
付録② 第三種旅行業者の実施する募集型企画旅行、地域 

限定旅行業者の旅行業務の取扱いについて 

JATA・ANTAが作成した「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」（平成31年4月11日
観光庁観光産業課 届出）より表題部のみを抜粋しています。
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付録② 第三種旅行業者の実施する募集型企画旅行、地域限定旅行業者の旅行業務の取扱いに 

ついて 

 

・本項利用上の注意 

 

第三種旅行業及び地域限定旅行業は、その営業所の存する市町村及び当該市町村に隣接する市町

村等の範囲で募集型企画旅行を実施することができます。本項は、第三種旅行業及び地域限定旅行

業が募集型企画旅行を実施する場合の広告表示及び取引条件説明書面の取扱い並びに地域限定旅行

業者の旅行業務に固有の制限事項について解説しています。 

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の区別無く、

旅行業者が遵守すべき事項があり、本項だけでなく本誌「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライ

ン」の該当項も参照して広告の実施、取引条件説明書面の交付の準備を行うことが必要です。 

なお、本項「付録➁ 第三種旅行業者の実施する募集型企画旅行、地域限定旅行業者の旅行業務

の取扱いについて」は、改訂前の本誌追補版「第三種旅行業者の実施する募集型企画旅行、地域限

定旅行業者の旅行業務の取扱いについて」（最終改訂平成26年11月）に、平成30年1月4日施行の旅

行業法及びその後に発出されたその他省令・通達等の内容を反映させ収録しております。 
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１． 第三種旅行業者、地域限定旅行業者の国内募集型企画旅行の実施について 

 

(1) 募集型企画旅行を実施できる区域について 

第三種旅行業者又は地域限定旅行業者が実施する募集型企画旅行は、募集型企画旅行の出発地、

目的地、宿泊地及び帰着地（以下「目的地等」という。）の全てが、次に掲げる区域（以下「拠

点区域」といいます。）内になければなりません。（200ページ参照） 

① 当該募集型企画旅行を実施する営業所（当該第三種旅行業者又は地域限定旅行業者のいずれか

を所属旅行業者とする旅行業者代理業者の営業所を含みません。以下同じ。）の存する市町村

（東京都の特別区を含む。以下同じ。） 

② 上記①（以下「営業所の市町村」といいます。）に隣接する市町村 

③ 営業所が本土（本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。以下同じ。）にある場合

にあっては営業所の市町村から海上運送法による一般旅客定期航路事業を利用して、途中に寄

港することなく到達できる市町村（当該船舶の旅客の乗降の用に供される係留施設の存するも

のに限る。）で以下に掲げるもの 

イ. 本土以外（以下「離島」という。）の市町村 

ロ. 営業所の市町村と同一都道府県又は隣接する都道府県にあり、かつ、半島振興法の規定に

より指定された半島振興対策実施地域にある市町村（営業所の市町村が半島振興対策実施

地域にある場合は営業所の市町村と同一都道府県又は隣接する都道府県にある市町村） 

ハ. 営業所が次に掲げる市町村の組み合わせの一方にある場合の当該組み合わせの他方の市町

村 

1) 愛媛県松山市と山口県大島郡周防大島町 

2) 愛媛県松山市と山口県柳井市 

3) 愛媛県西宇和郡伊方町と大分県大分市 

4) 愛媛県八幡浜市と大分県別府市 

5) 愛媛県八幡浜市と大分県臼杵市 

6) 高知県宿毛市と大分県佐伯市 

7) 山口県周南市と大分県国東市 

8) 福岡県大牟田市と長崎県島原市 

9) 長崎県雲仙市と熊本県玉名郡長洲町 

10) 長崎県島原市と熊本県熊本市 

11) 長崎県南島原市と熊本県天草市 

12) 長崎県長崎市と熊本県天草郡苓北町 

④ 営業所が離島にある場合にあっては営業所の市町村から海上運送法による一般旅客定期航路事

業を利用して、途中に寄港することなく到達できる市町村（当該船舶の旅客の乗降の用に供さ

れる係留施設の存するものに限る。） 

⑤ 上記①及び②の区域に対する交通拠点（地域内及び地域間の交流の促進に資する国内交通網及

び輸送に関する拠点注(1)）の存する市町村（交通拠点の存する市町村が複数存在する場合は、一

つの旅行につき一つに限る。） 
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注(1) 交通拠点について 

１．交通拠点とは 

交通拠点とは、一般に、駅、空港、港湾、バスターミナル（バス停留所のうち、

複数の路線の発着点として旅客の乗降、乗り換え等の用に供するものをいう。）等

が該当しますが、これに限らず、地域の交通・観光の実態に応じてこれらに該当し

ない交通拠点を選択することもできます。 

２．交通拠点を含む市町村の選択 

自らの営業所から「最寄り」の交通拠点の存する市町村を発地又は着地とするこ

とができますが、交通手段によって「最寄り」の交通拠点の存する市町村が複数存

在する場合、地域の交通・観光の実態に応じて交通拠点の存する市町村を選択する

ことができます。 

例：Ａ市に最寄りの鉄道の駅があるが、Ｂ市には航空機を利用して当該地域に

アクセスする場合に最寄りとなる空港があるので、Ｂ市を発地又は着地と

したいというような場合。 

３．交通拠点を含む市町村内の発着地について 

①１つの市町村の区域内に複数の交通拠点がある場合には、いずれの交通拠点から

であっても、発着は認められます。 

例：交通拠点として鉄道の駅とバスターミナルがＡ市内の別々の場所にある場

合に、鉄道駅、バスターミナルともに発着地とすることができます。 

②交通拠点の存する市町村の区域内であれば、当該交通拠点以外の地点からであっ

ても、発着は認められます。 

例：交通拠点の存する市町村の区域内の宿泊施設からの発着とすることができ

ます。 

③交通拠点の存する市町村の区域内であれば、当該区域が自らの営業所の存する市

町村の区域とは異なる都道府県の区域となる場合であっても、発着は認められま

す。 

４．交通拠点の存する市町村の区域内を発着する旅行に関する注意事項 

拠点区域が、自らの営業所の存する市町村の区域及びこれらに隣接する市町村の

区域(Ａ)と、当該区域と重複しない交通拠点の存する市町村(Ｂ)で構成される場合にあ

っては、以下の事項を遵守してください。 

①(Ｂ)の区域内から(Ａ)の区域へ向かう途中で土産物屋に立ち寄らせたり、その地

域の名所を観光させたり、旅行の目的となるような行為は認められません。 

②(Ｂ)の区域内で土産物屋に立ち寄らせたり、その地域の名所を観光させたり、旅

行の目的となるような行為は認められません。 
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(2) 第三種旅行業者又は地域限定旅行業者が実施する募集型企画旅行の広告、取引条件説明書面へ

の「募集型企画旅行を実施できる区域」の表示・記載について 

① 第三種旅行業者又は地域限定旅行業者は、募集型企画旅行の広告及び取引条件説明書面に、募

集型企画旅行を実施できる区域を企画旅行業者の社名・営業所名に近接して表示・記載しなけ

ればなりません（下線部）。 

 

【広告への表示例】 

 

旅行企画・実施 ○○県知事登録旅行業第３－○○○○号 注(2) 

   株式会社△△トラベル ■■■営業所 
   ○○県Ａ市×××町□丁目□番□号 

   (一社)日本旅行業協会正会員 

 

募集型企画旅行 Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 

実施可能区域 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 注(3) 

 

注(2) 地域限定旅行業者の場合は登録番号を「○○県知事登録旅行業地域－○○号」と表示

してください。 

注(3) 上記の市町村名は別紙の図１と対応していますので、参照してください。 

 

なお、実施可能区域に「交通拠点」を含む市町村がある場合は、下記の例のように他の市町

村と区分して表示してください。 

 

【広告への表示例】実施可能区域に「交通拠点」を含む市町村がある場合 

 

 旅行企画・実施 ○○県知事登録旅行業第３－○○○○号 

   株式会社△△トラベル ■■■営業所 
   ○○県Ａ市×××町□丁目□番□号 

   (一社)日本旅行業協会正会員 

 
募集型企画旅行 Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 

実施可能区域 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 Ｓ市※  ※は交通拠点のある区域 注(4) 

 

注(4) 上記の市町村名は別紙の図２と対応していますので、参照してください。 
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【取引条件説明書面の記載例】旅行を企画・実施する営業所と申込を受ける営業所が同

一の場合 

 

旅行企画・実施  ○○○県知事登録旅行業第３－○○○○号 

    ○○○○旅行株式会社○○営業所 

    ○○県Ａ市×××町□丁目□番□号 

    (一社)日本旅行業協会正会員 

募集型企画旅行  Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 

実施可能区域  Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 Ｓ市※ 

※は交通拠点のある区域 

総合旅行業務取扱管理者 甲 野 乙 郎 
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行の取り扱う営業所での取

引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不

明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱監理者のご

質問下さい。 

 

 

② 複数の営業所が実施する募集型企画旅行を一つの紙面で広告する場合は、それぞれの営業所ご

とに上記の要領で、「募集型企画旅行実施可能区域」を記載しなければなりません。 

 

③ 第三種旅行業者又は地域限定旅行業者が複数の営業所を持っている場合は、一つの営業所（Ｘ

営業所）で企画実施する募集型企画旅行の申込を、当該第三種旅行業者又は地域限定旅行業者

の他の営業所（Ｚ営業所）で受けることができます。この場合、Ｚ営業所はＸ営業所の拠点区

域内にある必要はありません。（例えば、札幌市の営業所で企画実施する募集型企画旅行の申

込みを福岡市の営業所で受けることは差し支えありません。） 

                                                          

(3) その他 

第三種旅行業者又は地域限定旅行業者が実施する募集型企画旅行を他の旅行業者を通じて販売

する場合は、当該第三種旅行業者又は地域限定旅行業者と販売する旅行業者との間で、募集型企

画旅行の「取扱委託契約」を締結してください（旅行業法第14条の２） 
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２． 地域限定旅行業のその他の旅行業務について 

 

(1) 受注型企画旅行及び手配旅行の取扱い範囲について 

地域限定旅行業者が受注型企画旅行又は手配旅行を取り扱う場合は、手配に係る旅行の目的地

等の全てが拠点区域（「１．(1) 募集型企画旅行を実施できる区域について」に掲げる区域）内

になければなりません。 

例えば、拠点区域内の駅・空港・港から出発するものであっても、その目的地が拠点区域外に

あるような乗車券、航空券、乗船券等の手配を取り扱うことはできません。 

 

(2) 取引条件説明書面への記載について 

① 受注型企画旅行及び手配旅行にあっても、募集型企画旅行と同様に、取引条件の説明、取引条

件説明書面・契約書面の交付が義務づけられています。取引条件説明書面には、以下の要領で、

取り扱うことのできる、受注型企画旅行の実施可能地域、手配旅行の取扱可能地域を地域限定

旅行業者の社名・営業所名に近接して表示・記載しなければなりません（下線部）。 

 

【取引条件説明書面の記載例】受注型企画旅行の場合の記載 
 

○○○県知事登録旅行業地域－○○号 

○○○○旅行株式会社○○営業所 

○○県Ａ市×××町□丁目□番□号 

 (一社)日本旅行業協会正会員 

受注型企画旅行実施可能地域 

  Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 Ｓ市※ 

※は交通拠点のある区域 注(5) 
 

地域限定旅行業務取扱管理者 ： 甲 野 乙 郎 
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。こ

の旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記

の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 
 

注(5) 上記の市町村名は別紙の図２と対応していますので、参照してください。 

 

【取引条件説明書面の記載例】手配旅行の場合の記載 
 

○○○県知事登録旅行業地域－○○号 

○○○○旅行株式会社○○営業所 

○○県Ａ市×××町□丁目□番□号 

 (一社)日本旅行業協会正会員 

手配旅行取扱可能地域 

  Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 Ｓ市※ 

※は交通拠点のある区域 注(6) 

 

総合旅行業務取扱管理者 ： 甲 野 乙 郎 
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。こ

の旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記

の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 
 

注(6) 上記の市町村名は別紙の図２と対応していますので、参照してください。 

 

  



- 198 - 

 

② 地域限定旅行業者が複数の営業所を持っている場合は、一つの営業所（Ｘ営業所）の拠点区域

内の受注型企画旅行又は手配旅行についての申込を、他の営業所（Ｚ営業所）で受けることが

できます。この場合、Ｚ営業所はＸ営業所の拠点区域内にある必要はありません（例えば、札

幌市の営業所の拠点区域内の旅行の手配の申込を福岡市の営業所で受けることは差し支えあり

ません。）。このように、申し込もうとする営業所と、拠点区域に係る営業所とが異なる場合

は、以下の例のように、それぞれの営業所毎の拠点区域を記載してください（下線部）。 

 

【取引条件説明書面の記載例】複数営業所がある場合の手配旅行のときの記載（Ｘ営業所

の拠点区域内の手配をＺ営業所に申し込む場合） 
 

○○○県知事登録旅行業地域－○○号 

○○○○旅行株式会社 Ｚ営業所 

○○県Ａ市○○○町○丁目○番○号 

 (一社)日本旅行業協会正会員 
手配旅行取扱可能地域 

Ｘ営業所 Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市 Ｆ市 Ｇ市 

Ｚ営業所 Ｌ市 Ｍ市 Ｎ市 Ｏ市 Ｑ市 Ｒ市 
 

総合旅行業務取扱管理者 ： 甲 野 乙 郎 
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。

この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく

上記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 
 

 

(3) 地域限定旅行業者による他の旅行業者が企画実施する募集型企画旅行商品の受託販売について 

地域限定旅行業者は、他の旅行業者との間で、募集型企画旅行の「取扱委託契約」を締結する

ことで、当該他の旅行業者が企画実施する募集型企画旅行（国内・海外を問わない。）の受託販

売をすることができます（第一種、第二種、第三種旅行業と同様。）。また、地域限定旅行業者

は、海外の募集型企画旅行を受託販売するときに限り、当該募集型企画旅行に係る旅行者と渡航

手続代行契約を締結して、渡航手続の代行業務を行うことができます（標準旅行業約款渡航手続

代行契約の部第２条）。 

なお、海外旅行の受託販売をする場合は、取扱営業所には総合旅行業務取扱管理者が選任され

ていなければなりません。また、国内旅行（拠点区域内のみで実施されるものを除く）の受託販

売をする場合は、取扱営業所には総合又は国内旅行業務取扱管理者が選任されていなければなり

ませんので、ご注意ください。 

 

(4) 地域限定旅行業者が締結する旅行業者代理業者との旅行業者代理業業務委託契約について 

地域限定旅行業者は、旅行業者代理業者と旅行業者代理業業務委託契約を締結し、代理業務を

当該旅行業者代理業者に委託することができます。 

 

(5) 地域限定旅行業者の旅行相談業務について 

地域限定旅行業者は、旅行者と旅行相談契約を締結して、旅行相談業務を行うことができま

す。 

 

(6) 地域限定旅行業者の代理業者の旅行業務の範囲について 

地域限定旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者は、所属旅行業者を代理して、次の
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旅行に関する業務を行うことができます（だたし、所属旅行業者と締結する代理業業務委託契約

によって業務範囲が制限されている場合はその制限が優先します。）。 

① 所属旅行業者の営業所の拠点区域（所属旅行業者に複数の営業所がある場合はそれぞれの営業

所の拠点区域）内の日程の募集型企画旅行、受注型企画旅行及び手配旅行 

② 所属旅行業者が受託している他の企画旅行業者の募集型企画旅行（但し、所属旅行業者と企画

旅行業者との間で締結されている取扱委託契約において、取り扱うことのできる代理業者の営

業所が定められている場合に限る。） 

③ 上記②に付随して取り扱う渡航手続の代行 

 

以上 
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〔別紙〕募集型企画旅行の実地可能地域について 

 

【募集型企画旅行を実施できる区域のイメージ】（図１） 

実施される募集型企画旅行の目的地等の全てが、当該募集型企画旅行を実施する営業所の存する

市町村（東京都の特別区を含む。以下同じ。）、それに隣接する市町村の区域内にある（下図のＡ

～Ｇの市町村の区域内にあること。）ものでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は実施できない区域 

 

 

【募集型企画旅行を実施できる区域のイメージ（橋又はトンネルで繋がっている場合他）】 

（図１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は実施できない区域 

 

(1) 上記の図においてＡ市とＦ市が橋又はトンネルでつながっている場合は、橋やトンネルの上で隣接

していると解されるため、Ｆ市は「Ａ市に隣接する市町村」に含まれます。 

(2) 募集型企画旅行の日程にＣ市からＤ市への移動が含まれる場合であって、Ｃ市とＤ市の間に山脈が

あるなど地理的制約があるために、単なる移動の経路として利用する場合には、Ａ市、Ｂ市、Ｃ市、

Ｄ市、Ｅ市及びＦ市以外にある道路（例えばＪ市内の道路）を利用することができます。ただし、そ

のような道路を通過中に、土産物屋に立ち寄らせたり、その地域の名所を観光させたり、旅行の目的

となるような行為は認められません。また、予め、サービスエリア等でのトイレ休憩を日程に含める

こともできません。 

  

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ 

Ｇ 

Ｆ 

営業所 

Ａ 

Ｆ 

Ｅ 

Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

 

橋又はトンネル 

山脈など 

Ｊ 

営業所 

Ａ 
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【募集型企画旅行を実施できる区域のイメージ（交通拠点の存する市町村を含む場合）】（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は実施できない区域 

 

○：発地  △：着地  ●：目的地 

※：移動のみ。立ち寄り、観光等不可。 

 

 

 

  

Ｂ 

Ｃ Ｇ 
営業所 

Ａ 

交通拠点 

Ｓ 

Ｆ Ｄ 

Ｅ 

Ａ市の営業所で実施する募集型

企画旅行では、Ａ市及びＡ市に隣

接するＢ～Ｇ市並びにＡ～Ｇ市の

地域に対する交通拠点を含むＳ市

を併せた区域が実施できる区域と

なります。 

なお、Ｓ市内の交通拠点等を発

地又は着地とすることはできます

が、Ｓ市内を目的地等に含めるこ

とはできません。また、Ｓ市から

Ａ～Ｇ市の区域へ向かう途中（又

はその逆）で土産物屋に立ち寄ら

せたり、その地域の名所を観光さ

せたり、旅行の目的となるような

行為は認められません。また、予

め、サービスエリア等でのトイレ

休憩を日程に含めることもできま

せん。 

※ 

※ 
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【募集型企画旅行を実施できる区域のイメージ(一般旅客定期航路事業の航路で結ばれる市町村の場合)】 

 

ア 営業所が本土の市町村に存する場合（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は実施できない区域 

※「本土」とは、本州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいいます。  

 

 

イ 営業所が離島の市町村に存する場合（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は実施できない区域 

 

Ｆ 

Ｅ 

Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

営業所 

Ａ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｙ島 

Ｘ島 

一般旅客定期航路事業の

航路 

本土 

Ａ市の営業所で実施する募

集型企画旅行では、Ａ市及び

Ａ市に隣接するＢ市、Ｃ市、

Ｄ市、Ｅ市並びに一般旅客定

期航路事業の船舶を利用して

途中に寄港することなく到達

できるＦ市(Ｘ島)を出発地等

とすることができます。（実

際の募集型企画旅行のＡ市と

Ｆ市間の移動に際しては一般

旅客定期航路事業の船舶以外

の交通手段を利用しても差し

支えありません。以下同じで

す。） 

 Ｇ市(Ｘ島)及びＨ市(Ｙ島)

は、目的地等に含めることは

できません。 

Ｘ島のＦ市の営業所で実施

する募集型企画旅行では、Ｆ

市に隣接するＧ市に加え、一

般旅客定期航路事業を利用し

て途中に寄港することなく到

達できるＨ市(Ｙ島)と本土の

Ａ市を目的地とすることがで

きます。 

営業所 

Ｆ 

Ｅ 

Ｂ  

Ｃ 

Ｄ 

Ａ 

Ｇ 

Ｈ 

Ｙ島 

Ｘ島 

一般旅客定期航路事業の航路 

本土 
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ウ 営業所及び目的地等が同一又は隣接する道府県内にあり、かつ営業所又は目的地等のいずれ

かが半島振興法により指定された半島振興対策実施地域に存する場合（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び   （太線で囲まれた地域）は、半島振興対策実施地域 

 

及び   は実施できない区域 

 

 

エ 営業所及び目的地等が観光庁長官が個別に定める区域（本文１．（１）③ ハ に掲げる区

域）内に存する場合（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は観光庁長官が個別に定める区域      は実施できない区域 

  

半島振興法上の半島振興対

策実施地域内の市町村と当該

市町村から一般旅客定期航路

事業を利用して途中に寄港す

ることなく到達できる市町村

（左図の場合はＣ）が、同一

又は隣接する都道府県内に存

在する場合には、当該市町村

を出発地等とすることができ

ます。左図の例ではＡに営業

所があるものとして例示して

ありますが、営業所がＣにあ

る場合は、Ａ及びＤ～Ｆが実

施出来る地域となります。 

Ｄ 

Ｅ 

Ｃ 

Ｆ 

Ｂ 

営業所 
Ａ 

一般旅客定期航路事

業の航路 

同一又は隣接する都道府県内 

一般旅客定期航路事業の 

航路 

Ｃ 

営業所 

Ａ 

Ｂ 

観光庁長官が個別に定める

二つの市町村の組み合わせ

（左図ではＡ及びＣ）の一方

（Ａ）に営業所がある場合に

は営業所のある市町村から一

般旅客定期航路事業を利用し

て途中に寄港することなく到

達できる他方の市町村（Ｃ）

を目的地等とすることができ

る（Ｂは隣接する市町村であ

るので目的地等とすることが

できます。）。 
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備考：第三種旅行業・地域限定旅行業の業務範囲 

 

項   目 第三種旅行業 地域限定旅行業 

営

業

所

で

の

業

務 

募集型企画旅行の実施 営業所の所在する市町村の区

域、これに隣接する市町村等

の区域及び観光庁長官の定め

る区域（注1）の範囲の日程の

ものについて実施が可能 

営業所の所在する市町村の区

域、これに隣接する市町村等

の区域及び観光庁長官の定め

る区域（注1）の範囲の日程の

ものについて実施が可能 

受注型企画旅行の実施 地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

営業所の所在する市町村の区

域、これに隣接する市町村等

の区域及び観光庁長官の定め

る区域（注1）の範囲の日程の

ものについて実施が可能 

手配旅行の取扱い 地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

営業所の所在する市町村の区

域、これに隣接する市町村等

の区域及び観光庁長官の定め

る区域（注1）の範囲の日程の

ものについて実施が可能 

他社が実施する募集型企

画旅行の受託販売及びそ

れに付随する渡航手続代

行（海外旅行の場合） 

地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

旅行相談契約 地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

地域を限定せず取扱いが可能 

（注2） 

 

注1：観光庁の定める区域は、第３種旅行業と地域限定旅行業で異なる場合があります。 

注2：海外旅行に係る業務を行う場合は総合旅行業務取扱管理者を、また、拠点区域内のみで実施

されるものを除く国内旅行に係る業務を行う場合は総合又は国内旅行業務取扱管理者を選任

しなければなりません。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料（法令・通達） 
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国土交通省告示第445号（平成19年4月2日） （最終改正 観光庁告示第9号平成30年3月29日） 
 

旅行業法施行規則（昭和46年運輸省令第61号）第1条の3第3号の規定に基づき観光庁長官が定める区域は、次に掲げる

区域とする。 

一 海上運送法（昭和24年法律第187号）による一般旅客定期航路事業のために運航される船舶が、同号に規定する営業

所の存する市町村（特別区を含む。以下同じ。）の港を出港した後、初めて入港する港の存する市町村（当該船舶の旅

客の乗降の用に供される係留施設が存するものに限る。）の区域。ただし、これらの市町村の区域が、ともに本土（本

州、北海道、四国、九州及び沖縄島の本島をいう。）に存するときは、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に限

る。 

イ 双方の市町村の区域が同一都道府県の区域内又は隣接する都道府県の区域内に存し、かつ、いずれかの市町村の

区域が半島振興法（昭和60年法律第63号）第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域に存すること。 

ロ 双方の市町村の区域が次の掲げるもののいずれかに該当すること。 

(1) 愛媛県松山市及び山口県大島郡周防大島町 

(2) 愛媛県松山市及び山口県柳井市 

(3) 愛媛県西宇和郡伊方町及び大分県大分市 

(4) 愛媛県八幡浜市及び大分県別府市 

(5) 愛媛県八幡浜市及び大分県臼杵市 

(6) 高知県宿毛市及び大分県佐伯市 

(7) 山口県周南市及び大分県国東市 

(8) 福岡県大牟田市及び長崎県島原市 

(9) 長崎県雲仙市及び熊本県玉名郡長洲町 

(10) 長崎県島原市及び熊本県熊本市 

(11) 長崎県南島原市及び熊本県天草市 

(12) 長崎県長崎市及び熊本県天草郡苓北町 

二 地域内及び地域間の交流の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点（以下「交通拠点」という。）の存する市

町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（自らの営業所の存する市町村の区域及びこれらに隣接する市町村の区域を

除く。）。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に限る。 

イ 旅行の発地が交通拠点の存する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が自らの営業所の存する市町村

の区域又はこれらに隣接する市町村の区域内のみにあること。 

ロ 旅行の発地が自らの営業所の存する市町村の区域又はこれらに隣接する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行

の目的地が交通拠点の存する市町村の区域内のみにあること。 
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 平成19年国土交通省告示第445号第2号に基づく第三種旅行業務及び地域限定旅行業務の  

 範囲について（観観産第29号平成30年4月13日） 

 

平成19年国土交通省告示第445号第2号に基づく第三種旅行業務及び地域限定旅行業務の範囲についての取扱いは、下

記に定めるところによる。 

 

記 

 

１ 平成19年国土交通省告示第445号（以下「告示」という。）第2号の適用対象は、第三種旅行業の募集型企画旅行及び

地域限定旅行業に係る旅行業務となる。 

 

２ 交通拠点についての考え方は、以下のとおりとする。  

① 交通拠点とは、一般に、駅、空港、港湾、バスターミナル（バス停留所のうち、複数の路線の発着点として旅客

の乗降、乗り換え等の用に供するものをいう。）等が該当するが、これに限らず、地域の交通・観光の実態に応じて

交通拠点を選択することは妨げない。 

② 自らの営業所から「最寄り」の交通拠点の存する市町村からの発着が認められる。ただし、交通手段によって

「最寄り」の交通拠点の存する市町村が異なる場合、地域の交通・観光の実態に応じて交通拠点の存する市町村を

選択することは妨げない（例：Ａ市に最寄りの駅があるが、Ｂ市には最寄りの空港があり、Ｂ市からの発着を行い

たいというような場合）。 

 

３ 告示第2号の適用範囲は、以下のとおりとする。 

① 交通拠点の存する市町村の区域内であれば、いずれの交通拠点からであっても、発着は認められる。 

② 交通拠点の存する市町村の区域内であれば、当該交通拠点以外の地点からであっても、発着は認められる（例：

交通拠点に近接する宿泊施設からの発着を行いたいというような場合）。 

③ 交通拠点の存する市町村の区域内であれば、当該区域が自らの営業所の存する市町村の区域とは異なる都道府県

の区域となる場合であっても、発着は認められる。 

 

４ 告示第2号に基づき、旅行業務を遂行するにあたっては、以下の事項を遵守するものとする。 

① 交通拠点の存する市町村の区域内や、交通拠点の存する市町村の区域から自らの営業所の存する市町村の区域及

びこれらに隣接する市町村の区域へ向かう途中での立ち寄りは認められない。 

② 交通拠点の存する市町村の区域からの発着を行う場合において、旅行業者にあっては、以下の記載事項の中で当

該区域を明示することが当然に求められる。 

イ）法第12条の4及び第12条の5の規定に基づき旅行者に交付する書面の記載事項 

ロ）企画旅行として行う場合にあっては、法第12条の7の規定に基づき行う広告表示の記載事項 

③ 告示第2号に基づき、交通拠点の存する市町村の区域からの発着を行う場合においても、道路運送法（昭和26年

法律第183号）の事業許可のない白ナンバーの貸切バスによる営業は認められない。 

 

  


