明いたします。
12．旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一
切いたしません。
⑴利用する運送機関の運賃・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
えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更
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日目にあたる日より前にお客様に通知いた
します。
⑵当社は本項⑴の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項⑴の定めるところにより、
その減少額だけ旅行代金を減額します。
⑶旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代
金を減額します。

⑷第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用（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、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わな
ければならない費用を含みます｡）が増加したときは、サービスの提供が行われ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変更の場合を除き、当
社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

⑸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ホームページ・パンフレット等に記
載した場合、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になった
ときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13．お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お
客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。
この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。（既に航空券を発行している場合、
別途再発券に関わる費用を請求する場合があります｡） また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾し
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様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
⑶クーポン券類の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券類が必要となります。クーポン券
類の提出がない場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。

18．添乗員・旅程管理等
⑴添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、
原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な旅程管理業務といたします。
旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則と
して８時から20時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得さ
せていただきます。

⑵現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行
いたします。現地添乗員の業務は本項⑴における添乗員の業務に準じます。
⑶現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするため
に必要な業務を行ないます。
⑷個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。
⑸個人型プラン及び現地添乗員が同行しない区間、現地係員が業務を行わない区間は、お客様ご自
身での旅程管理をお願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン
類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂き
ます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サー
ビスの手配及び必要な手続きは、原則としてお客様ご自身で行って頂きます。
⑹交通機関等のサービス提供の中止やお客様のご都合で旅行開始前に急遽ご旅行を取り止めにす
る場合、取扱販売店に連絡をお願いいたします。なお、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連
絡が不可能な場合は、ご自身で、ご利用予定のサービス提供機関（ホテル、交通機関等）への取消
連絡や取消処理をお願いいたします。旅行開始までに手続きを終えられなかった場合は旅行開始後
の解除としての取り扱いとなり、旅行代金の払い戻しはありません。
19．当社の責任
⑴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、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた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場合に限ります。
⑵お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項
⑴の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、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中止 ②運送・宿泊
機関等の事故、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変更もしくは旅行の中止 ④官公署の命令、又はそれによって生じる旅行
日程の変更、旅行の中止 ⑤自由行動中の事故 ⑥食中毒 ⑦盗難 ⑧運送機関の遅延・不通・スケ
ジュール変更・経路変更など又は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

⑶手荷物について生じた本項⑴の損害につきましては、本項⑴のお客様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起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償
いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が支払う賠償額はお1人あたり最高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す｡）といたします。
⑷手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関（航空機・鉄道・バ
ス・ホテル・レストラン等）の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の
旅行サービス提供機関（航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等）の故意または過失により、お客様に
損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。

20．特別補償
⑴当社は前項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、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事故により、その生命、身体に被られた一定の損害
につきましては死亡補償金（1500万円）・後遺障害補償金（1500万円を上限）・入院見舞金（2万円
～20万円）及び通院見舞金（1万円～5万円）を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金
（手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限としま
す｡）を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社
は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
⑵本項⑴にかかわらず、当社の手配による募集型企画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、その旨ホームページ・パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画
旅行参加中とはいたしません。

⑶お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、
募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん（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）､リュージュ､ボブスレー､スカイダイビング､ハンググライダー搭乗、
超軽量動力機（モーターハンググライダー、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､当社は本項⑴の補償金及
び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限り
ではありません。
⑷当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯
金証書（通帳及び現金支払機用カードを含みます｡）、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクト
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。
⑸当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前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額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行
されたものといたします。なお傷害の程度、その原因となった事故の概要等については、当社に対し、
事故の日から30日以内に報告しなければなりません。

21．お客様の責任
⑴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
とにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵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。
⑶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るため、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
旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、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。
⑷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する期日までに当
社の指定する方法で支払わなければなりません。

⑸クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご
負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。

22．オプショナルツアー又は情報提供
⑴当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実
施する募集型企画旅行（以下｢当社オプショナルツアー｣といいます｡）の第20項（特別補償）の適用
については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナ
ルツアーは、ホームページ・パンフレット等で｢企画者：当社｣と明示します。
⑵オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページ・パンフレットで明示した場合に
は、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項（特別補償）で規定する損害
に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います（但し、当該オプショナルツアーの
ご利用日が主たる募集型企画旅行の｢無手配日｣であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット又は
確定書面にて記載した場合を除きます｡）。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及び
お客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
⑶当社は、ホームページ・パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合
は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様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
る募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ・パンフレット又は確定書面にて
記載した場合を除きます｡）が、それ以外の責任を負いません。

23．旅程保証
⑴当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし次の①・②・③で規定する

たときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利
及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じ
ない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
14．取消料
⑴旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ・パンフレット
等記載の取消料を、ご参加のお客様からは１室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞ
れいただきます。
⑵当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお
支払いただきます。

⑶旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解
除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。

⑷お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更（航空運
賃変動型プランにおいては、利用する航空便名の変更および座席クラスの変更を含みます）につい
ては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15．旅行開始前の契約解除
⑴お客様の解除権
①お客様はホームページ・パンフレット等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。ただし契約解除のお申し出は、お申込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。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重
要なものである場合に限ります。
ｂ．第12項⑴に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
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。
ｄ．当社らがお客様に対し、第5項の⑵に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡し
しなかったとき。
ｅ．当社の責に帰すべき事由により、ホームページ・パンフレット等に記載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⑴の①により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金（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、
その差額を申し受けます。また本項⑴の②により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している
旅行代金（あるいは申込金）全額を払い戻しいたします。

⑵当社の解除権
①お客様が第6項に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。このときは、本項⑴の①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただき
ます。
②次の項目に該当する場合は、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明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしてい
ないことが明らかになったとき。
ｂ．お客様が第4項の⑶から⑸までのいずれかに該当することが判明したとき｡
ｃ．お客様が病気、必要な介助者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。
ｄ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認
められたとき。
ｅ．お客様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。
ｆ．お客様の人数がホームページ・パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。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日目にあたる日より前（日帰り旅行は3日目に当
たる日より前）に旅行中止のご通知をいたします。
ｇ．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旅行実施
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。
ｈ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、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において、ホームページ・パンフレット等に記載した旅行
日程に従った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。

③当社は本項⑵の①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込
金）から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項⑵の②により旅行契約を解除したとき
は、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。

16．旅行開始後の契約解除
⑴お客様の解除権
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを
いたしません。

②お客様の責に帰さない事由によりホームページ・パンフレット等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、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能に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本項⑴の②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
なった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由に
よらない場合においては、当該金額から、当社が当該旅行サービス提供機関等に対して取消料、
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を差し引いた
ものをお客様に払い戻します。

⑵当社の解除権
①当社は次に掲げ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
ることがあります。
ａ．お客様が病気、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認めら
れるとき。
ｂ．お客様が第4項の⑶から⑸までのいずれかに該当することが判明したとき｡
ｃ．お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等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げるとき。
ｄ．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において、旅行の継続が不可能となったとき。

②解除の効果及び払い戻し
本項⑵の①に記載した事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
供を受け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費用があるときは、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費用から
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払い戻しいたします。

③本項⑵の①のａ、ｄにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求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⑵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す。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
る当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

17．旅行代金の払い戻しの時期
⑴当社は、｢第12項の⑵⑶⑸の規定により旅行代金を減額した場合｣又は｢第15項から第16項までの
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｣で、お客様に対し払い戻すべき金額が生
じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行
代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ・パンフレット等に記載し
た旅行終了日の翌日から起算して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。
⑵本項⑴の規定は、第19項（当社の責任）又は第21項（お客様の責任）で規定するところにより、お客
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変更を除きます｡）は、第７項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更
補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更につい
て当社に第19項⑴の規定に基づく責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、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。（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・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足（いわゆ
るオーバーブッキング）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。）
ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変　イ．戦乱　ウ．暴動　エ．官公署の命令　オ．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　カ．遅延、運送スケジュールの
変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供　キ．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15項及び第16項の規定に基づき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
更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

③ホームページ・パンフレット等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場合で
も、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金
を支払いません。

⑵本項⑴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額は、第7項で
定める「旅行代金」に15％を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変
更補償金の額がおひとり様につき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。

⑶当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物
品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

注１： ホームページ・パンフレット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２： ⑨に掲げる変更については、①～⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。
注３： 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合、1該当事

項毎に1件とします。
注４： ④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき１変更とし

て取り扱います。
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泊につき1件として取り扱います。
注６： ④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うも

のをいいます。
注７： ④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注８： ⑦宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで

閲覧に供しているリストによります。
24．通信契約による旅行条件
当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社（以下｢提携会社｣といいます｡）の
カード会員（以下｢会員｣といいます｡）より｢会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受け
る｣こと（以下｢通信契約｣といいます｡）を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約
の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができな
い場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります｡）
⑴本項でいう｢カード利用日｣とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻
し債務を履行すべき日をいいます。
⑵申し込みに際し、｢会員番号（クレジットカード番号）｣、｢カード有効期限｣等を当社らに通知していただ
きます。
⑶通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したと
きに成立するものとします。
⑷当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして｢ホームページ・パンフレット等に
記載する金額の旅行代金｣又は｢第14項に定める取消料｣の支払いを受けます。この場合、旅行代
金のカード利用日は｢契約成立日｣とします。

⑸契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出
のあった日の翌日から起算して7日以内（減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内）をカード
利用日として払い戻します。

⑹与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信
契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期
日までに、お支払いいただけない場合は第14項⑴の取消料と同額の違約料を申し受けます。
25．国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加
害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償を得られた場合で
あっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分
な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売
員にお問い合わせください。
26．個人情報の取扱い
⑴当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客
様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部ま
たは一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの
手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼を
お引受できないことがあります。
取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された（総合）旅行業務取扱管理者が個人情報管理者
を代理してご対応いたします。
⑵当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほ
か、お客様がお申込み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ビスの受領
のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の
手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要

な範囲内でお申込みいただいたホームページ・パンフレット等及び第5項⑵の最終旅程表に記載され
た運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗
される航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。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、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

⑶当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報
をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要
があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社ら
に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
⑷当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項⑴ により
取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当
社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を
預託いたします。

⑸当社は、当社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
お客様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、当社のグループ企業との間で
共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお
申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させて
いただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人
データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ
企業については、｢株式会社JTBホームページ（http://www.jtbcorp.jp/jp/privacy/）｣をご参照く
ださい｡
⑹当社は、お客様より利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去、第三者提供の記録
の請求があった際には、速やかに対応するものとします。
27．旅行条件・旅行代金の基準 
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ・パンフレット等に明示した日とな
ります。
28．その他
⑴お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪
我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行
動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

⑵お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客
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。

⑶お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度
（フレックストラベラー制度）に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の
手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償
責任は免責となりますので、ご了承ください。

⑷当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
⑸当社らの募集型企画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合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっ
ていただきます。また、利用航空会社の変更により同サービスの条件に変更が生じた場合でも第19項
⑴及び第23項⑴の責任を負いません。

（2023.4改訂）

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として
消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。

変更補償金の額＝1件につき下記の率×旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更

旅行開始日
の前日までに
お客様に通
知した場合

旅行開始日
以降にお客
様に通知し
た場合

① ホームページ・パンフレット又は確定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 ホームページ・パンフレット又は確定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の変更 1.0％ 2.0％

③ ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級
又は設備のより低い料金のものへの変更（変更後の等級及び設備の
料金の合計額がパンフレット又は確定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｡）

1.0％ 2.0％

④ ホームページ・パンフレット又は確定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 ホームページ・パンフレット又は確定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 1.0％ 2.0％

⑥ ホームページ・パンフレット又は確定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 ホームページ・パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類
又は名称の変更（当社が宿泊機関の等級を定めている場合であっ
て、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等
級を上回った場合を除きます｡）

1.0％ 2.0％

⑧ ホームページ・パンフレット又は確定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条件の変更 1.0％ 2.0％

⑨ 上記①～⑧に掲げる変更のうち募集ホームページ・パンフレット又は確
定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5％ 5.0％

区　分 申込金（おひとり）
旅行代金が 3万円未満 6,000円以上旅行代金まで
旅行代金が 6万円未満 12,000円以上旅行代金まで
旅行代金が10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上 旅行代金の20％以上旅行代金まで

契 約 解 除 の 日 取消料（おひとり）
旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

1）21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目） 無 料
2）20日目にあたる日から8日前までの解除（日帰り旅行にあっては10日目）旅行代金の 20％
3）7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の 30％

4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40％
5）当日の解除（6を除く） 旅行代金の 50％
6）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

契 約 解 除 の 日 取消料（おひとり）

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

1）91日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあたっては11日目） 無 料
2）90日前から61日前まで 旅行代金の  5％
3）60日前から31日前まで 旅行代金の 10％
4）30日前から21日前まで 旅行代金の 20％
5）20日前から3日前まで 旅行代金の 30％
6）2日前、前日、当日（出港前） 旅行代金の 50％
7）出港後または無連絡不参加 旅行代金の100％

契 約 解 除 の 日 取消料（おひとり）

旅行開始日
の前日から
起算してさ
かのぼって

1）6日目にあたる日以前の解除 無　　料

2）5日目にあたる日から4日前までの解除
取消人員14名以下の場合　無料
取消人員15名以上の場合　旅行代金の20％

3）3日目にあたる日から前日までの解除 旅行代金の 20％
4）当日の解除（5を除く） 旅行代金の 50％
5）旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

旅行開始前まで 無　　料
旅行開始後 オプション料金の100％

●申込金（おひとり）

〈別表1〉

〈別表2〉

貸切船（チャーター船）の場合

●取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

）く除を品商部一（）りとひお（料消取のンョシプオ前事るけおに行旅内国

宿泊プラン等、宿泊サービスのみを内容とする場合

※旅行開始とは、受付のあるツアーでは旅行開始日当日の受付完了時のことを言います。ただし、列車
利用のフリープランでは、改札の入場時又は改札のないときは当該列車乗車時のことを言います。



JTB旅物語 西日本販売センター

【お電話での受付】月～金曜 9:30～17:30（土曜・日曜・祝日・12/30～1/3は休み）

変更・取消専用ダイヤル

大
阪06-7632-7775

0570-064-856 ※電話番号はおかけ間違いのないよう
十分ご注意ください。

2023.04

旅行企画・実施　株式会社JTB
観光庁長官登録旅行業第64号

8

※ナビダイヤルは大阪 06 からお掛けの方は市内通話料金と同一料金・それ以外の方は 60 秒 10 円（携帯からは 20 秒
10 円）となります。一部 IP 電話からはご利用いただけません。

※ご予約済みの旨と代表の方のお名前（フルネーム）、およびお電話番号をお伝えください。スムーズにお問い合わせい
ただけます。

※変更・取消等のお問い合わせはご旅行の「ご参加者」からお願いいたします。
　プライバシー保護の観点から、「ご参加者以外の方」には、ご旅行のお申込みの有無等を含むお問合せには、一切お答え
出来ませんので、あらかじめご了承願います。

※お申込内容の聞き違い等によりお客様にご迷惑をおかけすることを防止するため、お電話内容を録音させていただ
いております。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

ホームページ検索キーワードは

旅物語 関西発 検索

旅物語 九州発 検索

お客様から多く頂くご質問です。お問合せの前にご一読ください。

Q. 質問
A. 答え

A. 答え

Q. 質問

A. 答え

A. 答え

Q. 質問

Q. 質問

A. 答え
Q. 質問

A. 答え
Q. 質問

JTB 旅行積立「たびたびバンク」、あるいは旅行券は利用できますか？

クレジットカードで支払えますか？

振込をしたのに、確認の電話など何も連絡がきません！

旅物語では、入金確認のご連絡は差し上げておりません。悪しからずご了承ください。

通路側・窓側・隣り同士・前方等の希望をお願いしたいのですが。

申し訳ございませんが、お座席のご希望はお受けできません。

利用便・利用列車や、集合時間はいつわかりますか？

ご出発の5日～前日頃にお送りする「日程表」にてご案内しております。

出発が先で、催行も未定ですが、支払わなければならないのですか？

催行が未定でも契約締結のため、お振込をお願いしております。催行が中止になった場合は、お預かりしている全額をご返金
させていただきます。その場合でも、お振込手数料はご返金できませんので、あらかじめご了承ください。

お支払いについて

飛行機・バス・列車の座席について

ご利用便・利用列車について

ホームページからのお申込みの場合、支払い方法を選択いただく際にクレジットカード払いを選択いただければ可
能でございます。お電話でご予約いただいた場合は当社の提携しているクレジットカード（VISA、MasterCard、
JCB、セゾン、ダイナース、AMEX、ニコスカード）ご利用のお客様はお電話で承ることができます。カード名義人ご
本人様よりカードをお手元にご準備の上、販売センターまでご連絡ください。

JTB旅行積立「たびたびバンク」、JTB旅行券「ナイストリップ」、カード型旅行券「JTBトラベルギフト」がご利用い
ただけます。 お支払い方法については P.4「お支払い方法（★5）」をご覧ください。

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2丁目1-25　JTBビル10階
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北

海

道

北

海

道

阿寒バス／旭川交通／旭川中央交通／旭川電気軌道／厚沢部観光バス／あつまバス／網走観光交通／網走バス／イナホ観光／ウイングバス／ＡＩＲ／エイチ・ビー観光／ＨＫＢ／H.CS観光／エール観光／恵庭交通／エムズメッセ／エルム観光バス

／沿岸バス／大沼交通／おびうん観光／華桜国際観光／かさい観光バス／川原観光／関西中央交通／北観光バス／北日本トランスポート／KOO観光／くしろバス／栗山交通／ケイエムトラスト旅行サービス／ケーエス北の星観光バス／ケープ観光

／恒和バス／国際観光バス／ザ・オリエンタルバス／札幌観光バス／さっぽろ慎観光バス／札幌第一観光バス／札幌ばんけい／札幌みらい観光／札蘭バス／三和交通／ジェイ・アール北海道バス／シノヤマ観光自動車／士別軌道／

斜里バス／じょうてつ／白老観光バス／スターツーリズム／スマイル観光／宗谷バス／ソーゴバス／空知中央バス／ダイコク観光バス／たいせつ／樽前観光バス／千歳相互観光バス／つたいバス/ＴＫＢ観光／てんてつバス／どうなん交通／DO観光バス／道南バス／道美

観光バス／道北バス／十勝バス／時計台バス／飛内運輸／トラベラーズサポート／ドリーム観光バス／虹色トラベル／ニセコバス／日交ハイヤー（日交バス）／根室交通／函館バス／函館タクシー（函館帝産バス）／

浜中運輸／はまなす観光バス／美自校観光バス／ひだか交通バス／向日葵交通／富士交通（恵庭）／ふらのバス／フラワー観光バス／北桜観光バス／ほくしょう運輸／北翔交通／北星三星交通（北海道）／北都交通／北都ベリアールサービス／北紋バス／北海運輸北海バ

ス営業所／北海道北見バス／北海道グローバル観光／北海道拓殖バス／北海道中央バス／北海道バス／北海道リムジン／毎日交通／宮本バス／名士バス／女満別ハイヤー／紋別観光バス／夕張鉄道／悠遊観光バス／北海道ミントバス／雅交通／クローバー観光／ミサキ観

光／土幌交通／むかわハイヤー

青

森

アーストラベル青森／青森観光バス／岩手県北自動車／川内交通バス／北日本中央観光バス／グリーン交通／弘南バス／光洋タクシー／西海観光／さくら観光（青森県）／ジェイアールバス東北／下北交通／

秋北バス／尻屋観光／寺下運輸倉庫／東北都市交通／十和田観光電鉄／中里交通／ヒカリ総合交通／ビッグ・ウイング／ブルーロード／北彩観光／北星交通／北都観光／三八五観光タクシー／三八五交通／三八五バス／勇北交通

岩

手

イーアンドティー／胆沢交通／岩手県交通／岩手県北自動車／羽後交通／大上観光バス／北国観光／北日本観光／北日本中央観光バス／共栄観光／グリーン観光バス／栗原観光バス／黒沢観光／碁石観光／佐沼交通／

三光運輸／ジェイアールバス東北／秋北バス／新栄観光バス／東北都市交通／東北バス観光（一関市）／東和観光バス（山田運送）／東和町総合サービス公社／とよま観光バス／十和田観光電鉄／日本高速バス／

野口交通／花巻観光バス／東日本交通（岩手県）／ヒカリ総合交通／ヒノヤタクシー／ファミリー観光／富士モーターサービス／宮北バス／三八五バス／リアス観光／／志戸平温泉交通観光部／三陸観光／高橋観光／城山観光／

／城北交通／宮野目観光バス／奥州交通／岩手旅行社／平泉観光／東磐交通／大洋交通／清水田観光／西北交通

宮

城

岩手県交通／岩手県北自動車（岩手県北バス）／羽後交通／大上観光バス／グリーン観光バス／栗原観光バス／黒沢観光／國際観光（オヤマグループ）／さくら観光（宮城県）／桜交通／佐沼交通／ジェイアールバス東北／

塩釜観光バス／ジャパン交通／庄内交通／翔礼交通／昭和タクシー／新栄観光バス／仙塩交通／仙台バス／仙南交通／第一観光バス（宮城）／タケヤ交通／東北アクセス／

東北観光バス／東北バス観光（一関市）／東洋交通／東和観光バス（山田運送）／遠刈田バス観光／とよま観光バス／ドリーム観光／2525タクシー／日本三景交通／東日本急行（宮城）／東日本観光バス／ひまわり交通／ホウデンランナーズ／

松山観光バス（石巻市）／みちのく観光／南三陸観光バス／宮城交通／宮北バス/三八五バス／桃生交通/矢吹交通／山交バス//大谷交通/横山観光/愛子観光バス/仙台中央タクシー

秋

田

秋田観光バス／秋田中央交通／秋田中央トランスポート／羽後交通／象潟合同交通／工藤興業 観光バス／さくら観光（秋田県）／秋北バス／第一観光バス／つばさ観光／十和田観光電鉄／能代観光／ホウデンランナーズ／

リアス観光／／Senken／大清重機　朝陽観光

山

形

あおぞら観光バス／朝日観光バス／羽後交通／オールスター観光／象潟合同交通／喜多方観光バス／サイトシーイング蔵王／ジェイアールバス東北／庄内交通／第一観光バス（宮城）／大和自動車交通／タケヤ交通／トランスオーシャンバス／

バス観光毘龍／福島観光自動車／福島西交通／べにばな観光バス／ホウデンランナーズ／松山観光バス／八千代観光バス／山交ハイヤー／山交バス／ヨネザワバス観光//愛子観光バス

福

島

アール交通／会津交通／会津乗合自動車／猪苗代観光バス／茨城交通／ウインズトラベル／オールスター観光／カネハチ交通／関東自動車／喜多方観光バス／郡山観光交通／郡山中央交通／サイトシーイング蔵王／桜交通／ジェイアールバス東北／

秀和観光／新常磐交通／ステージトラベル／太陽タクシー／大和自動車交通／ティーエス観光／東北アクセス／遠刈田バス観光／トランスパック／那須中央観光バス／野本観光バス／バス観光毘龍／浜通り交通／磐梯東都バス／常陸観光バス／ひまわり交通

／福島観光自動車／福島交通／福島西交通／ブルー観光／報徳観光バス／報徳バス／マルイチ新自動車／メール観光／矢吹交通／山交バス//いわき観光バス/協和交通

茨

城

アール交通／アイビーエス／アイヤマ観光／アビコ西武観光／朝日観光バス／池田交通／茨城交通／ウィング観光／植松自動車／大山タクシー／オールスター観光／鹿島観光自動車／関鉄観光バス／

関東自動車／ＫＵコーポレーション／さくら観光（栃木）／さくら観光バス（埼玉）／さくら自動車／サワキ観光／三陸観光（茨城）／椎名観光バス／しもつけ観光バス／昌栄バス／スマイルコーポレーション／常南交通／

太陽タクシー／旅人TABBITBUS／ＴＣＢ観光／東武バス／トキワ交通／中山観光自動車／浜通り交通／日産観光／バス観光毘龍／常陸観光バス／富士自動車／平成観光自動車／北総交通／北斗観光バス／

久信田観光／霞ヶ浦交通／コバヤシ観光／ナガツマ観光バス／平川観光／NSK／夢湖観光バス／上郷タクシー／ムツミ観光自動車／美和交通／第二観光／県南観光／大新東／つばさ観光／厚木元湯観光

栃

木

アイケー観光バス／赤城観光自動車／朝日観光バス（栃木）／あさみ観光バス／足利中央観光バス／茨城交通／うつのみや観光／エイチエム交通／大山タクシー／尾瀬紀行／関越交通／関東自動車／北関東観光／群馬福祉交通／

さくら観光（栃木）／さくら観光バス（埼玉）／サワキ観光／三英自動車／サンクレール／しもつけ観光バス／秀和観光／上州観光バス／館林観光バス／多野観光／つつじ観光バス／つばさ観光バス／ＴＣＢ観光／東武バス／栃木交通バス／

那須交通／那須中央観光バス／仁井田観光／日光交通／東日本交通（岩手県）／富士自動車＜埼玉＞／やしお観光バス／矢島タクシー／豊交通／大新東／厚木元湯観光／八丁観光

群

馬

赤城観光自動車／あさみ観光バス／足利中央観光バス／東観光バス／魚沼中央トランスポート／エイチエム交通／尾瀬紀行／軽井沢観光／関越交通／関東自動車／北関東観光／草軽交通／草津観光自動車／グリーン観光／群馬コープ観光／

群馬中央バス／群馬バス／群馬福祉交通／広栄交通バス／さくら観光バス（埼玉）／しもつけ観光バス／上州観光バス／上信観光バス／スター交通／スリーエス観光／西武観光バス／浅白観光自動車／館林観光バス／多野観光／千曲バス／

つつじ観光バス／つばさ観光バス／ティーケーバス／ＴＣＢ観光／日本中央バス／ビーエム観光／ビーエムバス／富士自動車＜埼玉＞／美山観光バス／武蔵野交通／矢島タクシー／りこばす／ローランド観光バス／深谷観光バス／ローズクィーン交通

埼

玉

アイビーエス／青垣観光バス／亜希プロ／あさみ観光バス／朝陽観光バス／足利中央観光バス／東観光バス／アモーレ交通／アルピコ交通東京／イーグルバス／ウイング観光／エイチエム交通／エム・ビー観光バス／エムエス観光バス／関越バス／関東自動車

／北関東観光／協同バス／銀河鉄道／群馬コープ観光／群馬中央バス／群馬バス／群馬福祉交通／広栄交通バス／光輝観光バス／晃和交通／国際興業観光バス／埼玉自動車交通／埼玉中央観光バス／さくら観光バス（埼玉）／サワキ観光／

しもつけ観光バス／ジョイフル観光／昌栄バス／上信観光バス／城南観光バス／スター交通／スマイルコーポレーション／スリーエス観光／西武観光バス／青和観光／総合観光バス／ダイヤモンド観光バス／大和観光自動車／館林観光バス／

多野観光／玉淀観光バス／秩父鉄道観光バス／中央交通（埼玉）／中日臨海バス　大阪堺支店／つつじ観光バス／つばさ観光バス／ティーケーバス／ＴＣＢ観光／中央観光／東栄観光バス／東京バス／東京富士交通／東京パッセンジャー観光／東京ヤサカ観光バス／

東京ワーナー観光バス／東埼観光／東都観光バス／東武バス／所沢観光バス／中田商会／中山観光自動車／新座観光バス／西東京バス／日本中央バス／ニュー秩父交通／ビーエム観光／ビーエムバス／日立自動車交通／

日の丸自動車興業／富士急行（フジエクスプレス）／冨士自動車／富士自動車＜埼玉＞／平成エンタープライズ／北斗観光バス／丸大観光／マルモト観光バス／美杉観光バス／瑞穂／三倭観光／武蔵観光／武蔵グリーン観光／武蔵野交通／矢島タクシー／友愛観光バス／

四葉観光バス／ライブ交通／ワールド自興／和光観光バス／彩国観光バス／深谷観光バス／大新東／川越観光自動車／朝日自動車／えびす交通／ＨＹＫ／彩輝自動車／ロイヤル交通／

埼玉観光／厚木元湯観光／清水観光サービス

千

葉

アーガス観光／アイビーエス／アイヤマ観光／あすか交通／アビコ西武観光／アルピコ交通東京／池田交通／泉観光バス／ウィング観光／ＨＭＣ東京／えびす交通／オートウィル／オーワ観光／オリエント交通／鹿島観光自動車／関鉄観光バス／九十九里鉄道／

京成バスシステム／光輝観光バス／コスモスバス／小湊鉄道／菰野東部交通／五稜バス／さくら観光バス／桜交通／さくら自動車／三球観光／三久交通／三友交通／昌栄バス／翔礼交通／ジャムジャムエクスプレス／スマイルコーポレーション／大日ドリーム観光／武井

観光／館林観光バス／旅人TABBITBUS／旅友／千葉海浜交通／千葉交通／千葉中央バス／中央交通（埼玉）／

中紀バスＩＮＴ’Ｌ／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス　大阪堺支店／ディーライントランスポート／東京小田バス／

東京空港交通（リムジンバス）／東京滋賀交通／東京バス／東京遊覧観光バス／東京湾岸交通／東都観光バス／東武バス／東洋バス＜千葉＞／中山観光自動車／なの花交通バス／日東交通／日の丸自動車興業／平成エンタープライズ／

北総交通／北斗観光バス／宮浦観光バス／友愛観光バス／両総グランドサービス／和光観光バス／東北都市交通／富士急行／

フラワー観光バス／矢吹交通／イロハ観光交通／東京べイシティ交通／東関交通／ＨＹＫ／サンユー／県南観光／大新東／城北交通／龍藤観光／ミズノ興業／アルファ交通バス／成田アプローチ／厚木観光バス

東

京

朝陽観光バス／アールブイジャパン／アイビーエス／青垣観光バス／亜希プロ／アビコ西武観光／アモーレ交通／アルピコ交通東京／イーグルバス／イースタン／伊豆箱根バス／泉観光バス／

ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ観光自動車／エーカンパニー／HYK／ＨＭＣ東京／栄和交通／えびす交通／エム・ビー観光バス／小笠原観光／オールスター観光／オーワ観光／小田急箱根高速バス／神奈中観光／カミコウバス／関越バス／関東自動車／吉祥リムジン／

協和観光／銀河鉄道／日下部観光バス／グリーンキャブ／群馬バス／kmモビリティサービス／京王電鉄バス／京王バス東／光輝観光バス／国際興業観光バス／埼玉観光／さがみエンヂニアリング／さくら／さくら観光バス（埼玉）／桜交通／ジェイアールバス関東／

ジャパンリムジンサービス／ジャムジャムエクスプレス／秀和観光／昌栄バス／ジョイフル観光／スマイルコーポレーション／青和観光／総合観光バス／東武バス／バス窓.com／秀和観光／昌栄バス／杉崎観光バス／西武観光バス／青和観光／丹沢交通／中央観光／

中央交通（埼玉）／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス　大阪堺支店／つばめ観光バス／ＴＣＢ観光／ディーライントランスポート／帝産観光バス東京／天台観光／東栄観光バス／東海汽船（大島旅客自動車）／東急トランセ／東急バス／

東京小田バス／東京空港交通（リムジンバス）／東京滋賀交通／東京シティ観光／東京バス／東京パッセンジャー観光／東京富士交通／東京ヤサカ観光バス／東京遊覧観光バス／東京ワーナー観光バス／東都観光バス／東武バス／所沢観光バス／

トランスパック／なの花交通バス／西郡観光バス／西東京観光バス／西東京バス／ニッコー観光バス／日本中央バス／日本リース／ニューつくば観光／ニュープリンス観光バス／萩観光／バス窓.com

八丈町営バス／はとバス／日立自動車交通／日の丸自動車興業／富士急行（フジエクスプレス／富士急バス）／冨士自動車／ふじばす／プリンシプル自動車／平成エンタープライズ／北斗観光バス／

丸大観光／美杉観光バス／瑞穂／南多摩運送／宮浦観光バス／みらい観光／武蔵グリーン観光／友愛観光バス／夢湖観光バス／四葉観光バス／ワールド自興／和光観光バス／NASH　EST／

ワタナベモーターズ／サンユー／東京交通／立川バス／大新東／ダックス／城北交通／龍藤観光／朝日自動車／川越観光自動車／YM交通／厚木元湯観光／ＷＩＬＬＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳ・東京レストランバス

神

奈

川

アールブイジャパン／アイビーエス／朝倉自動車／厚木元湯観光／イースタン／伊豆箱根バス／泉の交通／ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ観光自動車／栄和交通／江ノ電バス／神奈中観光／カミコウバス／神田交通／川崎市交通局／協和観光／日下部観光バス／グリーンキャブ／

群馬バス／

kmモビリティサービス／五稜バス／シティアクセス／シティアクセス相模／秀和観光／杉崎観光バス／すそのバス／丹沢交通／中央観光／中央交通（埼玉）／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス　大阪堺支店／つばめ観光バス／天台観光／東栄観光バス／

東急トランセ／東急バス／東京シティ観光／東京ヤサカ観光バス／東都観光バス／東洋観光／ドリーム観光バス（静岡）／ニコー／日本リース／ニュープリンス観光バス／

西東京観光バス／西東京バス／箱根登山バス／バス窓.com／秦野交通／はとバス／日の丸自動車興業／富士急行（フジエクスプレス／富士急湘南バス）／フジ交通／ふじばす／プリンシプル自動車／

フロンティア観光バス／マコト／丸大観光／三浦観光バス／みさき観光／南多摩運送／宮浦観光バス／横バス観光／横浜市交通局／ミヤコバス／相鉄バス／宮島運輸／大新東／城北交通／龍藤観光／YM交通

新

潟

アイ・ケーアライアンス／泉観光バス／魚沼中央トランスポート／越後交通／越佐観光バス／大滝観光バス／おけさ観光タクシー／柏崎タクシー／蒲原鉄道／銀嶺観光バス／頸城自動車／頸南バス／越王観光バス／サンライズ・カンパニー／

昭和観光／新栄建設観光部／信栄バス／セントラル観光／高砂観光バス／中越交通／直江津観光／長電バス／長野交通／新潟交通観光バス／新潟交通佐渡／新潟新興交通／新潟第一観光バス／新潟中央観光バス／日本海バス／フィールド観光／

南越後観光バス／村上自動車／ゆきつばき観光／吉田家ホテル／関越交通／上信観光バス／新潟中央観光バス／ドリーム観光バス／きょうどう観光バス／ひまわり観光

山

梨

飯丘観光／栄和交通／日下部観光バス／国母観光自動車／敷島観光バス／玉観光バス／信濃物流／俵屋観光／中央観光／中央グリーン観光バス／つばめ観光バス／西東京観光バス／日之出観光自動車／

笛吹観光自動車／富士急行（富士急山梨バス／富士急バス）／マルワ観光／山梨交通／山梨中央交通／東富士観光自動車／厚木元湯観光／YM交通／茅ヶ岳観光バス／山梨峡北交通

静

岡

アクト／アクト観光／アンビ・ア／伊豆箱根バス／栄和交通／遠州鉄道／オーワ観光／御殿場観光バス／ジェイアール東海バス／静岡交通／静鉄ジョイステップバス／鯱バス／

シンフジハイヤー／すそのバス／スルガ観光／セイシン観光バス／大鉄観光バス／東海バス／ドリーム観光バス（静岡）／なゆた観光バス／ニコー／萩原自動車交通／箱根登山バス／浜松バス／富士急行（富士急シティバス／富士急静岡バス／富士急モビリティ）／ホノ

ルル急行／

丸勇交通／山梨交通／吉田観光／ラビット急行／高田観光バス／遠江観光／ハニーバス・ハニー観光／信興バス／伊豆バス／バナナエクスプレス／プリンセス観光バス／ばすてむ／東神観光バス／厚木元湯観光／ライフバス／イハラ観光／

岐

阜

アルピコ交通／愛岐観光／愛知バス／栄和交通／エムケイ観光バス／大野観光自動車／奥飛騨観光バス／川島タクシー／岐阜乗合自動車／久々野観光／サカガワ／三岐鉄道／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／新富観光サービス／スイトトラベル／

竹原交通／東濃鉄道／名古屋バス／日タク観光バス／丹生川観光バス／ニュー飛騨観光バス／濃飛乗合自動車／萩原交通／八風バス／はと観光交通／ひばり観光バス／鯱バス／ヒダタクシー／平和観光バス／ホワイトリングバス／マップ／

三重交通（名古屋）／南飛騨観光バス／名鉄観光バス／名鉄バス／名阪近鉄バス／レスクル／ごとう観光バス／大光観光バス／舟山バス／アクセス観光／ポルテ／長良観光バス／みゆき観光バス／名北観光バス/余呉観光バス

愛

知

愛岐観光／あいち観光自動車／愛知バス／青木バス／エムケイ観光バス／ＦＫライン／オーワ観光／川島タクシー／キタモリ交通／岐阜乗合自動車／菰野東部交通／ジェイアール東海バス／鯱バス／ジャムジャムエクスプレス／さやま交通／

新城観光バス／神勢観光／新生観光バス／西三交通／知多乗合／中日臨海バス　大阪堺支店／帝産観光バス（名古屋支店）／東濃鉄道／東部観光／豊鉄観光バス／名古屋滋賀交通／名古屋バス／日タク観光バス／冨士交通／平和観光バス／

豊栄交通／三重交通（名古屋）／名鉄観光バス／名鉄バス／名阪近鉄バス／ラビット急行／えびす交通／レスクル／バスベル観光／東神観光バス／愛知西部観光バス／あおい交通／名北観光バス／エーカンパニー／聖観光／つばさ交通

三

重

青木バス／伊賀交通／伊勢国際観光バス／近江鉄道／菰野東部交通／三岐鉄道／三交伊勢志摩交通／神勢観光／中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス　大阪堺支店／

名古屋滋賀交通／久居交通／八風バス／冨士交通／三重急行自動車／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／名鉄観光バス／名阪近鉄バス／名阪交通バス／大和高原交通／熊野御坊南海バス／キタモリ交通

【貸切バス会社リスト】
旅行企画・実施:（株）JTB

東

　

北

関

　

東

東

　

海



信

州

長

野

朝日観光自動車／アリーナ／アルピコ交通／飯田結いバス／伊那バス／上田バス／栄和交通／おんたけ交通／柿木観光バス／軽井沢観光／関電アメニックス北アルプス交通／共和観光バス／久々野観光／

草軽交通／頸城自動車／群馬バス／群馬コープ観光／頸南バス／サカガワ／シーマ観光バス／昌栄バス／上信観光バス／信州観光バス／信南交通／裾花観光バス／スターバス／西武観光バス／浅白観光自動車／太陽バス／多野観光／千曲バス／茅野バス観光

／中央グリーン観光バス／てまりバス／直江津観光／長電バス／長野観光バス／長野交通／長野中央バス／丹生川観光バス／濃飛乗合自動車／白馬交通／はと観光交通／花バス観光（トラビスジャパン）／聖高原バス／マルワ観光／名鉄バス／山谷観光バス／

やまびこバス／ユニバーサル観光／アップルキャブ／風越観光バス／白馬アルプスホテル／南木曾観光タクシー／信濃物流／安曇観光タクシー ／フクトミ観光バス／森宮交通／平成交通／茅ヶ岳観光バス／山梨峡北交通／ジャムジャムエクスプレス

石

川

イルカ交通／オリエンタル／加越能バス／北日本観光自動車／金城交通／ケイカン交通／京福バス／大和タクシー／丹沢交通／なるわ交通／西日本ジェイアールバス／

日本海観光バス／能登島交通／冨士交通／平和交通／北鉄奥能登バス／北鉄加賀バス／北鉄金沢バス／北鉄能登バス／北鉄白山バス／北陸鉄道／ホワイトリングバス／マップ／丸一観光／めだか交通／エムアールテクノサービス

富

山

イルカ交通／加越能バス／金城交通／新富観光サービス／高岡交通／中部観光＜富山＞／富山地方鉄道／なるわ交通／ニュー飛騨観光バス／濃飛乗合自動車／能登島交通／平和交通／冨士交通／北鉄金沢バス

北鉄能登バス／マップ／西日本ジェイアールバス／魚津交通／朝日観光バス/エムアールテクノサービス

福

井

永平寺観光／越前観光／大野観光自動車／大野旅客自動車／京都交通／ケイカン交通／京福バス／江若交通／コスモ観光／小松タクシー／さばえ交通／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／

敦賀海陸運輸／中田運送／日本海観光バス／ひばり観光バス／福井交通／福井中央観光／福井鉄道／福井バス／北鉄加賀バス／北鉄白山バス／ホワイトリングバス／マップ／三国交通／三福タクシー／名阪近鉄バス／レインボー観光自動車／武生タクシー／いづみ観光バス/余呉観光

バス

京

都

青垣観光バス／伊賀交通／ウイング／エムケイ観光バス／近江鉄道／大上観光バス／大阪観光バス／大阪バス／カースルチャーターバス／キタモリ交通／京都観光バス／京都京阪バス／京都交通／京都さくら観光／京都バス／京都みやび交通／

京阪バス／京阪京都交通／久美浜観光バス／ケイルック／江若交通／コスモ観光／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／千里山バス／ダイセン／丹後海陸交通／帝産観光バス京都支店／東豊観光／奈良観光バス／中田運送／

奈良交通／西日本ジェイアールバス／日本キャリー観光／日本交通大阪／日本交通・北近畿／阪急バス／氷上観光／ヒメハナ観光／前田観光自動車／都タクシー／みやま観光バス／明星観光バス／

みらい観光／メルティバス／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／大和高原交通／ヤサカタクシー

滋

賀

伊賀交通／エムケイ観光バス／近江タクシー／近江鉄道／キタモリ交通／京都バス／京阪バス／江若交通／三岐鉄道／滋賀観光バス／滋賀中央観光バス／滋賀中央タクシー／帝産湖南交通／中田運送／彦根観光バス／

ひばり観光バス／びわこ観光バス／冨士交通／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／明星観光バス／名鉄観光バス／名阪近鉄バス／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／レインボー観光自動車

大

阪

愛和交通／アクロス大阪バス／青垣観光バス／朝田観光バス／家康コーポレーション／イワサバス／ウイング／エコロジャパン／えびす交通／エムケイ観光バス／大上観光バス／大川自動車／大川自動車大阪／大阪観光バス／大阪コンビナートバス／

大阪第一交通／大阪バス／大阪バス近畿／大阪バス神戸／関西観光バス／関西空港交通／関西中央交通／岸和田観光バス／京都観光バス／京都京阪バス／近畿都島観光バス／近鉄バス／クリスタル観光バス／ＫＲ観光バス／kmモビリティサービス大阪営業所

／京阪バス／光輝観光バス／国際興業大阪／さやま交通／三球観光／サンスターライン／滋賀観光バス／商都交通／昌栄バス／新大阪観光バス／神姫観光／スリーカントリーバス／千里山バス／中央交通／中紀バス／中紀バスINT'L／

中日臨海バス（京浜支店）／中日臨海バス　大阪堺支店／帝産観光バス／天理交通／天領バス／東豊観光／トランスパック／奈良観光バス／奈良交通／西日本ジェイアールバス／西日本ジェイアールバスサービス／日本観光／日本交通大阪／日本交通（神戸）／寝屋川バス／

萩交通サービス／阪急観光バス／日の丸観光バス／富士観光バス／フラワー観光バス／平成エンタープライズ／平和観光バス／北港観光バス／誠観光／美杉観光バス／ミツワサービス／明星観光バス／みらい観光／明光バス／ヤサカ観光バス大阪支社／

ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／大和観光／友愛観光バス／ユタカ交通／（YUTAKA)ユタカ交通／龍神自動車／両備バス／／緑風観光／桜の旅／南海バス（関空島内のみ）／熊野御坊南海バス／

丸八観光バス／阪急バス／日本キャリー観光／イエスマップ／オオキタ／ザイマックストラベルデザイン／ダイセン／千博キャリーネット／森並交通／ロマンス／銀河交通/両備バスカンパニー大阪支店/関西国際観光バス

奈

良

愛和交通／アクロス大阪バス／伊賀交通／ウイング／エムケイ観光バス／大阪バス近畿／大阪バス神戸／キタモリ交通／京都観光バス／近鉄バス／佐原自動車／中央交通／帝産観光バス大阪支店／天理交通／奈良観光バス／奈良交通／

日本交通大阪／三重交通（名古屋）／みやま観光バス／名阪交通バス／大和観光／大和高原交通／龍神自動車／大紀観光／大和ジェット観光バス／宇陀観光／まほろば交通／千博キャリーネット/生駒交通

兵

庫

（YUTAKA)ユタカ交通／あいおい観光バス／青垣観光バス／あすなろ観光／淡路交通／伊保タクシー／イワサバス／エスエス観光バス／エムケイ観光バス／大上観光バス／扇観光／大垣観光バス／大阪バス神戸／大原観光交通／小野観光／加古川バス／神崎交通／

京都さくら観光／久美浜観光バス／ＫＲ観光バス／kmモビリティサービス大阪営業所／三共バス／山陽バス／Ｊ－ＢＵＳ／ショーゼン観光バス／神姫観光/神鉄バス／洲本観光バス／全但バス／千里山バス／大伸観光／丹後海陸交通／帝産観光バス／

東豊観光／トランスパック／中兵庫観光開発／日本交通／日本交通大阪／日本交通・北近畿／日本交通（神戸）／ニシワキ観光バス／ネイチャー・ワールド自動車／寝屋川バス／はりま観光バス／氷上観光／姫路観光バス／ヒメハナ観光／ポート／前田観光自動車／

丸八観光バス／ミツワサービス／みなと観光バス／みなと観光バス（南あわじ市）／みらい観光／明菱興業／メルティバス／ヤサカ観光バス大阪支社／ヤサカ観光バス京都支社／ヤサカ観光バス滋賀営業所／吉野観光バス／阪急バス／オオキタ

和

歌

山

朝田観光バス／有田鉄道／大塔交通社／関西中央交通／クリスタル観光バス／さやま交通／末広観光バス／大十バス／田辺観光バス／中紀バス／中紀バスINT'L／野鉄観光／

日の丸観光バス／平和観光バス／三重交通（名古屋）／明光バス／ユタカ交通／龍神自動車／熊野御坊南海バス／南海りんかんバス／和歌山バス／和歌山バス那賀／明光タクシー／南紀トラベルサービス／串本タクシー／南海バス＜関空島内のみ＞

岡

山

アサヒタクシー／アシナトランジット／井笠バスカンパニー／稲荷交通／有漢観光／大原観光交通／岡山交通／岡山電気軌道／鏡野観光バス／勝田交通／吉備交通／下電観光バス／西部観光バス＜岡山＞／

妹尾タクシー／中国ジェイアールバス／中国バス／中鉄観光／鞆鉄道／ナカウン／ニコニコ観光／日本交通／ネイチャー・ワールド自動車／野村交通／日の丸タクシー（井原）／備北交通／

備北バス／二葉観光運輸／プラザ交通／北振バス／真賀観光バス／美袋交通／港交通／両備高速／両備バス／東洋バス／吉野観光バス／真備観光バス／一丸観光バス／中国タクシー＜チュウタクバス＞／チロル観光

島

根

出雲一畑交通／出雲観光タクシー／一畑バス／イワミツアー／大朝交通／隠岐海士交通／隠岐一畑交通／隠岐観光／加計交通／君田交通／三段峡交通／サンフラワー観光／島タクシー／第一観光バス／中国ジェイアールバス／

津田交通／仁多観光／日本交通／萩近鉄タクシー／はつみ交通／東出雲観光バス／日ノ丸ハイヤー／備北交通／防長交通／松江一畑交通／松江市交通局／明徳観光バス／八重タクシー／スバル観光／豊平交通／

宍道クリーン観光／伯太観光／壬生交通／チロル観光／奥出雲観光／大和観光＜島根＞／いづみ観光バス＜島根＞／浜田交通／サンフラワー観光／ぜん観光バス／スサノオ観光／日ノ丸自動車

鳥

取

一畑バス／大原観光交通／大森観光バス／妹尾タクシー／日本交通／はつみ交通／東出雲観光バス／日ノ丸自動車／日ノ丸ハイヤー／備北交通／松江一畑交通／松江市交通局／スバル観光／伯太観光／吉野観光バス

／流通バス／いづみ観光バス＜島根＞／スサノオ観光／チロル観光

広

島

朝日交通／アサヒタクシー／アシナトランジット／井笠バスカンパニー／イワミツアー／大朝交通／大隅タクシー／おのみちバス／カープ観光（カープタクシー）／加計交通／君田交通／

佐伯交通／ささき観光／三球観光／三段峡交通／さんようバス／下電観光バス／十番交通／城南観光／城南交通／西部観光バス＜岡山＞／瀬戸内運輸／妹尾タクシー／中央交通（広島）／中国ジェイアールバス／

中国タクシー＜チュウタクバス＞／中国バス／津田交通／つばめ交通／鞆鉄道／ニコニコ観光／野呂山タクシー／廿日市交通／日の丸タクシー（井原）／備北交通／広交観光／広島第一交通／広島バス／富士交通／防長観光バス／

防長交通／北振バス／本四バス開発／まるよし交通／三原交通／三次交通／八重タクシー／鯉城タクシー／岩国観光バス／呉交通／呉バス／シーエムシー／西日本自動車（広島）／東広島タクシー／広島近鉄タクシー／二葉観光運輸／

福山観光バス／広交タクシー/壬生交通/豊栄交通(広島)/豊平交通／一丸観光バス／ハート交通／大和観光＜島根＞／いわくにバス／両備高速

山

口

朝田観光バス／アサヒ観光／岩国観光バス／いわくにバス／イワミツアー／宇部市交通局／大隅タクシー／オートマイカーランド／小野田観光／関門観光バス／佐伯交通／サザンセト交通／

サンデン観光バス／周南近鉄タクシー／新日本観光交通／第一観光バス／中国ジェイアールバス／津田交通／長門山電タクシー／日本交通産業／萩近鉄タクシー／船木鉄道／ブルーライン交通／山口観光交通／アニバーサリー観光

防長観光バス／防長交通／明徳観光バス／湯田都タクシー／いさむや第一交通＜山口県＞／ささき観光／三段峡交通／下関レンタカー（エル観光バス）／西鉄バス北九州／はちまん観光バス／ハート交通／浜田交通／廿日市交通

香

川

エコロジャパン／大川自動車／大川自動車大阪／琴参タクシー／琴参バス／ことでんバス／琴平バス／四国中央観光／小豆島交通／西讃観光／瀬戸内運輸／東交バス／三豊中央観光バス／屋島観光バス

ことでんバス徳島営業所／かんかけタクシー／みなみ観光／和光観光／第一観光／四国高速バス／萩交通サービス

徳

島

阿波観光バスサービス／阿波交通／琴平バス／四国交通／徳島バス／徳南交通／光ドリーム観光バス／マリーナ観光／藤西阿観光／ことでんバス徳島営業所／金比羅タクシー／阿波中央バス／

美馬市観光／三野交通

高

知
黒岩観光／高知駅前観光／高知西南交通／とさでん交通／宮地観光バス／明神観光／空港観光／土佐市観光／高知東部交通／香北観光／嶺北観光自動車／高知高陵交通/四万十交通／平和観光バス／芸西観光

愛

媛

いずみ観光／宇和島自動車／愛媛バス／奥島観光／河南タクシー／肱南観光バス／西讃観光／瀬戸内運輸／竹乃井交通／十季観光／西日本観光／三豊中央観光バス／

伊予鉄南予バス／伊予鉄バス／エコロジャパン／萩交通サービス／アトラストラベルサービス／ミタカ観光／中島汽船／ハート交通／マイントピア別子

福

岡

アイワ自動車工業／朝田観光バス／天瀬観光／有明交通／植田観光／ウェルバス／大分交通／オートマイカーランド／遠賀観光バス／関門観光バス／北九州市交通局／九州アジア交通／

九州産交バス／篠栗観光バス／サンデン観光バス／ＪＲ九州バス／下関レンタカー（エル観光バス）／昭和自動車／新羽観光バス／綜合交通・綜合観光バス／第一観光バス＜福岡＞／タイガーバス／

大新東バス（福岡）／大宝観光バス／多久観光バス／筑後観光バス／筑豊観光／つくしの観光バス／天領バス／ドラゴン交通／長崎県営バス／西鉄観光バス／西鉄バス大牟田／西鉄バス佐賀／

西鉄バス筑豊／西鉄バス二日市／西鉄バス宗像／エーカンパニー（旧ノース・リバー）／はちまん観光バス／日田バス／福岡昭和タクシー／富士観光バス（福岡）／ブルーライン交通／

堀川観光バス／堀川バス／マリン観光バス／美登観光バス／南九州観光バス／南福岡観光／姪浜タクシー／柳川観光バス／祐徳自動車／遊覧観光／ゆめりあバス／柳城観光／ロイヤル観光／ＹＫＧ観光バス／

若杉観光／福岡観光バス／家康観光バス／鹿北中央観光バス／七城観光バス／島半観光／白濱観光バス／西鉄バス北九州／西鉄バス久留米／日豊観光バス／ハラショー観光／福岡伊都バス／

みやざき高山観光バス／ラビットバス／みなとタクシー／八女観光バス／タカラ交通観光バス／ジェイネットエクスプレス／宗像観光／イトキュー／西日本鉄道／甘木観光バス／倉成観光バス

グローバル観光／ひまわり観光/キャメルブリッジ／那珂川観光／プラス観光／くろき交通／卑弥呼観光／伊万里交通／ザ・オリエンタルバス／宝観光バス／西日本交通観光／朝日観光バス

佐

賀

アイワ自動車工業／朝田観光バス／有明交通／西肥自動車／佐賀タクシー／ＪＲ九州バス／昭和自動車／多久観光バス／つくしの観光バス／長崎県営バス／西鉄バス佐賀／

西鉄バス二日市／パラダイス観光／肥前観光／堀川観光バス／堀川バス／柳川観光バス／祐徳自動車／柳城観光／ロイヤル観光／新栄観光バス（長崎）／西九州観光バス／西鉄バス久留米／福岡伊都バス／

旅ステーション中央旅行社／伊万里交通／グローバル観光／幸観光バス／イトキュー／栄城観光バス／太閤観光バス

熊

本

あいら観光バス／天瀬観光／天草城観光／有明交通／出水観光バス／植田観光／ウェルバス／鹿北中央観光バス／神園交通／菊南プラザバス／九州産交バス／くじゅう観光バス／熊交観光バス／熊本観光バス／熊本電気鉄道／熊本バス／くろき交通

七城観光バス／下天草観光バス／白浜交通／新羽観光バス／大栄エクスプレス／託麻観光／中央観光トランスポート／中九州観光／南国交通観光／西鉄バス大牟田／肥後観光バス／日田バス／火の国観光バス／九州中央観光バス／

南阿蘇交通／サンライト観光バス／シグナル交通／なごみ観光／むつみ交通／ロマン観光／いわの観光バス／九州セブン観光バス／水俣観光バス／麻生交通／林田自動車／津埜運送／ブルーラインバス／西日本交通観光／松島タクシー／延陵観光

つばめタクシー／オリジン観光／堀川バス

長

崎

（YUTAKA）ユタカ交通／壱岐交通／諫早バス観光／雲仙観光／上五島観光交通／玄海交通／五島自動車／西肥自動車／幸観光バス／ＪＲ九州バス／島原鉄道／島半観光／昭和自動車／新栄観光バス（長崎県）／対馬交通／東彼観光／

長崎県営バス／長崎バス観光／長崎遊覧バス／西九州観光バス／林田観光バス／パラダイス観光／肥前観光／ヒューマングループ／ホテル対馬バス／祐徳自動車／ラッキーバス／大川陸運（平戸観光バス）／

大波止タクシー／伊万里交通／宝観光バス/五島列島バス観光／玄海タクシー

大

分

天瀬観光／甘木観光バス／ウェルバス／エアポートシティ観光バス／大分交通／大分バス／大野竹田バス／亀の井バス／臼津交通／くじゅう観光バス／くろき交通／新羽観光バス／天領バス／日豊観光バス／東九州交通／日田バス／藤山観光／

べっぷ温泉バス／別府観光バス／宮交タクシー／宮崎交通／卑弥呼観光／堀川バス／／西日本交通観光／南阿蘇交通／シグナル交通／津埜運送／日清観光／かなわ観光／仲花観光バス／大分シティタクシー／ＭＴＧ大分みなとタクシー

宮

崎

あさひ観光バス／ウエルネス都城観光バス／大分バス／鹿児島中央観光バス／熊本バス／こうやま霧島バス／三和交通／三和交通（西都）/大清観光バス／高崎観光バス／堂山観光バス／永峰観光バス／南国交通観光／東九州交通／HIMAWARI／福留交通観光／

美登観光バス／宮交タクシー／宮崎観光バス／宮崎交通／みやざき高山観光バス／本村交通／／延陵観光／南阿蘇交通／新鹿児島観光バス

鹿

児

島

アーベル交通／あづま交通／出水観光バス／入来観光交通／いわさきコーポレーション鹿児島交通／ウエルネス都城観光バス／大島タクシー／加計呂麻バス／鹿児島交通観光バス／鹿児島中央観光バス／加治木観光バス／

かのや交通／九州みやび観光／霧島観光交通／こうやま霧島バス／高山三幸観光／さつま観光バス／さつま交通観光／山光交通／ＪＲ九州バス／しまバス／川内観光交通／大和観光バス／高崎観光バス／種子島・屋久島交通／種子島井元観光／

堂山観光バス／徳之島総合陸運／南国交通観光／南薩観光／南州交通／福留交通観光／ほたる観光／まつばんだ交通バス／南九州あづま交通／南九州観光バス／南さつま交通／宮交タクシー／宮崎交通／みやざき高山観光バス／本村交通／

屋久島道の駅観光／／シグナル交通／水俣観光バス／カトレア交通／さつきバス／花バス観光／あいら交通／沖永良部バス企業団／南部交通／佐多交通／二川交通／竹田観光交通／南国交通／天国／新鹿児島観光バス

沖

縄

沖

縄

アイビーエス／東運輸／伊江島観光バス／家康コーポレーション／いりおもて観光／西表島交通／沖一ハイヤー／沖東交通事業協同組合／沖縄交通運輸／沖縄バス／おろくバス／かびら観光交通／カリー観光バス／関西中央交通／久米島交通／サクシードバス／

シラハマアイランド観光／新報トラスト／中央交通（沖縄）／中部観光バス／美ら島観光バス／東京バス／東陽バス／豊見観光バス／那覇バス／南ぬ島交通／北部観光バス／美杉観光バス／宮古協栄バス／八千代バス／琉球バス交通／竹富島交通／OK観光／沖縄観光バス

沖縄リムジンバス／中部観光サービス／石垣島イーグル観光／てぃーだ観光／朝日観光／最西端観光／OTS交通／とかしき観光バス／しまんちゅクラブ観光バス

北

陸

九

州

四

国

関

西

中

国
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