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・我が国の旅行業者のウェブ取引は「旅行のウェブ取引に関するガイドライン」が事実
上の標準となって行われている。

１．はじめに

【背景】

「インターネット取引を利用する旅行業務に関する取扱いについて」
（通達：平成１９（2007）年１２月１７日国総観事業第２８９号）

１．営業所の登録
２．旅行業務取扱料金表、旅行業約款、標識の掲示の方法
３．取引条件説明（旅行者の了承）
４．契約書面等（電磁的交付の方法）
５．旅行契約の成立（確認ページの設定）
６．旅行業協会によるガイドラインの作成

【旅行業における電子商取引に係る検討委員会】
（平成１８（2006）年５月１０日

～平成１９（2007）年６月５日）
消費者保護の諸問題を検討（全５回）
●旅行業にあたるのか。

・「場貸しサイト」 ・トラベル・アドバイザー（個人）
・宿泊サイト

●旅行契約の標準化、旅行業法・約款の適用
・いわゆるダイナミックパッケージ ・オークション
・ギャザリング

「旅行業法施行要領（通達）」の改正
（平成１９（2007）年３月）

「インターネットを利用した旅行取引に関する
ガイドライン（平成２０（2008）年１月８日 届出）

（改訂）

・ISP（インターネット・サービス・プロバイダー）等が運営するウェブサイトを
介して旅行取引を行う場合は、予約入力画面から予約確認画面に移行す
る際（入力情報を送信する際）に、「旅行業者との取引」となる旨が明確に
表示される場合には旅行業となる（ＩＳＰの旅行業登録は不要）。

・いわゆるダイナミックパッケージ
包括料金（１プライス）で提示するものは募集型企画旅行として取り扱う。

・オークション
落札してから取引に入るようにする（「落札」は予約）。

「旅行のウェブ取引に関するガイドライン
（改訂版）」

（平成２６（2014)年６月３０日 届出）
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２.旅行取引について

・「旅行のウェブ取引」は「店舗（リアル）の取引」と同じ取引ができるようになっている。
・「旅行取引」は、旅行契約締結前に、取引条件の説明・書面の交付が必要である。

【募集型企画旅行の取引の例】

・「旅行業登録票」の掲示
旅行業法（※）第１２条の９（標識の掲示） （※以下「法」とする。）

・「旅行業務取扱料金表」の掲示
法１２条（料金の掲示）・・・手配旅行契約のみ

・約款の掲示・備置
法１２条の２（旅行業約款）

「旅行業法に基づく表示」と題して、原則として、
取引サイトのトップページから直接リンクされた
ページにこれらの事項を表示する。
（ウェブ上で手配旅行契約の取引をしない場合は「旅行業務取
扱料金表は掲示不要）

【店舗】 （来店する。） 【ウェブ取引】 （ウェブページにアクセスする。）

【参考】（6ページ）参照

旅行業法の規定

お客様 ウェブサイト・ポータルサイトの検索
企画旅行の広告 広告を見る 新聞・雑誌・チラシ等 「検索結果の表示ページ」は広告ではない。

（法第１２条の７） インターネット広告 　　旅行パンフレット 　…申し込む旅行の特定するためのデータ入力…
　　　　・旅行条件書 　　　　（出発日・参加人数・希望部屋数等）

取引条件の説明 旅行パンフレットを検討 　旅行パンフレット （広告・取引条件説明書面・ 【重要事項】コース名・日程・旅行代金・参加資格　等
（法第１２条の４） （旅行条件書を確認）  　・旅行条件書　　（交付） 　契約書面の一部の機能) 　　　　　　　 「旅行パンフレット」に準ずる。

　取引条件の説明 （口頭） 【共通事項】「旅行条件書」に準ずる。
コース決定

契約書面の交付 申込書を提出 ＜以下の書面で補充＞ ＊取扱営業所への連絡方法（電話・メールアドレス）
（法第１２条の５） 申込金の支払い 　領収書の交付 ・領収書（契約締結年月日） ＊お客様の了承を得て（ラジオボタン）、「書面の交付」

　（契約成立） 　 を電磁的方法で交付
確定書面の交付 最終日程表を確認 　確定書面の交付   ・現地における連絡先 ＊お客様が【重要事項】【共通事項】を保存

　…「保存」したことを旅行業者が確認（チェックボックス）
　 　「保存」により「交付」したことになる。

出　発   旅程管理 ＊旅行代金は、振込・カード決済（サイトにより異なる。）
＊苦情相談窓口の設置帰　着

店舗における取引

（標準旅行業約款
第１０条）

旅行業者

ウェブ取引
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３-１．ガイドラインの概要

・このガイドラインは日本国内に営業所を持つ旅行業者・旅行業者代理業者が行う旅行
業務に関する取引に適用する。 （ポータルサイトに広告を掲載・リンクされたサイトを含む。）

①取扱営業所は旅行業の登録を受ける。
②取扱営業所とサイトの営業時間は異なっても良い。
③安全管理をする（SSLによる暗号化、ＩＤとパスワード等）。
④掲載情報の最新性・正確性の維持
⑤「取引の流れ」についての表示と取引記録の保存の勧め
⑥苦情相談窓口の設置

【①一般的な留意事項】 【②ウェブページのイメージ：募集型企画旅行の例】

【③ポータルサイトでの販売】
（１）アフィリエイト広告

旅行業者の広告であることを明確にする。
（２）「場貸しサイト」

下記であれば、旅行業の登録は不要
①宿泊契約・運送契約の締結の承諾通知が宿泊・運送機

関の名義で行われる。
②利用料金が宿泊・運送機関との間で直接行われる。

【④ダイナミックパッケージ】

我が国では、包括料金のものは「募集型企画旅行」とする。
（旅行業者が予めサービスを選定するので募集性あり）

＊しかし、旅行代金の内訳を明示して「手配旅行」とするサイトも実在

【例】航空券+ホテル+（レンタカー）＝ 旅行代金
＊お客様が自由に組み合わせる。 （包括料金）
＊組み合わせの際に代金を算出（時価）

トップページにリンク 旅行業登録票記載事項
旅行業法に基づく営業所の表示 サイトの利用方法

旅行業約款
旅行業務取扱料金表

検索条件入力ページ 個人情報方針

検索結果の表示

旅行内容を特定する
データの入力ページ

取引条件説明書面ページ
【重要事項】コース名・旅行代金等 ・書面の電磁的交付 ・郵送
【共通事項】旅行条件書に準ずる ・クレジットカード ・銀行振り込み

・書面を保存
申込内容入力 （旅行業者が確認）

（氏名・住所・カード情報等） ・個人データの
　第三者提供の同意

申込内容確認

旅行契約成立 予約の成立

トップページ

ラジオボタン・チェックボックス　等

（書面郵送）

（申込書郵送）
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３-２．ガイドラインの概要

①オークションの出品ページは「広告」と取り扱う。
旅行業法第１２条の７（企画旅行の広告）の適用を受ける。
→命令・通達により広告の表示事項が規定。

②「落札」をもって旅行業者との間で「旅行契約の予約」が成立する。
→旅行業者が取引条件説明書面・契約書面を交付し、申込金を

収受した時に旅行契約が成立する。

【⑤オークションサイト】 【⑥ギャザリング】

旅行業者ではない者が、ネットを日常的に接触のある団体内部
を超えて参加者を募る行為は「無登録営業」となる。

【例】 ○○ツアー
・・・参加人数が増えればお安くなります！・・・

15～30名なら 10万円
5～14名なら 15万円

【参考】
旅行業登録票 旅行業務取扱料金表のイメージ ウェブページのイメージ
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①旅行業法令、旅行のウェブ取引に関するガイドラインに定
める要件を満たしていること。

②ウェブサイトで授受される情報のセキュリティ対策がとられ
ていること。

③個人情報に関し機密保持、管理の措置がとられていること。
④旅行者からの苦情に対する十分な措置がとられていること。

４．旅行業協会（ＪＡＴＡ・ＡＮＴＡ）の取組み

・旅行業協会は、「ｅ‐ＴＢＴ（electronic - Travel Business Trust：電子旅行取引信頼）
マーク」を交付して、電子旅行取引の普及と消費者の信頼確保に努めている。

【マークの交付基準】 【マークの運用状況等】
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資料：「数字が語る旅行業２０１３（ＪＡＴＡ）

（１）ｅ‐ＴＢＴマーク交付状況

旅行業者数
マークの
取得率

（Ａ） 会員数（Ｂ） サイト数 （Ｂ）／（Ａ）
ＪＡＴＡ正会員 1,117 58 64 5.2%
ＡＮＴＡ正会員 5,500 22 27 0.4%

＊ｅ-ＴＢＴマーク交付会員数は平成２７年１月６日現在

ｅ‐ＴＢＴマーク

計 80 91 1.2%6,617

（２）ＪＡＴＡ会員186社の営業状況
平成２５年９月にＪＡＴＡ会員（第１種のみ）を対象に経営分析のアンケートを実施し、
回答があった１８６社の直接販売の数値（平成２４年の決算時の数値）から作成した。

あり なし

28 158 186

(15%) (85%) (100%)

１兆３２３４億円 １兆８２７０億円 ３兆１５０４億円

(42%) (58%) (100%)

２１１６億円 ７２５億円 ２８４１億円

(74%) (26%) (100%)

ｅ‐ＴＢＴマーク
計

会員数

直接販売の総取扱額

うちウェブ販売額

（平成１２年６月から）


