旅行相談契約の部
(適 用範囲)

第 一条

当社 が旅 行者 との間で締結す る旅行相談契約 は、 この約款 の定 める ところによ ります。 この約款

に定 めのな い事項 につ いて は、法 令又は一 般 に確 立 された 慣習 によ ります。

2

当社が法令 に反せず、かつ、 旅行者 に不利 にな らな い範囲で書面 によ り特約 を結 んだ ときは、前項の
規定 にかかわ らず、そ の特約が優先 します。
(旅 行相談契約 の定義 )

第二 条

この約款 で 「旅行相談契約」 とは、当社が相談 に対す る旅 行業務取扱 料金 (以 下 「相談料金」 と

いい ます。)を 収受す る ことを約 して、旅行者 の委託 によ り、次 に掲 げる業務 を行 うことを引き受 ける契
約 をいいます。
一

旅行者が旅行 の計画 を作成す るため に必 要な助言

二

旅行 の 計画 の作成

三

旅行 に必 要な経費 の見積 り

四

旅行地及び運送・ 宿泊機 関等 に関す る情報提供

五

そ の他旅行 に必 要な助言及 び 情報提供

(契 約 の成立 )

第二条

当社 と旅行相 談契約 を締結 しよ うとす る旅行 者 は、所 定 の事項 を記入 した 申込書 を当社 に提 出 し

な けれ ばな りませ ん。

2
3

旅行相談契約 は、 当社が契約 の締結 を承諾 し、前 項 の 申込書 を受理 した時 に成立す るもの とします。
当社 は、 前 二 項 の規定 にかかわ らず、 申込書 の提 出を受 ける ことな く電話、郵便、 フ ァクシミ リそ の
他 の通信手段 による旅行相談契約 の 申込み を受 け付 ける ことが あ ります。 この場合 にお いて 、旅行相談
契約 は、当社が契約 の締結 を承 諾 した 時 に成立す る もの とします。

4

当社 は、業務 上の都合が ある とき又は旅 行者 の相談内容が公序 良俗 に反 し、若 しくは旅 行地 にお いて
施行 されて い る法 令 に違反す るおそれが あるもので ある ときは、 旅行相談契約 の締結 に応 じな い ことが
あ ります。
(相 談料金 )

第 四条

当社 が第 二 条 に掲 げる業務 を行 った ときは、 旅行者 は、当社 に対 し、当社 が定 める期 日まで に、

当社所定 の相談料金 を支 払わな けれ ばな りませ ん。
(当

第 五条

社 の 責任 )
当社 は、 旅行相談契約 の履行 に当た って、 当社が故意 又は過 失 によ り旅行者 に損害 を与 えた とき

は、そ の損害 を賠 償す る責 に任 じます。ただ し、損害発生 の翌 日か ら起算 して六 月以内に当社 に対 して
通知が あった ときに限 ります。

2

当社 は、 当社 が作 成 した旅行 の 計画 に記載 した運 送・ 宿 泊機 関等 につ いて、実際 に手配 が可 能 で ある
ことを保証す るものではあ りませ ん。 したが って、 満員等 の事 由によ り、運 送・ 宿 泊機 関等 との 間 で当
該機 関が提供す る運送、宿 泊そ の他 の旅行 に関す るサ ー ビスの提供 をす る契約 を締結できなか った とし
て も、 当社 はそ の責任 を負 うものでは あ りませ ん。
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