旅行業務取扱料金表
手配旅行に係る取扱料金
1.募集型及び受注型企画旅行に付随する手配の場合
項目
手配料金

料金
[1]日本国内線の手配

片道につき:10,000 円(税
別)

[2]航空機の帰国便変更の

10,000 円(税別)

手配

※日本帰着が土･日｡月にな
る場合､途中降機の場合､空
港税などの実費は別

[3]日本発国際航空券の予

10,000 円(税別)

約発行手配
[4]宿泊機関､運送機関の追

1 件につき:5,000 円

加手配

(税別)

[5]送迎サービス､現地係員
等の手配
[6]現地オプショナルツアー
の手配
[7]現地レストラン､美術館
等の予約
[8]チケットの手配(ミュージ

1 件につき:チケットの実費

カル､オペラ､スポーツ観戦

の 50％(税別)

等)
取消手続料金

上記[1]～[7]に示した手配

1 件につき:5,000 円(税別)

の取消

上記[1]～[7]に追加になり
ます。

変更手続料金

上記[1]～[7]に示した手配

1 件につき:5,000 円(税別)

の変更

上記[1]～[7]に追加になり
ます。

連絡通信費

お客様の依頼により緊急に

1 件につき:5,000 円(税別)

現地手配等の為の通信連絡

※電話料､電報料等の通信

を行った場合

費は別

(注)
1.上記各料金の他に､別途､実費を頂戴いたします。
2.上記各料金は消費税を含みません。
3.上記表の[1]､[2]､[3]､[7]､[8]に示した手配につきましては､航空券又は入場券等の発
券後の変更､取消はできません。
4.上記表の[1]～[6]に示した手配につきましては､募集型企画旅行ご出発後の変更､取り消
しは出来ません。

5.上記表の[4]～[6]に示した手配につきましては､募集型企画旅行ご出発前に､お客様の希
望により変更又は取消しを行う場合は､上記変更手数料金､取消手続料金の他に､運送機関､
宿泊機関の定める変更手数料､取消手数料を申し受けます。
6.同一の宿泊機関に連泊する場合は､まとめて 1 件として扱います。

2.手配旅行の場合
項目
取扱料金

料金
往復航空券とホテル一泊以

旅行費用総額の 20％以内

上の複合手配の場合
ホテルの手配の場合

1 ホテルにつき：3,000 円
（税別）

レンタカー手配の場合

1 手配につき:5,000 円（税
別）※予約を伴わないクーポ
ン・パス類発行は無料

現地交通機関（鉄道､座席､

お一人につき：1 区間

寝台予約）手配の場合

3,000 円（税別）1 区間追加
ごとに 1,000 円（税別）

現地交通機関（バス）手配の

1 手配につき：5,000 円（税

場合

別）

現地発着のツアー・送迎･ガ

1 手配につき：5,000 円（税

イドの手配の場合

別）

船舶・レストラン･現地入場

1 手配につき：5,000 円（税

券･その他サービス手配の場

別）

合

※入場券の変更､払戻しはで
きません

日本発国際航空券の予約発

契約時に明示した料金

行手配の場合

企画料金

現地発着航空券のみの予約

1 旅程につき：5,000 円（税

発行手配の場合

別）

お客様からのご依頼により

旅行費用総額の 20％以内

企画書面の作成及び企画管
理
変更手続料金

ホテル変更手続の場合

※上記の取扱料金に追加と
なります

1 ホテルにつき：3,000 円
（税別）

レンタカー変更手続の場合

1 手配につき：5,000 円（税
別）
※予約変更､乗車券･クーポ
ン･パス類の切替･再発行は
変更手続料金がかかります

現地交通機関（鉄道､座席､

お 1 人につき：3,000 円（税

寝台予約）変更手続の場合

別）
※予約変更、乗車券・クーポ
ン・パス類の切替･再発行は
変更手続料金がかかります

現地交通機関（バス）変更手

1 手配につき：3,000 円（税

続の場合

別）

現地発着のツアー・送迎・ガ

1 手配につき：3,000 円（税

イドの変更手続の場合

別）

日本発国際航空券変更手続

契約時に明示した料金

の場合

取消手続料金

現地発着の航空券のみ変更

1 旅程につき：5,000 円（税

手続の場合

別）

ホテル取消手続の場合

1 ホテルにつき：2,000 円

※上記の取扱料金､各手続
料金に追加となります

（税別）
レンタカー取消手続の場合

1 手配につき：券面額の
15％（税別）

現地交通機関（鉄道、座席、

お 1 人につき：券面額の

寝台予約）取消手続の場合

15％（税別）

現地交通機関（バス）取消手

1 手配につき：券面額の

続の場合

15％（税別）

現地発着のツアー・送迎・ガ

1 手配につき：3,000 円（税

イドの取消手続の場合

別）

船舶・レストラン･現地入場

1 手配につき：3,000 円（税

券・その他サービス取消手続

別）

の場合
日本発国際航空券変更手続

契約時に明示した料金

の場合
未使用の日本発国際航空券

1 名 1 件につき：5,000 円
（税別）

現地発着の航空券のみ変更

1 旅程につき：5,000 円（税

手続の場合

別）
※発券後の取消・払戻､未使
用航空券の精算は取消手数
料がかかります

（注）
1.上記の各料金は消費税を含みません。
2.航空会社・ホテル等旅行サービス提供機関､ツアーオペレーター､代売会社等に対して支払う
手数料は別途申し受けます。
3.航空券のうち､ＰＥＸ運賃航空券については､各航空会社が定める期限までに航空券を発券

することが､義務付けられており､発券後の変更の取扱は各航空会社の規則によります。
4.「1 手配」とは､同一の手配を同じように行う場合は複数名でも「1 手配」と数えます。手配日・
利用日・利用期間・利用区間・提供機関が異なる場合はそれぞれ「１手配」と数えます。
5.変更・取消手続料は､手配着手後の変更､取消より申し受けます。

その他サービス料金
項目

料金

日本国内での空港等での斡

斡旋員 1 名につき 15,000

旋サービス料金

円（税別）
イ：夜 10 時から午前 5 時ま
での間､又は日曜､祝祭日、
年末年始に行う場合には
5,000 円（税別）増しになり
ます。
ロ：交通実費は別途申し受け
ます。

添乗サービス料金

添乗サービス

添乗員 1 名 1 日に月」
60,000 円（税別）
※但し､現地で開始され終了
す る も の に つ い て は
60,000 円
※添乗員の交通費・宿泊費そ
の他添乗員が同行するため
に必要な経費は別途申し受
けます。

通信連絡料金

お客様のご依頼により現地

1 件につき 3,000 円（税別）

への連絡通信を行う場合

※電話料､その他通信実費は
別途申し受けます。

各種書類

お客様のご依頼に応じた「英

1 件につき 5,000 円（税別）

文日程表」等の書類の作成
（注）１．上記の各料金は消費税を含みません。

ご旅行相談
項目

料金

お客様の旅行計画作成のための相談

基本料金 30 分 5,000 円（税別）
以降 30 分毎に 3,000 円（税別）

旅行日程の作成

1 件 5,000 円（税別）

旅行代金見積書の作成

1 件 3,000 円（税別）

旅行地及び運送､宿泊機関に関する情報提

資料（Ａ4 版）1 枚につき 1,000 円（税別）

供
お客様のご依頼による出張相談
（注）1.上記の各料金は消費税を含みません。

上記項目に 5,000 円増し（税別）

