
手配旅行条件書（国内）
この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1. 手配旅行契約

(1)「手配旅行契約」（以下単に「旅行契約」といいま

す。）とは、 トヨタファイナンス株式会社（愛知県名古屋市
西区牛島町6番1号、 東京都知事登録旅行業第2種—
8259 号、 以下「当社」といいます。）がお客様の依頼によ

り、 お客様が当該旅行の日程に従って運送・宿泊機関等の

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）の捉供を受けることができるように、 手配する

ことを引き受ける契約をいいます。

(2) 当社は旅行の手配にあたり、 運送・宿泊機関等に支

払う迎賃・料金その他の費用及び当社所定の旅行業務取

扱料金を申し受けます。かかる費用及び旅行業務取扱料

金（変更手続料金及び取消手続料金を除きます。） を併せ

て、 以下「旅行代金」といいます。

(3) 旅行契約の内容・条件は、 この書面に定めるほか、

当社旅行業約款（手配旅行契約の部）によります。当社旅
行業約款をご希望の方は、 当社にご詣求ください。

(4) 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの
手配をしたときは、 旅行契約に基づく当社の侶務の履行は

終了します。したがって、 満員、 休業、 条件不適当等の事

由により迎送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をす

る契約を締結できなかった場合であっても、 当社がその義務

を果たしたときは、 お客様は当社に対し、 当社所定の旅行

業務取扱料金（以下「取扱料金」といいます。） を支払わな
ければなりません。

( 5)当社は、 旅行契約の屈行にあたって、 手配の全部又

は一部を他の旅行業者、 手配を業として行う者その他の補
助者に代行させることがあります。
2. 申込金と契約の成立

(1) 当社は、 原則としてお電話等にてクレジットカー 図お

持ちのご本人様から旅行契約のお申し込みを承ります。この
際、 お客様は、 クレジットカー ドの会員番号、 有効期限及び

ご参加される全員の氏名、 年齢、 住所並びに依頼しようとす

る旅行サービスの内容その他の当社力項茨）る必要事項（以

下「必要事項」といいます）を当社四3申し出い固ごきます。

当社業務の都合上、 専用の杏面・画面に必要事項を記載
いただく場合もございます。

(2) 旅行契約は、 クレジットカー ドのほか、 現金振込みの

方法による支払いも承ります。この場合、 お客様は、 申込金
を支払う必要があります。申込金は、 旅行代金又は取消料

若しくは逗約金の一部として取り扱われます。

(3) 旅行相談をお申し込みの際は、 当社所定の申込否
に必要事項をご記入の上お申込下さい。

(4)本項第1号の方法でお申込みい固ごく旅行契約（以

下「通信契約」といいます）は、 当社が申込みを承諾する旨
の通知を発した時点で成立します。但し、 当該契約の申込

を承諾する旨の通知を電子メール等で行う場合は、 当該通

知がお客様に到達したときに通信契約が成立します。本項

第2号の方法により旅行代金を支払う場合は、 旅行契約

は、 当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」したとき

に成立いたします。旅行相談契約は、 当社が契約の締結を
「承諾」し申込書を受理した時1頑反立します。

(5) 通信契約での「カー ド利用日」は、 お客様及び当社が

旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻低務を屈

行すべき日とし、 前者の場合には契約成立日、 後者の場合

には当社がお客様に払い戻す額を通知した日となります。

(6) 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、 当社は通信契約を解除

し、 別表の取消料及び当社所定の取消手続料金を申し受

けます。
3. お申し込み条件

(1) 健凋逹害している方、 車椅子などの器具をご利用に

なっている方や心身に障がいのある方、 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磁が必要となる旨をお申し出下さ

い。また、 （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。当社は、 手配先の機関にお申し出の内容

をお伝えします。この場合、 手配先の機関からお客様のため
に講じた特別な措匹に要する費用に関する語求があったと

き、 当該費用はお客様の負担とします。

(2)前号のお申し出を受けた場合、 当社は、 可能かつ合

理的な範囲内でコ1口芯じます。これに際して、 お客様の状

況及び必要とされる措西についてお伺いし、 又は書面でそれ
らを申し出てい曰ごくことがあります。

(3) お客様が暴力団員、 暴力団準柄成員、 暴力団関

係者、 暴力団関係企業若しくは総会屋等そ研也の反社会
的勢力であると判明した場合や、 当社に対して暴力的若し

くは不当な要求行為、 取引に関して脅迫的な言動や暴力
を用いる行為若しくはこれらに準ずる行為なとを行った場合、

又は風説を流布し、 偽計や威力を用いて当社の信用を棄

担し若しくは業務を妨害する行為若しくはこれらに準ずる行

為なとを行った場合は、 お申し込みをお断りすることがありま

す。

(4) 18 オ未満の方が旅行契約を申し込む場合、 は親

権者の同意が必要です。

(5) お客様のクレジットカー ドがご利用いただけないとき、

又はお客様がクレジットカー ドにより決済すべき旅行代金等

に係る仮務の額が、 クレジットカー ドのご利用限度額を超え
るときその他価務の一部又は全部をカー ド会員規約に従っ

て決済できないときには、 お申し込みをお断りする場合があり

ます。

4. 旅行業務取扱料金
(1) 当社は、 お客様のコ飛行に伴ってお引受けする日程

表・見租書の作成や必要な予約の手配・変更•取消・クー

ポン券類の発券・確認発券（お客様ご自身によるご予約を

当社の責任において確認し、 クーポンを発券すること）などに

対して、 旅行業務取扱料金を申し受けます。裏面に可飛行
業務取扱料金をコ確認ください。
s. ご旅行代金

(1) ご旅行代金は、 ゴ奈行開始前の当社が定める期日
までにお支払いいただきます。

(2) 通信契約を締結したときは、 当社は、 当社又は当社

提携のクレジットカー ド会社のカー 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。この場

合にBいて、 カー ド利用日は、 当社力溝淀し坦旅行サービス

の内容をお客様に通知した日とします。

(3) 当社は、 契約力蹄結された後であっても、 運送・宿泊

機関等の運賃・料金の改定、 為替相場の変動その他の事

由により旅行代金の変動が生じた場合は、 当該旅行代金を
変更することがあります。
6. 旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更があったときは、 当社は可能な

限りお客様の求め口芯じます。この場合、 当社は旅行代金

を変更することがあります。また、 次の料金を申し受けます。

①変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料・逗約

料その他の手配の変更に要する費用（すでに航空券を発行
している場合払戻手数料を含みます。）

②当社所定の変更手続料金
7. 旅行契約の解除

(1) お客様が旅行契約を解除するときは、 当社は、 以下
の料金を申し受けます。

①第4項に掲げる旅行業務取扱料金
②お客様がすでに捉供を受けた旅行サービスにかかる費用

③お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスにかかる

取消料・違約料その他旅行サービス捉供機関に対して既に

支払い、 又はこれから支払うべき費用

④旅行サービスの手配の取消に係わる取消手続料金

(2) お客様が暴力団員、 暴力団準柄成員、 暴力団関係

者、 暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢
カであると判明した場合、 当社に対して暴力的若しくは不当
な要求行為、 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる

行為若しくはこれらに準ずる行為を行った場合、 又は風説を

流布し、 偽計や威力を用いて当社の信用を榮扱し、 若しく

は業務を妨害する行為若しくはこれらに準ずる行為を行った

場合は、 当社は旅行契約を解除することがあります。この場

合、 当社は、 前号に規定されている料金を申し受けます。
(3) お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないと

きや、 通信契約についてお客様の有するクレジットカー ドが無

効になる等、 お客様が旅行代金等に係る価務の一部又は

全部をカー ド会員規約に従って決済できなくなったときは、 当

社は旅行契約む屏除することがあります。この場合、当社

は、 第1号に規定されている料金を申し受けます。

8. 団体・グループ手配

同臼テ程を同時に旅行する複数の旅行者（以下「構成

員」といいます。）がその責任ある代表者を定めて申し込ん
だ旅行契約については、 以下により取閃及います。

(1)当社は、 お客様が定めた代表者（以下「契約責任

者」といいます。）が栂成員の旅行契約の締結に関する一

切の代理権を有しているものとみなして、 当該旅行契約に関
する取引等を契約資任者との間で行います。

(2) 当社は、 契約責任者が構成呉に対して現に負い、 又

は将来負うことが予想される侶務又は義務について何らの資

任を負うものではありません。

(3)契約貢任者は、 契約締結後当社が定める日までに

横成員の名恋を捉出してい日ごきます。契約貢任者は、 第

10項による第三者提供が行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。

(4) 契約責任者が団体・グルー プに同行しなし邁；合、 旅

行開始後は、 予め契約責任者が選任した構成者を契約貢

任者とみなします。

(5) 当社は、 契約貢任者から構成員の変更の申し出が

あった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によ

って生じる旅行費用の増減は横成者に帰属するものとしま

す。

(6) 旅行の運営はお客様ご自身で行なってい曰まきます

が、 当社は、 契約貢任者の求めにより所定の添乗サービス
料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供します。添乗

員のサービス内容は、 原則としてあらかじめ定められた旅行日

程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
添乗員は契約責任者の指示を受け当該業務を行います。
また、 添乗員の業務腔西全9十原則として8時から20時

までとします。

9. 当社の責任と振害賠償•免責事項

［手配旅行］

(1)旅行契約に関する当社の貢任と損害賠償

当社は旅行契約の屈行にあたって、 当社又は当社の手配

代行者が故意又は過失によってお客様(zj員害を与冗こ場

合、 その損害を賠僕いたします。但し、 摂害発生の翌日から

起算して2年以内にお申出があった場合に限ります。また、

手荷物について生じた摂害については、 損害発生の翌日か

ら起算して14日以内に当社に対してご通知い尼さいた場

合に、 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）として賠償いたします。

(2) 旅行契約に関する免責事項
当社は、 例えば欠のような事由によりお客様力湘i害を被った

場合は、 前賠償の責任を負いません。

ア．天災地変、 戦乱、 暴動、 官公署⑰命令、 火災、 運送・

宿泊機関等のサービス提供の中止による損害

ィ．食中毒

ウお客様コ自身の故意又は過失による損害
ェ．その他の当社又は当社の手配代行者の関与は尋ない事

由による損害

(3) 旅行契約に関するお客様の責任
ア．お客様の故意又は過失によって当社が損害を被った

場合、 当社はお客様より損害賠償を申し受けます。

イ．お客様は、 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。

ゥ ．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

なる旅行サーピ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当社、 当社の手配代行者又は当
疇行サービス叫環に申し出なけれ1ねりません。

(4) 特別補償規程の不適用

旅行契約については、 当社旅行業約款別紙特別補償規

程の適用はありません。

［旅行相談］
(5) 旅行相談契約に関する当社の責任及び免責

ア．旅行相談契約の履行にあたって当社の故意又（お配たに

より、 お客様に損害を与冗こときは、 そ研負害を賠償いたしま

す。但し、 発生の翌日力ら起算して6ヵ月以内1直蘇0があっ
た場合に限ります。

イ．当社は、 当社が作成し日沢行の計画に記載し店節差・

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。従って満員等で予約できなかったと

しても当社は責任を負うものではありません。








