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この冊子の利用上の注意 

 

平成２９年３月に経営破綻した「株式会社てるみくらぶ」に関する事案に対し、観

光庁は「新たな時代の旅行業法制に関する検討会」の下に「経営ガバナンスワーキン

ググループ」を立ち上げ、企業のガバナンスのあり方と、消費者保護を図るための弁

済制度のあり方について対策の方向性をとりまとめました。 

これを受けて、平成２９年１２月２０日付観観産第５９０号「『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」により、「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日付国総旅振第３８７号）」が改正され

ました。 

この改正では、類似事案（破綻時における旅行者債権の異常な膨らみ）の再発防止

に向けた不適切な広告等の排除と、過度に早期かつ多額の前受金を収受しないように

するための基準が示されました。 

なお、募集型企画旅行の実施にあたっては、第一種、第二種、第三種、地域限定の

業務範囲や国内・海外の区別無く、旅行業者が遵守すべき事項があり、この冊子の本

誌である「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」に説明されていますが、第１

種旅行業者が実施する海外募集型企画旅行においては、「旅行広告・取引条件説明書

面ガイドライン」とともにこの冊子を参考にして、広告の実施、取引条件説明書面の

交付の準備を行うことが必要となります。 
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１．目的・適用範囲 

 

第１種旅行業者が実施する海外募集型企画旅行において、旅行者から収受する前

受金（旅行代金）を異常に膨らませて破綻することを防止することにより、消費者

保護を図ることを目的とする。 

なお、本指針の適用範囲は、海外募集型企画旅行（個別認可を受けた、いわゆる

「フライ＆クルーズ約款」、「募集型ペックス約款」に基づくものを除く）を企画

・実施する第１種旅行業者（以下「企画旅行業者」という。）とする。 
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２．旅行広告・旅行者募集の適正性の強化 

 

(1) 企画旅行業者は、旅行広告・取引条件説明書面の表示及び旅行者の募集に関

し、前受金を異常に膨らませていると疑われる行為をしてはならない。 

 

【解説】 

企画旅行業者は、広告・取引条件説明書面において、旅行者に対する負債額

の異常な膨らみが疑われる表示や旅行者の募集をしてはなりません。 

例えば、「60日前20％の原則」（海外募集型企画旅行において、申込金の収

受額を旅行代金の20％以内とし、申込金を除く旅行参加に必要な旅行代金の残

額の収受時期を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日

以降とすること。(2)で詳細解説。）に反して「現金一括入金キャンペーン」等

と表示したりすることがこれに当たります。また、申込金の使途を表示するな

どして「60日前20％の原則」の例外となるような旅行代金の収受をしようとす

る時に、例外とするための必要な表示がない、又は措置がされていないなどの

行為がこれに当たります。 

しかしながら、ウェブ取引において、「あと○○分」や「本日限りのセー

ル」など支払いや申込みを促す表示をすることは、その表示自体は正常な商慣

習として違法性がない場合も多くあります。問題となるのは、これらの表示を

恒常的に行うなどのほか、他の表示と併せて全体的な表示から見て「前受金の

異常な膨らみ」が引き起こされる疑いがある表示に限られます。 

そこで、広告・取引条件説明書面において、総合的に見て「前受金の異常な

膨らみ」が疑われる表示はできないこととします。具体的には企画旅行業者の

個別具体的な判断に拠ることとしますが、この判断を誤れば不適切被疑事案と

して取扱われる場合がありますので、十分に注意してください。 
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(2) 企画旅行業者が企画・実施する海外募集型企画旅行においては、申込金の収受

額は旅行代金の20％相当額以内とし、申込金を除く旅行参加に必要な旅行代金の

残額の収受時期は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日

以降とします（60日前20％の原則）。 

 

【解説】 

標準旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）においては、申込金の額は「当

社が別に定める」金額を「契約書面に定める期日までに」支払うこととしてお

り、申込金の額やその支払時期は募集型企画旅行を企画・実施する旅行業者が

任意に設定することができます（第５条第１項）。 

しかしながら、本追補版発効以降は「前受金の異常な膨らみ」を防止するた

め、海外募集型企画旅行に関して旅行契約を締結する際には、申込金の収受額

は旅行代金の20％相当額以内とするとともに、申込金を除く旅行参加に必要な

旅行代金の残額の収受時期を旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日

目に当たる日以降とすることを原則とします。 

そのため、取引条件説明書面（パンフレット、旅行条件書、ウェブページの

重要事項説明など）においては、「表示例１」に従って申込金の額が旅行代金

の20％相当額以内となる旨を、また「表示例２」に従って旅行代金の支払期限

を明記してください。 

 

【申込金の額】（下線の表示を追記してください。） 

《表示例１》 

 

 

 

 

 

 

 

【旅行代金の支払期限】（下線の表示を追記してください。） 

《表示例２》 

 

 

 

 

 

 

※ 上記表示例の下線部分は、「△日までに」と表示することも可能です。この場合、「△

日」は「60日目に当たる日以降の当社の定める日」となっていなければなりません。 

 

○お申し込み 

当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、下記の申込金を添えて

取扱営業所に提出してください。申込金の額は、原則として旅行代金の

20％相当額以内となります。また、申込金は旅行代金又は取消料若しく

は違約料のそれぞれ一部として取り扱います。 

○旅行代金のお支払い 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降の

当社の定める日までに、●●●●●円を取扱営業所でお支払いいただく

か当社指定の口座にお振り込みください。 
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また、取引条件説明書面（パンフレット、旅行条件書、ウェブページの重要

事項説明など）において、申込金の額について、例えば「旅行代金の20％相当

額から旅行代金全額まで」のように申込金の額が確定できない表示はできない

ものとします。 

なお、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目に当たる日以降に

旅行の申込みを受ける場合には、旅行代金の全額又は旅行代金の20％を超える

額の申込金を収受することは差し支えありません。 
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(3) 企画旅行業者は、(2)の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの場合に限り、

申込金の収受額は旅行代金の20％相当額を超えることができるものとします。 

 

イ． 取引条件説明書面（パンフレット、旅行条件書、ウェブページの重要事項説

明など）に申込金の使途を表示した場合 

 

ロ． 旅行者に対し、旅行代金の精算について(1)による精算方法及びクレジットカ

ードにより旅行代金全額を一括精算できる旨を提示した上で、旅行者が、(1)に

よる精算方法を選択せずクレジットカードによる支払いを選択した場合 

 

ハ． 企画旅行業者が旅行者に(1)による精算方法を提示しているにもかかわらず、

旅行者が旅行代金の全額又は旅行代金の20％相当額を超える額の申込金を支払

う意思の表明がある場合 

 

【解説】 

旅行者からの旅行代金の収受は(2)に定めた「60日前20％の原則」に則り取り

扱いをしますが、一方でこの原則に沿って手続きを進めることがかえってお客

様の利便性を損ねてしまう場合もあると考えられます。 

そこで、次のような場合に限り、例外的に「60日目に当たる日以前」に旅行

代金の20％を超える申込金を収受することを可能とします。 

 

例外１：取引条件説明書面（パンフレット、旅行条件書、ウェブページの重要

事項説明）に申込金の使途を表示する場合（イ.） 

 

旅行サービス提供機関や旅行サービス手配業者（ツアーオペレーター）な

どに保証金等（デポジットなど）を早期に必要とする場合など、「60日前20

％の原則」に沿った取扱いでは、企画旅行業者の負担が過重となる場合があ

ります。 

そこで、取引条件説明書面（パンフレット、旅行条件書、ウェブページの

重要事項説明）に申込金の使途を表示した場合には、「60日前20％の原則」

の例外として取扱うものとし、旅行開始の60日より前であっても旅行代金の

20％相当額を超える金額の申込金を収受することができるものとします。 

また、この場合、取引条件説明書面には以下の「表示例」に従った表示

（記載）をしてください。 
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《表示例１》 

 

《表示例２》 

 

 

 

 

 

 

 

なお、いわゆる「フライ＆クルーズ約款」、「募集型ペックス約款」の個

別認可を受けている場合には、これらの約款を適用する海外募集型企画旅行

については、本ガイドラインの適用除外とします。 

「フライ＆クルーズ約款」は、船会社から早期にクルーズ代金や取消料の

請求がなされる実情から、そもそも「60日前20％の原則」になじまないもの

です。また、「募集型ペックス約款」は、実質的に申込金の使途の表示が既

に義務付けられていると言えます。 

そこで、これらの約款に基づく取引条件説明書面（パンフレット、旅行条

件書、ウェブページの重要事項説明など）には、それぞれの約款の認可条件

となっている事項を遺漏なきよう記載してください。 

 

当社は、この商品・コースで利用する●●●ホテルを手配するに際して宿

泊代金の全額を支払います。このため、お申込金の額が旅行代金の20％を

超えています。 

このコースで利用する●●ホテルや▲▲エクスプレスを手配するにあた

り、その費用の全額をそれぞれのサービス提供機関へ支払う必要がありま

す。このため、お申込金額が旅行代金の20％を超えるものとなっておりま

す。あらかじめご了承のうえお申込みください。 
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【フライ＆クルーズ約款の個別認可を受けている場合】 

｢キャンセル保険｣（クルーズ旅行取消費用補償特約又は旅行変更費用特約

並びに企画旅行業者が「キャンセル保険」を一括付保する場合）の案内など

が同約款の認可条件となっています。 

 

「キャンセル保険」に関する記載 

①「キャンセル保険」つきの海外旅行保険を販売する場合 

［取引条件説明書面の記載例］ 

   ・パンフレット等の表紙など 

この旅行をお申し込みの際には、

「海外旅行保険・クルーズ旅行取消

費用補償特約」又は「海外旅行保険

・旅行変更費用特約」を同時に加入

ください。 

 

・旅行条件説明欄 

【海外旅行保険（クルーズ旅行取消費用補償特約又は旅行変更費用特

約）の加入のお勧め】 

お客様のご都合により募集型企画旅行契約を解除される場合は、解

除の時期によって取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契

約を解除される事由によっては、保険（特約）が適用される場合もご

ざいますので、本旅行の申込みと一緒に本保険（特約）へのご加入を

お勧めいたします。詳しくは、弊社担当者にお問い合わせください。 
 

②企画旅行業者が「キャンセル保険」を一括加入する場合 

［取引条件説明書面の記載例］ 
※以下の記載例は、旅行業者がある保険会社の保険に加入した場合の記載例です。

（保険会社が採用する契約形態によって、取引条件説明書面に記載する内容が変わ

りますので、あらかじめ保険会社とお打ち合わせのうえ内容を決定してくださ

い。） 

 

【重要】 

○取消料免除についての特約 

お客様が以下の事由でクルーズ旅行をお取り消しになる場合でお客

様からの申出があったときは、当社は、所定の取消料を免除するこ

とがあります。この免除を申出いただく場合は、お客様から当社の

定める書類等を提出いただきますので、あらかじめご了承くださ

い。詳しくは販売員におたずねください。 

① ○○○○○○○○○○○○○○ 

② ○○○○○○○○○○○○○○ 

③ ○○○○○○○○○○○○○○ 

   ・ 

   ・ 
 

 

 



- 9 - 

 

【募集型ペックス約款の個別認可を受けている場合】 

航空会社が定めるPEX運賃の取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航

空運送契約の解除に要する費用を確認する方法や海外旅行保険（旅行変更費

用担保特約）への加入を案内するなどを記載することが同約款の認可条件と

なっています。 

 

取引条件説明書面への記載事項 

① PEX運賃等による航空運送を利用する旨 

② 利用する航空会社名及び利用する運賃の種別 

③ 上記①の航空運送にかかる航空券取消料等の合計額 

④ 募集型企画旅行契約の取消料の額について、上記③の航空券取消料

等の合計額が標準旅行業約款に規定する取消料の額を超えるとき

は、当該航空券取消料の合計額の範囲内の金額を取消料の額とする

旨 

⑤ 上記①の航空運送にかかる取消条件を旅行者が確認する方法 

⑥ 海外旅行保険（旅行変更費用担保特約）への加入を勧める旨 

⑦ 上記①③④について、ツアー募集パンフレットに記載するにあた

り、枠取りのうえ文字ポイント数を大きめにするなど他の記載事項

とは区別して目立つ表示とすること。 
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例外２：「60日前20％の原則」による精算方法及びクレジットカード利用によ

る旅行代金全額一括精算の方法ができる旨を提示した上で、旅行者が、

「60日前20％の原則」による精算方法を選択せずクレジットカードによ

る支払いを選択した場合（ロ.） 

 

旅行代金の支払方法として、店頭における現金又はクレジットカード決

済、銀行振込、コンビニエンスストアにおける支払い（代行収納）など様々

な方法がありますが、これらには「60日前20％の原則」が適用されます。一

方で、店頭以外での取引、特にウェブサイトによる取引ではクレジットカー

ドによる支払いが広く普及し、旅行代金全額を一括して支払う方法で精算が

行われています。 

そこで、募集型企画旅行契約の締結前に、これら「60日前20％の原則」が

適用となる旅行代金の支払方法とクレジットカードによって一括精算する方

法の双方を旅行者に提示し、旅行者の自由な意思によりそのいずれかを選択

させ、その結果、旅行代金総額をクレジットカードによって一括精算する方

法を選択した旅行者には、その旅行者の意思を確認したうえで、例外的に

「60日目に当たる日以前」に旅行代金の20％相当額を超える旅行代金を収受

することも可能とします。 

なお、旅行者の意思の確認方法は、店頭や電話における「口頭」により、

また、ウェブ取引においては「ラジオボタンの選択」など適宜の方法で差し

支えありませんが、口頭の場合には旅行者の申込書に確認したことを記録し

ておくなどトラブルが発生しないようにしてください。「60日前20％の原

則」による旅行代金の支払方法を提示することなく、クレジットカードによ

る旅行代金全額を一括して支払うことしかできないような取引はできませ

ん。 

 

≪取引条件説明書面への記載例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**.旅行代金・その他費用のお支払い 

(1) ウェブサイト上においてクレジットカードで決済する場合 

申込ページで入力いただいたクレジットカードで、旅行契約の成立日をカード

利用日として、お支払総額を精算させていただきます。お支払総額を精算させていただきます。お支払総額を精算させていただきます。お支払総額を精算させていただきます。 

(2) 取引条件説明書面の記載事項を電磁的方法で交付することを希望されないお客

様又は旅行代金を銀行振込することを希望するお客様 

お支払い総額から申込金を除いた額を「予約案内書」に記載の期日までに当社

指定の口座宛お振り込みください。クレジットカードでの決済をお望みの場合

は、お手数でも取扱営業所の営業時間内に取扱営業所にお越しいただきカードを

提示のうえお手続きください。 
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≪ウェブ画面の作成例≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例外３：旅行者が旅行代金の全額又は旅行代金の20％相当額を超える額の申込

金を支払う意思の表明がある場合（ハ.） 

 

取引条件説明書面には(2)に従った表示がされており、また、旅行者への

案内においても「60日前20％の原則」に従って案内をしているにもかかわ

らず、旅行者によっては「旅行代金全額を一括で支払いたい」あるいは、

「申込金（43,600円＝旅行代金218,000円×20％）は、“切りの良い額”（例

えば、50,000円＝43,600円を１万円単位に切り上げ）で支払いたい」など

ご希望される場合もあります。 

このような場合には、旅行者の利便性（ご希望）を優先して旅行代金全額

や“切り上げた額”を収受しても差し支えありません。この際、企画旅行

業者の方から“切り上げた額”の提示をすることはできず、あくまで旅行

者のご希望を受けた対応でなければなりません。 

なお、旅行者が旅行代金の20％相当額を超えた申込金の支払いをしたい、

あるいは、旅行代金全額を一括支払いしたいという意思を確認したこと

を、旅行者の申込書に記録しておくなどトラブルが発生しないようにして

ください。 

 

 

 

 

この旅行にお申込みの場合は、以下に記入のうえ、下の「この旅行に申し込みます」

のボタンをクリックしてください。 

 

取引条件説明書面の交付方法について ○○○○    電磁的方法で交付することを承諾する 

○○○○    郵送による交付を希望する。    

旅行代金の決済方法をご指定ください。 ○○○○    クレジットカード（一括払い） 

○○○○    銀行振込    

 



- 12 - 

 

【資料】 

 

○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 国総旅振第387号）

【抜粋】 

 

４ 誇大広告の禁止（法第12条の8、規則第14条関係） 

 

（２）禁止される誇大表示の事例は次のとおりである。 

 

④ 「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」及び「旅行中の旅行者

の負担に関する事項」について（規則第14条第5号、第6号） 

 

エ 「海外募集型企画旅行を実施する第１種旅行業者の経営ガバナンスの強化に

ついて」（平成29年12月20日観観産第589号）１（１）で定める前受金の適正

な取扱の範囲を超えて、旅行者に旅行代金の支払いを求めること。また、同通

達に定める前受金の適正な取扱の範囲を超える旅行代金の支払いを過度に促す

目的で、現金割引などを設定すること。 
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○海外募集型企画旅行を実施する第１種旅行業者の経営ガバナンスの強化について

（平成29年12月20日観観産第589号） 

 

１ 前受金の適正な取扱い（旅行業法（以下「法」という。）第12条の7及び第13条第2

項、旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則（以下「規則」という。）第

13条第4号関係） 

（１）「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項」について（規則第13

条第4号） 

旅行業者が旅行催行の60日より前に、前受金を20％以上受け取る場合は、広

告、パンフレット等に前受金の支払いの期間及び使途を具体的に記載し、旅行

者に明示すること。 

（２）「債務の履行を不当に遅延する行為」について（法第13条第2項） 

宿泊施設、ランドオペレーターへの支払いについて、旅行業者が宿泊施設の

空室を長期間押さえるような場合にあっては、可能かつ合理的な範囲で前払金

を支払うとともに、通常取引の中で、履行すべき時期より支払いの遅延が生じ

ないこと。 

 

２ 旅行業協会等による旅行業者の経営状況等の把握 

（１）旅行業協会は、旅行業者のうち、純資産に対して取引額が大きい会社、また

はその比率が急激に大きくなった会社に対して、経営状況の調査を実施するこ

と。 

（２）旅行業協会は、海外募集型企画旅行を企画・実施する旅行業者の企業内部ま

たは他企業からの通報を受け付けるために、第三者機関の通報窓口を設置する

こと。 

第三者機関は、旅行広告・取引条件説明書面ガイドラインの広告募集、旅行

者募集のあり方に反するものや、業界の標準的な水準からかけ離れた異常な前

受金の集金、取消があった場合に返金していない、又は支払いの異常な遅延が

ある等の通報について、調査を行うこと。 

 

３ 旅行業協会によるガイドラインの作成 

（１）旅行業協会は、上記１から２に則して、旅行業者の企業ガバナンス強化策に

ついてその作成基準、モデル等を含むガイドライン（以下単に「ガイドライ

ン」という。）について、速やかに作成するものとする。 

（２）ガイドラインは、本通達に則するものでなければならない。 

（３）旅行業協会は、ガイドラインを作成したときは、速やかにこれを観光庁に届

け出るものとする。 
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