旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン追補版

高速ツアーバスに関する募集広告等について
－「高速バス表示ガイドライン」（国土交通省自動車局・観光庁）に準拠－

この冊子は、平成１７年２月発行の「旅行広告・取引条件説明書面ガイライン」と一緒に
ご利用ください。

平成２４年７月
一般社団法人日本旅行業協会・社団法人全国旅行業協会

１．はじめに
本年４月２９日に関越自動車道で発生した高速ツアーバスの事故を受け、国土交通省では旅行業者
の禁止行為に旅行の安全に係る事項を追加するとともに、高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者
に対して、利用者に対する安全情報提供を義務付けることとし、旅行業法施行規則（昭和４６年運輸
省令第６１号）及び旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則（平成２１年内閣府・国土交
通省令第１号）の一部が改正されました（平成２４年国土交通省令第６８号及び平成２４年内閣府・
国土交通省令第２号）。
上記省令改正の内容を踏まえ、「旅行業法施行要領」（平成１７年２月２８日付け国総旅振第３８
６号）及び「企画旅行に関する広告の表示基準等について」（平成１７年２月２８日付け国総旅振第
３８７号）の一部が改正されました（平成２４年６月２９日付け観観産第１３５号『「旅行業法施行
要領」及び「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について』）。
これを受けて、（一社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）及び（社）全国旅行業協会（ＡＮＴＡ）では、
「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」（平成１７年１２月ＪＡＴＡ・ＡＮＴＡ発行、以下
「広告等ガイドライン」という。）の一部を改正し、高速ツアーバスに関する記述を追加することと
致しました。
高速ツアーバスに関する募集広告、取引条件説明書面の作成にあたり、この記載例を参考に表示・
記載をしてください。
また、会員各社が既に実施している、別紙(１２ページ）の「高速ツアーバスに関わる安全指針」
（平成２４年６月６日付けＪＡＴＡ・ＡＮＴＡ）に基づく安全確保に向けた取組みの一環となります
ので、安全指針の趣旨を充分にご理解のうえ、表示・記載することが重要です。
【本冊子の注意点】
○この冊子は、広告等ガイドラインを追補する（一部を構成する）ものであり、今後は、この追補
版を含めたものを広告等ガイドラインとしてお取り扱いください。
また、この冊子に記載がないものは、「高速バス表示ガイドライン」（平成２４年６月２９日
付け観観産第１３５号『「高速バス表示ガイドライン」の策定について』）の他、「インター
ネットを利用した旅行取引に関するガイドライン」平成２０年１月ＪＡＴＡ・ＡＮＴＡ発行、
以下「インターネットガイドライン」という。）に従って表示してください。
○高速ツアーバス以外の表示については、従来通りの表示で差し支えありません。
○表示例の実車走行距離、運転者（例：２名乗務）等それぞれの記載事項については、利用（予
定）バス会社から事前に書面（運送引受書等）により把握した内容を記載しなければなりません。
○表示例のＵＲＬについては、以下の要領で表示・記載してください。
・「こちらのサイト」の部分について、（http://www.bus.or.jp/safety/nintei.html）のよう
に具体的なＵＲＬが記載されている場合は、当該ＵＲＬにリンクするように設定すること。
（http://www.<個別ＵＲＬ>）と記載されている場合は、該当する個別のＵＲＬにリンクするよ
う設定すること。
・営業所で交付する取引条件説明書面（１０ページ）の「下のサイト」についても、上記に従っ
て具体的なＵＲＬを記載すること。
○取引条件説明書面・契約書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、インターネットを利用して
これらの記載事項を提供することができます。この場合は、【注意事項】（４ページ以下）に記
載した事項も遵守してください。
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２．広告への表示について
（１）広告への表示事項
イ．募集広告には、通達『「企画旅行に関する広告の表示基準等について」の一部改正について
（平成２４年６月２９日観観産第１３５号）』（以下「広告表示通達」という。）及びインタ
ーネットガイドラインに従い、定められた事項を適切な方法で表示してください。
ロ．上記イ．に加え、以下の事項を表示してください。（広告表示通達２ （６） ①）
① 旅行日程の実車走行距離及び見込み所要時間
② 乗務する運転者の人数（途中交替する場合はその旨）
③ 利用予定バス会社名（広告を実施する時点で利用バス会社が１社に決定していない場合は、
利用予定のある複数のバス会社名を記載すること）。さらに、(公社)日本バス協会のウェブ
サイトの「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に係るウェブページのＵＲＬ及び同制度に
よる認定事業者の有無並びに国土交通省が公表する「高速ツアーバス運行事業者リスト」の
番号を記載すること。
④ 利用予定のバス会社が付保している自動車保険（任意保険）等の対人賠償責任限度額
⑤ バス停留所標識が設置されていない旨
⑥ 高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者が設置する、貸切バス事業者等によって組織さ
れる協議体（以下「安全運行協議会」という。）の有無
⑦ 国土交通省のウェブサイトの「高速ツアーバス運行事業者リスト」に係るウェブページの
ＵＲＬ
⑧ 広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性に関する重要情報を通報する国土
交通省のウェブページのＵＲＬ
ハ．その他、以下の事項を表示してください。（広告表示通達２ （６） ②）
① 高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者のウェブサイトのＵＲＬ（受託販売の場合）
② 貸切バス事業者のウェブサイト又は高速ツアーバスを販売する旅行業者が作成する貸切バ
ス事業者の詳細情報を掲載したウェブページのＵＲＬ
③ 旅行業者が行う安全性向上のための自主的な取組み内容を掲載したウェブページのＵＲＬ
④ 国土交通省のウェブサイトの自動車運送事業者に対する行政処分状況についての情報提供
に係るウェブページのＵＲＬ
（２）高速ツアーバスの広告への表示例（ウェブサイトでの広告表示・書面による広告）

△△

高速ツアーバス（募集型企画旅行）

コース名
旅行日程
(コースコード：○○○○○）

○○○
○○（○○駅○○口）－
○○：○○発

コース名
旅行日程
(コースコード：○○○○○）

○○○
○○（○○駅○○口）－ ○○（○○駅○○口）実車走行距離：○○○㎞
○○：○○発
翌○○：○○着 所要時間（見込み）○時間○分
運転者：途中交替
○月○日～○月○日までの毎金・土・日曜日
旅行期間：２日
一人あたり○○○○円（○才以上 ○才未満はご利用いただけません。）

○○（○○駅○○口） 実車走行距離：○○○㎞
○○：○○着 所要時間（見込み）○時間○分
運転者：○名乗務
出発日
○月○日～○月○日までの毎金・土・日曜日
旅行期間：１日
旅行代金
一人あたり○○○○円（○才以上 ○才未満はご利用いただけません。）
最少催行人員
○○名
利用予定バス会社
○○○観光バス(株) 安全性評価認定事業者 (リスト番号０００号)
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
△△バス(株)
安全性評価認定事業者 (リスト番号０００号)
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
□□交通(株)
安全性評価認定事業者 (リスト番号０００号)
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。

出発日
旅行代金
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最少催行人員
利用バス会社

コース名
旅行日程
(コースコード：○○○○○）
出発日
旅行代金
最少催行人員
利用バス会社

○○名
○○○観光バス株式会社 安全性評価認定事業者 （リスト番号０００号）
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
○○○
○○（○○駅○○口）－
○○：○○発

○○（○○駅○○口）実車走行距離：○○○㎞
○○：○○着 所要時間（見込み）○時間○分
運転者：○名乗務
○月○日～○月○日までの毎金・土・日曜日
旅行期間：１日
一人あたり○○○○円（○才以上）
○○○○円（○才以上 ○才未満はご利用いただけません。）
○○名
○○○バス株式会社 （リスト番号０００号）
（当バス会社は、任意の自動車保険を付保しておりません。）
（当バス会社は、貸切バス事業者安全性評価認定委員会による安全性評価
認定事業者ではありません。）

【ご注意】 利用予定バス会社名の後に「リスト番号」とあるのは、国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リス
ト」におけるリスト番号です。

バスの安全等に関する情報
○当社は、安全運行協議会を設置して、契約している貸切バス事業者等とともに安全運行に努
めています。
○貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定事業者はこちらのサイトでご覧いただけま
す。
（http://www.bus.or.jp/safety/nintei.html）

○国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」はこちらのサイトでご覧いただけます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html）

○自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトでご覧いただけます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi）

○安全性向上のための自主的な取り組みはこちらのサイトでご覧いただけます。
（http://www.<個別ＵＲＬ>）

○高速ツアーバスに関する広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性に関する重
要情報についての消費者からの通報はこちらのサイトでお受けしています。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html）
（携帯電話専用：http://www.mlit.go.jp/mobile/jidosha/tourbus-tsuho.html）

○上記の貸切バス事業者名をクリックすると、その貸切バス事業者のウェブサイトが閲覧いた
だけます。 （注：貸切バス事業者の社名に当該バス事業者のウェブサイトへのリンクを貼ること。）
添乗員 ：同行しません。
食 事 ：つきません。
乗降場所：乗降場所にはバス停留所標識は設置されておりません。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。
旅行企画・実施：
東京都知事登録旅行業

受託販売（申込先）：
○○県知事登録旅行業 第２－○○○号
△△トラベル株式会社
東京都品川区東品川……
（一社）日本旅行業協会正会員
電話番号 ○○○－○○○－○○○○

第２－○○○号

○○旅行株式会社
(http://www.<個別ＵＲＬ>)

東京都中央区京橋………
（一社）日本旅行業協会正会員
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３．取引条件説明書面（契約書面）について
（１）取引条件説明書面への記載事項
イ．申込みを受ける際には、取引条件の説明と取引条件説明書面の交付を徹底してください。
ロ．取引条件説明書面には、広告表示通達及びインターネットガイドラインに従い適切に記載し
てください。
ハ．インターネットを利用した取引については、通達「インターネットを利用する旅行業務に関
する取扱いについて（平成１９年１２月１７日 国総観事第２８９号）」及び「インターネット
ガイドライン」に基づき適切にサイトを設計・運営してください（下記の【注意事項】を遵守し
てください。）。
ニ．取引条件説明書面には、上記、ロ及びハの記載事項に加え、以下の事項を記載してください。
（広告表示通達３ （１３） ①）
① 旅行日程の実車走行距離及び見込み所要時間
② 乗務する運転者の人数（途中交替する場合はその旨）
③ 利用予定バス会社名（広告を実施する時点で利用バス会社が１社に決定していない場合は、
利用予定のある複数のバス会社名を記載すること。この場合、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の申込みの場合は、旅行開始日）
までに確定書面を交付し、当該書面には集合場所・発車時刻のほか、必ず利用するバス会社
名を記載すること）。さらに、(公社)日本バス協会のウェブサイトの「貸切バス事業者安全
性評価認定制度」に係るウェブページのＵＲＬ及び同制度による認定事業者の有無並びに国
土交通省が公表する「高速ツアーバス運行事業者リスト」の番号を記載すること。
④ 利用予定のバス会社が付保している自動車保険（任意保険）等の対人賠償責任限度額
⑤ バス停留所標識が設置されていない旨
⑥ 安全運行協議会の設置の有無
⑦ 国土交通省のウェブサイトの「高速ツアーバス運行事業者リスト」に係るウェブページの
ＵＲＬ
⑧ 広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性に関する重要情報を通報する国土
交通省のウェブページのＵＲＬ
ホ．その他、以下の事項を記載してください。（広告表示通達３ （１３） ②）
① 高速ツアーバスを企画・実施する旅行業者のウェブサイトのＵＲＬ（受託販売の場合）
② 貸切バス事業者のウェブサイト又は高速ツアーバスを販売する旅行業者が作成する貸切バ
ス事業者の詳細情報を掲載したウェブページのＵＲＬ
③ 旅行業者が行う安全性向上のための自主的な取組み内容を掲載したウェブページのＵＲＬ
④ 国土交通省のウェブサイトの自動車運送事業者に対する行政処分状況についての情報提供
に係るウェブページのＵＲＬ
【注意事項】インターネットを利用して取引をする場合の取引条件説明書面・契約書面の記載事
項の交付方法と旅行者による保存
旅行業者又は旅行業者代理業者（以下「旅行業者等」という。）は、取引条件説明書面・契
約書面の交付に代えて、旅行者の承諾を得て、インターネットを利用してこれらの記載事項を
提供することができます（旅行業法第１２条の４第３項、同第１２条の５第２項、旅行業法施
行令第１条、同第２条、旅行業者が旅行者と締結する契約等に関する規則（契約規則）第６条
第７条、第９条、第１０条、第１１条、）。
インターネットを利用して取引をする際には下記の注意事項も遵守してください。
イ．旅行者の承諾について
下記のいづれかの方法で旅行者の承諾を得ること。
① 書面による承諾を得る方法。
② 旅行者の承諾メールを保管する方法。
② ウェブページに承諾ボタンを設定する方法（承諾した場合に限り次の画面に遷移する）。
※承諾を得た旅行者から、インターネットを利用した交付を受けない旨の申出があったとき
は、書面の交付が必要となります（ただし、再び上記の承諾をした場合は提供できます）。
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ロ．取引条件説明書面・契約書面の記載事項について
取引条件説明書面・契約書面の記載事項は、次に掲げるいずれかの方法で、旅行者が受け取
ることができるもの又は閲覧できるものでなければなりません。
また、その方法を取引条件説明画面にも表示しなければなりません（契約規則第６条、第７
条、第９条、第１０条、第１１条、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第１１条）。
① 電子メールにより旅行者に送信し、旅行者がこれを保存する方法（この場合の文書ファイ
ルの方式は、旅行者が旅行者のコンピュータに保存でき、かつ、プリンターで印字できるも
のでなければなりません。）
② 旅行者のコンピュータに取引条件説明書面・契約書面の記載事項を記載したページを表示
（ダウンロード）し、旅行者がそのページを保存する方法（この場合の文書ファイルの方式
は、旅行者が旅行者のコンピュータに保存でき、かつ、プリンターで印字できるものでなけ
ればなりません（高速ツアーバスの企画・実施旅行業者又はその受託販売旅行業者は、当該
ページにこれらを表示（掲示）しただけでは足りず、チェックボックスを設けて旅行者にク
リックさせる等して旅行者が保存（記録）したことを確認する必要があります）。
③ 旅行者が、旅行業者のコンピュータに設けられた当該旅行業者専用のファイルに保存され
た取引条件説明書面・契約書面の記載事項を閲覧する方法（この場合、取引条件説明書面・
契約書面の記載事項は、取引条件説明書面がファイルに書き込まれた時を起点として旅行終
了の２年を経過した日まで（その旅行者について苦情があったときは、同日とその苦情が解
決した日のいずれか遅い日まで）の間、消去し又は改変することができないものでなければ
なりません）。
※確定書面（「最終日程表」）をインターネットを利用して交付する場合も上記①から③まで
の方法で交付してください（標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第１０条）。

（２）取引条件説明書面への記載例
【募集型企画旅行の取引条件説明書面イメージ（ウェブサイトで電磁的方法により交付する場
合）】（６ページ）
この「募集型企画旅行の取引条件説明書面イメージ」はインターネットガイドラインに従っ
て、旅行者が取引条件説明画面を閲覧した後、申込内容入力画面から個人情報、申込内容を入
力・送信した後に、旅行者のコンピュータに表示される「取引条件説明書面」のイメージです。
旅行者の申込みの方法、代金の支払方法等各社での実際の取引の方法に適合した取引条件説明
書面を作成すること。
【○○高速ツアーバス取引条件説明書面イメージ(営業所での交付用)】（１０ページ）
営業所の店頭で申込みを受ける際に、申し込むコース、旅行者の人員等が特定された後に交
付する取引条件説明書面のイメージです。同じく、旅行者の申込みの方法、代金の支払方法等
各社での実際の取引の方法に適合した取引条件説明書面を作成すること。
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募集型企画旅行の取引条件説明書面イメージ
（ウェブサイトで電磁的方法により交付する場合）

備

考

インターネットガイドライン３７ページから４２ページまでを「高速ツアーバス」用のも
のとして作成した場合の記載例です。

○○高速ツアーバス取引条件説明書面
お客様の責任において必ずこの画面の内容を保存してください。旅行契約が成立し
た場合は、このファイルの記載事項の交付をもって、当社旅行業約款募集型企画旅
行契約の部第９条第１項の契約書面（以下「契約書面」といいます。）の記載事項
の交付があったものとして取り扱います。

旅行企画・実施

：

受託販売（申込先）：

観光庁長官登録旅行業第○○○○号
○○旅行株式会社
○○県○○市○○○○丁目○○－○○
（一社）日本旅行業協会正会員
○○県知事登録旅行業第２ー○○○号
△△トラベル株式会社
東京都品川区東品川……
（一社）日本旅行業協会正会員
営業時間 ○○：○○ ～ ○○：○○
電話番号 ○○○－○○○－○○○○
休業日
○曜日 ○曜日
○○旅行業務取扱管理者
○○○○
旅行契約の内容について不明な点がございましたら、
上記旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

お申込みの旅行の旅行条件
■コース名：

○○高速ツアーバス

大阪

２日間

（○月○日発）

■旅行日程
ＪＲ横浜駅東口
23:00発

＝

（車中泊）

＝

梅田スカイビル 実車走行距離４９１㎞
翌日7:00頃着 所要時間(見込み)８時間
運転者：２名乗務

○この「募集型企画旅行の取引条件
説明書面イメージ」はJATA及びAN
TAの「インターネットを利用した
旅行取引に関するガイドライン」
に従ってウェブサイトを作成した
場合に交付することとなる取引条
件説明書面のイメージを記載した
ものである。
○ここに記載の事項を、一ファイ
ル（１ページ（HTML等のウェブ
ページ用の言語で記述する場
合）又は連続したページ（PDFな
どの文書形式で数枚の単票のペ
ージに分けて作成する場合））
で交付しなければならない。
○企画旅行業者の名称に「旅行業
法に基づく営業所の表示事項
等」のページにリンクを貼るこ
と。
○旅行業務取扱管理者については
総合又は国内の別を明確に記載
すること。
○旅行業者の係員による受付がある
場合は受付を行う日を旅行開始日
（出発日）として日数を計算する
こと
○日程は、旅行者が申し込もうとす
る旅行のもののみを記載する。

乗降場所：乗降場所にはバス停留所標識は設置されておりません。

利用予定バス会社
○○観光バス(株) 安全性評価認定事業者（リスト番号０００号）＊注）
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
△△交通(株)
安全性評価認定事業者（リスト番号０００号）＊注）
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
＊注）利用予定バス会社名の後に「リスト番号」とあるのは、国土交通省
「高速ツアーバス運行事業者リスト」におけるリスト番号です。

バスの安全等に関する情報
○当社は、安全運行協議会を設置して、契約している貸切バス事業者等とともに安
全運行に努めています。
○貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定事業者はこちらのサイトでご覧
いただけます。
（http://www.bus.or.jp/safety/nintei.html）
○国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」はこちらのサイトでご覧いだけ
ます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html）
○自動車運送事業者に対する行政処分状況についてはこちらのサイトでご覧いた
だけます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi）
○安全性向上のための自主的な取り組みはこちらのサイトでご覧いただけます。
(http://www.<個別ＵＲＬ>)
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○貸切バス事業者の社名に当該バス
事業者のウェブサイトへのリンク
を貼る。

○「バスの安全に関する情報」は日
程の下に入れること。

○「こちらのサイト」の部分に、関
係するサイトの該当ページへのリ
ンクを貼る。

○高速ツアーバスに関する広告表示における虚偽記載又は貸切バス事業者の安全性
に関する重要情報についての消費者からの通報はこちらのサイトでお受けしてい
ます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html）
（携帯電話専用：http://www.mlit.go.jp/mobile/jidosha/tourbus-tsuho.html）

■確定書面
集合場所・発車時刻、利用するバス会社名が記載された確定書面（最終日程表）
は、○月○日までにお客様の住所に郵送します（お客様がお申込みの際に契約書面を
電子メールで交付することを承諾された場合は、確定書面（PDF）を電子メールによ
り送付します。）。なお、期日前であっても問い合わせいただければ手配状況につい
てご説明します。

○お客様が実際に申し込もうとする
旅行について確定書面を交付する
期限を具体的に記載すること。
○旅行期間が１日の場合は３日前、
２日以上の場合は13日前までの具
体的な日を記載する。

■最少催行人員○名（参加者数が左記人員に満たないために旅行が実施されない場合
は、○月○日までにお知らせいたします。）
■旅程管理：添乗員は同行しません。
■お申込人員 旅行代金
大人代金 お一人様
○○○○○円
子供代金 お一人様
○○○○○円
合計 お支払い旅行代金

○○名
○○名
○○名

○○○○○円
○○○○○円
○○○○○円

○旅行者が実際に申し込もうとする
旅行についてのみ記載すること。

＊上記の旅行代金は、○○年○月○日の運賃・料金を基準としています。

■旅行代金に含まれる費用
旅行代金には次の費用が含まれます。
・貸切バス代、有料道路代、駐車場料金（コースにより必要な場合）、その他「旅
行代金に含まれるもの」として各コースに明示した費用
■旅行代金に含まれない費用（一部例示）
次の費用は旅行代金に含まれません。
・旅行日程に含まれない交通費、サービスエリア、パーキングエリアにおける個人
的な飲食費、施設の使用料
・バスの有料設備の利用料金
■旅行契約の成立
申込内容確認画面で申込内容を確認いただいた後、契約締結承諾画面がウェブペー
ジ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。
■旅行契約内容・代金の変更
○当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関の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の当社の関与できない事由が
生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を
変更することがあります。

○旅行業者が実際に採用している旅
行者の申込方法、旅行代金の支払
い方法及び旅行業者の承諾通知の
発信の方法に従って、旅行契約の
成立時点、旅行代金の支払方法を
記載すること。

■旅行代金のお支払いについて
当社は、お客様のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支
払いを受けます。この際、契約成立日を旅行代金のお支払いのカード利用日といたし
ます。
■取消料について
○月○日以降お客様の都合により旅行契約を解除した場合には、以下の取消料を申
し受けます。
解 除 時 期 等
取 消 料
旅行開始日の前日から （
）～（
）日目
起算してさかのぼって （
）～（
）日目
前日の解除
当日（旅行開始前に限る）の解除
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○取消料がかかる期間の最初の日を
具体的に記載すること。

・お取消しは、「お取消し受付」のページからお受けします。
・取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた代金です。
・当社は、お客様のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の
支払いを受けます。
○当社は、著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する
運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。
この場合、当社が旅行代金を増額するときは、当社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知らせします。
■旅行契約の解除
○お客様が下記の理由で旅行契約を解除した場合は取消料はいただきません。
（一部を例示します。）
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が「旅程保証」の項
目の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・旅行に利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が増額されたことによ
り当社が旅行代金を増額した場合。
・当社が確定書面を契約書面に記載する日までに交付しない場合。
・当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能となった
とき。
○当社は、次の場合は旅行契約を解除することがあります。
（旅行開始前に解除する場合の一部を例示します。）
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・お客様が参加旅行者の条件を満たしていないことがわかったとき。
・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
と認められるとき。
・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれ
があると認められるとき。
■当社の責任
当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは損害
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（手荷物に関する
ものは14日以内）に当社に通知があった場合に限ります。また、手荷物に生じた損害
についての賠償限度額は1人15万円（当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限
りではありません。）とします。
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、当社は原則として責任を負いません。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体また
は手荷物に被った一定の損害について、当社旅行業約款（別紙）特別補償規程によ
り、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により２万円～20万
円、通院日数が３日以上となったときは通院見舞金として通院日数により１万円～５
万円、携行品に係る損害補償金（15万円を限度。ただし、一個又は一対についての補
償限度は10万円）を支払います。
■旅程保証
旅行日程に下表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当社旅行業約款（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右欄に定める率
を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、当社が旅行者一名に対して一募集型
企画旅行契約について支払う変更補償金の額は、旅行代金の○○％を限度とします。
また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行契約について支払うべき変更補償金の額
が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる
旅行代金とは追加代金を含めた代金です。
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更
補償金を支払いません。ただし、運送機関が当該旅行サービスの提供を行っているに
もかかわらず運送機関の座席その他の諸設備の不足が生じたことによるものについて
は、この限りではありません。
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←例えば特別座席等の追加代金があ
る場合に記載する。

①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤運送機関の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの率（％）
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又は旅行終了日の変更
2.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（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。）
3.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
○.○
○.○
4.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
（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お客様に通
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
降にお客様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一
件として取り扱います。
（注３）第２号又は第３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、一泊につき一件として取り扱います。
（注４）第３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には適用しません。
（注５）第３号に掲げる変更が一乗車の中で複数生じた場合であっても、一乗車につ
き一件として取り扱います。
（注６）第４号に掲げる変更については、第１号から第３号までの率を適用せず、第
４号によります。

■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。
○お客様は、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
・義務その他の企画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。
○お客様は、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、当社の手配代行者
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。
■お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、１人あたり○○○円の手数料をお支払いいただくこ
とにより他のお客様と交替することができます。

○旅行者の交代を認めるか否かを含
めて、各社の方針に従って記載す
ること。

■国内旅行保険について
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。
■個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡のため
に利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送機関の
提供するサービスの手配及びそれらのサ－ビスの受領のための手続に必要な範囲内、
又は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
内で、それら運送機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び連絡先、○○○を、あ
らかじめ電磁的方法等で送付することによって提供いたします。旅行にお申し込みい
ただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとしま
す。
■募集型企画旅行契約約款について
この取引条件説明書面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）によります。印刷した当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求くださ
い。また、こちらからもご覧になれます。
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○「○○○」は必要に応じて具体的
な個人情報の項目を記載する。

○「こちら」の部分に約款が記載さ
れたウェブページにリンクを貼る
ことを想定している。

○○高速ツアーバス取引条件説明書面イメージ(営業所での交付用)
この旅行は、○○旅行株式会社（以下「当社」と言います。）が企画して実施するものであり、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。）を締結することとなります。この書面は、旅行契
約が成立した場合は、当社の旅行業約款募集型企画旅行契約の部第９条第１項の契約書面（以下「契約書面」といいま
す。）の交付があったものとして取り扱います。

お申込みの旅行の旅行条件
■コース名・出発日：
○○高速ツアーバス

大阪

２日間

（○月○日発）

■旅行日程
旅行開始(１日目)：ＪＲ横浜駅東口
23:00発(車中泊)
旅行終了(２日目)：梅田スカイビル
7:00頃着
実車走行距離４９１㎞ 所要時間（見込み）８時間
運転者：２名乗務
利用予定バス会社
①○○観光バス(株)(http://www.<個別ＵＲＬ>)
安全性評価認定事業者（リスト番号○○○号）
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
②△△交通(株)(http://www.<個別ＵＲＬ>)
安全性評価認定事業者（リスト番号○○○号）
対人賠償無制限の自動車保険を付保しています。
※乗降場所にはバス停留所標識は設置されておりません。
注：利用予定バス会社の後ろに「リスト番号」とあるの
は、国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」に
おけるリスト番号です。
バスの安全等に関する情報
○当社は、安全運行協議会を設置して、契約している貸切
バス事業者等とともに安全運行に努めています。
○貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定事業者は
下のサイトでご覧いただけます。
（http://www.bus.or.jp/safety/nintei.html）

○国土交通省「高速ツアーバス運行事業者リスト」は下の
サイトでご覧いだけます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html）
○自動車運送事業者に対する行政処分状況については下の
サイトでご覧いただけます。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi
-bin/search.cgi）

○安全性向上のための自主的な取り組みは下のサイトでご
覧いただけます。
(http://www.<個別ＵＲＬ>)
○高速ツアーバスに関する広告表示における虚偽記載又は
貸切バス事業者の安全性に関する重要情報についての消
費者からの通報は下のサイトでお受けしています。
（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tourbus-tsuho.html）
（携帯電話専用：http://www.mlit.go.jp/mobile/jidosha
/tourbus-tsuho.html）

としています。
-■取消料について
○月○日以降お客様の都合により旅行契約を解除した場
合には、以下の取消料を申し受けます。
解除時期等
取消料
旅行開始日の前日から （ ）～（ ）日目
起算してさかのぼって （ ）～（ ）日目
前日の解除
当日（旅行開始前に限る）の解除
旅行開始後の解除、無連絡不参加
・お取消しは、お申込みの営業所で同営業所の営業日、営
業時間内にお受けします。なお、出発同日にお取り消し
の際は、確定書面に記載の窓口までお申し出ください。
・取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた代金で
す。
■旅行代金に含まれる費用
旅行代金には次の費用が含まれます。
○貸切バス代、有料道路代、駐車場料金（コースにより必
要な場合）、その他「旅行代金に含まれるもの」として
各コースに明示した費用
■旅行代金に含まれない費用（一部例示）
次の費用は旅行代金に含まれません。
○旅行日程に含まれない交通費、サービスエリア、パーキ
ングエリアにおける個人的な飲食費、施設の使用料
○バスの有料設備の利用料金
■申込み、旅行代金のお支払い、
○当社所定の申込書に所定事項を記載し、申込金（旅行代
金の全額）を添えて提出してください。
○ａ.健康を害している方、ｂ.身体に障害のある方、ｃ.
妊娠中の方、ｄ.補助犬使用者の方その他の特別の配慮
を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可
能な範囲でこれに応じます。なお、お客様からの申出に
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します。
○複数の旅行者を一度に申し込む場合は代表者を定めその
代表者の方からお申し込みください。当社はお申し込み
いただいた代表者の方を契約責任者として契約締結に関
する一切の代理権を有している者とみなし、旅行業務に
関する取引を行います。
■旅行契約の成立
旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金（旅行代金
の全額）を受理した時に成立します。申込金（旅行代金）
は、取消料又は違約料の一部又は全部として取り扱います。

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/tour-bus.html）
■参加資格：○才以上(○才未満はご利用いただけません。)
■確定書面
集合場所・発車時刻、利用するバス会社名が記載された
確定書面（最終日程表）は、○月○日までにお客様の住所
に郵送します（お客様がお申込みの際に契約書面を電子メ
ールで交付することを承諾された場合は、確定書面（PDF）
を電子メールにより送付します。）。なお、期日前であっ
ても問い合わせいただければ手配状況についてご説明しま
す。
■最少催行人員：○名（参加者数が左記人員に満たないため
に旅行が実施されない場合は、○月○日までにお知らせい
たします。）
■旅程管理：添乗員は同行しません。
■お申込人員・旅行代金
大人代金 お一人様 ○○○○○円 ○名 ○○○○○円
子供代金 お一人様 ○○○○○円 ○名 ○○○○○円
合計お支払い旅行代金
○名 ○○○○○円
＊上記の旅行代金は、○○年○月○日の運賃・料金を基準

■旅行契約内容・代金の変更
○当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送機関のサービス提
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の当社の関与できない事由が生
じた場合、契約内容を変更することがあります。またそ
の変更に伴い旅行代金を変更するとがあります。
○当社は、著しい経済情勢の変動により通常予想される程
度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定
があった場合は旅行代金を変更することがあります。こ
の場合、当社が旅行代金を増額するときは、当社は旅行
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
日より前にお知らせします。
■旅行契約の解除
○お客様が下記の理由で旅行契約を解除した場合は取消料
をいただきません。（一部を例示します。）
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、そ
の変更が「旅程保証」の項目の表の左欄に掲げるもの
その他の重要なものであるときに限ります。
・旅行に利用する運送機関について適用を受ける運賃・
料金が増額されたことにより当社が旅行代金を増額し
た場合。
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・当社が確定書面を契約書面に記載する日までに交付し
ない場合。
・当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どお
りの実施が不可能となったとき。
○当社は、次の場合は旅行契約を解除することがあります。
（旅行開始前に解除する場合の一部を例示します。）
・旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
・お客様が参加旅行者の条件を満たしていないことがわ
かったとき。
・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るとき。
・旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、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るとき。
■当社の責任
当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様
に損害を与えたときは損害を賠償いたします。ただし、損
害発生の日から起算して2年以内（手荷物に関するものは1
4日以内）に当社に通知があった場合に限ります。また、
手荷物に生じた損害についての賠償限度額は1人15万円
（当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではあ
りません。）とします。
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、
当社は原則として責任を負いません。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、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、当社旅行業約款（別紙）特別補償規程により、死亡
補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数によ
り2万円～20万円、通院日が３日以上となったときは通院
見舞金として通院日数により1万円～5万円、携行品に係る
損害補償金（15万円を限度。ただし、一個又は一対につい
ての補償限度は10万円）を支払います。
■旅程保証
旅行日程に下表左欄に掲げる変更が行われた場合は、当
社旅行業約款（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右欄に定める率を乗
じた額の変更補償金を支払います。ただし、当社が旅行者
一名に対して一募集型企画旅行契約について支払う変更補
償金の額は、旅行代金の○○％を限度とします。
また、旅行者一名に対して一募集型企画旅行契約につい
て支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変
更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅
行代金とは追加代金を含めた代金です。
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因
が以下による場合は、変更補償金を支払いません。ただし、
運送機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかか
わらず運送機関の座席その他の諸設備の不足が生じたこと
によるものについては、この限りではありません。
①天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令
⑤運送機関の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によら
ない運送サービスの提供
⑦参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
変更補償金の支払いが必要となる
変更
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
2.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（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。）
3.契約書面に記載した運送機関の
種類又は会社名の変更
4.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

「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当
日以降にお客様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一
件として取り扱います。
（注３）第２号又は第３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、一泊に
つき一件として取り扱います。
（注４）第３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
場合には適用しません。
（注５）第３号に掲げる変更が一乗車の中で複数生じた
場合であっても、一乗車につき一件として取り扱い
ます。
（注６）第４号に掲げる変更については、第１号から第
３号までの率を適用せず、第４号によります。
■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。
○お客様は、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・義務その他の企画旅行契約
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。
○お客様は、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、当社の手配代行者又
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。
■お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、１人あたり○○○円の手
数料をお支払いいただくことにより他のお客様と交替する
ことができます。
■国内旅行保険について
お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入すること
をお勧めします。
■個人情報の利用目的及び第三者提供について
当社は、旅行申込みの際に当社が取得した個人情報を、
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
客様がお申し込みいただいた旅行において運送機関の提供
するサービスの手配及びそれらのサ－ビスの受領のための
手続に必要な範囲内、又は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で、そ
れら運送機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び連絡
先、○○○を、あらかじめ電磁的方法等で送付することに
よって提供いたします。旅行にお申し込みいただく際には、
これらの個人データの提供についてお客様に同意いただく
ものとします。
■募集型企画旅行契約約款について
この取引条件説明書面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）によります。印刷した当社
旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

一件あたりの率（％）
旅行開始前

旅行開始後

○.○

○.○

○.○

○.○

○.○

○.○

○.○

○.○

旅行企画・実施：観光庁長官登録旅行業第○○○○号
○○旅行株式会社
○○県○○市○○○○丁目○○－○○
（一社）日本旅行業協会正会員
(http://www.<個別ＵＲＬ>)
受託販売（申込先）：
○○県知事登録旅行業第２－○○○号
△△トラベル株式会社
東京都品川区東品川……
（一社）日本旅行業協会正会員
営業時間 ○○：○○ ～ ○○：○○
電話番号 ○○○－○○○－○○○○
休業日
○曜日 ○曜日
○○旅行業務取扱管理者
○○○○
旅行契約の内容について不明な点がございましたら
上記旅行業務取扱管理者にお問い合わせください。

（注１）「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開
始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
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(別紙）
平成２４年６月６日
(一社)日本旅行業協会
(社)全国旅行業協会
高速ツアーバスに関わる安全指針
この指針は、高速ツアーバス企画実施会社（以下「高速ツアーバス会社」という）と貸切バス事業
者が、協力体制の確立により、法令等を遵守し、ともに責任感をもって安全なサービスを旅客に提供
することを目的として、高速ツアーバス会社が遵守すべき事項を定めるものとする。
１． 高速ツアーバス会社は運行を依頼する貸切バス事業者の法令遵守及び安全確保の状況について事
前に書面で把握する。
２． 高速ツアーバス会社は「貸切バス事業者安全性評価認定制度」を活用する等して、安全確保への
取り組み状況が優良な貸切バス事業者の利用を促進する。
３． 高速ツアーバス会社は貸切バス事業者の安全確保状況に問題がある場合にはその是正を求め、是
正されない場合は契約を行なわないこととする。
４． 貸切バス事業者に対し運行を依頼する際には、高速ツアーバス会社は交替運転者の配置を確認し
た上で依頼する。 夜行運行で長距離（実車走行距離が450km以上のもの) のコースについては、交
替運転者の配置を必須とする。また、貸切バス事業者から運行指示書の写しまたはこれに準じる内
容の電子メール等を入手し、交替運転者の配置状況を確認する。
５． 高速ツアーバス会社は契約する貸切バス事業者とともに、安全確保に向けた情報共有、内部チェ
ック等を実施する協議体を組織する。
６． 高速ツアーバス会社は遅くとも前日までに、実際に運行する貸切バス事業者名、許可番号、営業
区域、車両番号、運転者（交替運転者を含む）の氏名・運転免許・携帯電話番号を把握する。
７． 高速ツアーバス会社は運行時間帯に常に連絡可能な緊急連絡先を貸切バス事業者に伝え、緊急時
に速やかに報告を受ける体制を整える。
８． 経路の変更、大幅な遅延、サービスの内容等の変更があった際には、高速ツアーバス会社は貸切
バス事業者からの報告を受ける体制を整備する。
９． 高速ツアーバス会社は事故の際には、貸切バス事業者と協力して状況の把握、被害者の救護など
の対応に当たる。
10． 高速ツアーバス会社は募集広告に際しては、別紙に定める広告の定型様式に沿って行う。その際、
募集型企画旅行である旨、交替運転者の有無、実車走行距離、高速ツアーバス会社の特別補償の内
容及び運行を依頼する貸切バス事業者の任意保険の加入状況を明記する。
11． 高速ツアーバス会社は出発前までに、参加者の氏名、年齢、性別及び代表者の連絡先電話番号を
把握する。
12． 高速ツアーバス会社と貸切バス事業者は、いわゆる白バス、営業区域外運送を発注、受注しない。
13． 当指針は、日本バス協会加盟又は非加盟にかかわらず、貸切バス事業者を利用する場合に適用さ
れるものとする。

- 12 -

旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン追補版

高速ツアーバスに関する募集広告等について
－「高速バス表示ガイドライン」（国土交通省自動車局・観光庁）に準拠－
平成２４年７月３１日

観光庁観光産業課

届出

作成
社団法人日本旅行業協会
法制委員会広告表示等適正化部会
社団法人全国旅行業協会
発行
一般社団法人日本旅行業協会
社団法人全国旅行業協会
〒１００－００１３
〒１０５－０００１
東京都千代田区霞が関３－３－３
東京都港区虎ノ門４－１－２０
全日通霞が関ビル３階
田中山ビル５階
電話 ０３－３５９２－１３２７
電話 ０３－５４０１－３６００
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