
いつも弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。弊社では、お客様との旅行の契約または渡航手続きの斡旋、ご旅行の相談に際しまして、下記の取扱料金を申し受けます。

なお、各料金には特に記載のない限り消費税が含まれています。

海外旅行

●手配旅行に係る取扱料金

変更手続料金 取消手続料金 特記事項

当社取扱ディスカウント航空券

正規運賃・正規割引運賃航空券

世界一周航空券 ¥22,000

日本発航空券手配がある場合 ¥3,300

日本発航空券手配がない場合
航空券代金の

20％以内
(下限 \3,300)

呼び寄せ航空券 海外発→日本への国際航空券 1人1件 ¥16,500
契約時に明示

した料金
契約時に明示

した料金

・通信費など別途実費を申し受けることがあります。
・Eチケット発券不可時に航空会社カウンター発券の場合、航空会
社の発券手数料を別途申し受けます。

¥5,500 ― ― ・変更、取り消しは元の航空券の手続き手数料を申し受けます。

¥11,000 ¥5,500 ¥5,500

　　弊社にお支払い ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

　　現地でお支払い ¥3,300 ¥1,100 ¥1,100

鉄道（乗車券・座席指定・パスなど） ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200
・1人1区間を1件とします。
・2区間以降は、￥1,100を申し受けます。

バス ¥5,500 ¥3,300 ¥3,300

レンタカー ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

現地発着ツアー（観光・オプション） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

1件 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500
・1予約を1件とします。
・手配内容により別途料金が発生する場合があります。（通信費な
ど）

1手配 ¥5,500 － － ・企画・実施箇所が認めた場合に限ります。

●その他手続きに係る料金

特記事項

¥3,300

¥3,300

¥3,300

¥3,300

¥22,000

¥11,000

¥11,000

¥5,500

●渡航手続代行料金

特記事項

¥8,800

¥3,300

出入国記録書 1人1件 ¥3,300 ・当社で航空券を手配する場合は無料で承ります。

1人1件 ¥5,500

各種証明書 1書類 ¥5,500
・書式確認の上の会社印等の押印、および書類の記載内容につい
ての最終的な責任はお客様に帰属します。

Eチケット(チケット番
号）の再発行

1回 ¥3,300 ・帰国後にお客様の事由により再発行する場合

海外発航空券
（ON-TO）

1人1件
契約時に明示

した料金
契約時に明示

した料金

・1区間を1件とします。
・Eチケット発券不可時に航空会社カウンター発券の場合、航空会
社の発券手数料を別途申し受けます。

マイレージ・ポイント等によるアップグレード代行手続き
1人1件

マイレージ等による特典航空券手配代行手続き

旅行業務取扱料金表

内容 取扱手数料

日本発
国際航空券

1人1件

航空券代金の
20％以内

(下限 \3,300)
契約時に明示

した料金
契約時に明示

した料金
・Eチケット発券不可時に航空会社カウンター発券の場合、航空会
社の発券手数料を別途申し受けます。

レストラン・その他サービスの予約のみの手配代行

募集型企画旅行の旅程の一部変更

※　航空券・パーツ商品の発券後の払戻しは、当社で販売・発券した航空券・パーツ商品のみ承ります。但し、一部適用除外商品があります。
※　払戻し手続きには当該の航空券・パーツ商品のチケット・クーポン類の返却を求めることがあります。紛失された場合は払戻しが出来ないことがありますので予めご了承ください。

　　ホテル 1件 ・1チェックイン、1ホテルにつき1件とします。

パーツ
（鉄道・バス・乗車（船）
券類・レンタカー・送迎
サービス・現地発着ツ
アー等）

1件 ・1予約を1件とします。
・手配内容により別途料金が発生する場合があります。（通信費な
ど）

当日手続料金
（出発日当日の緊急発
券の場合）

当社取扱ディスカウント航空券

1人1件
・手配料金は別途申し受けます。
・航空券輸送手続料金は不要です。
・1人1商品を1件とします。

正規運賃航空券

正規割引運賃航空券

鉄道・バス・乗車（船）券類

内容 取扱手数料

緊急手続料金

当社取扱ディスカウント航空券　／出発の前々日、前日の申込み

1人1件

・土日祝日は除きます。
・お客様のご都合により、発券が当日になる場合は当日発券手続
料金を申し受けます。
・手配料金は別途申し受けます。
・1人1商品を1件とします。

正規運賃航空券　／出発の前々日、前日の申込み

正規割引運賃航空券　／出発の前々日、前日の申込み

鉄道・バス・乗車（船）券類　／出発の前々日、前日の申込み

当社にお問い
合わせください

・印紙代・査証料・審査料等、別途実費を申し受けます。
・日本発航空券手配がない場合はお受けできません。
 （アメリカESTAのみ可）

商用・業務査証の申請書作成代行又は申請書作成と申請代行

移民、留学、役務、長期滞在等特別な目的の申請書作成又は
申請書作成と申請代行

査証取得手続き代行者に依頼する場合の申請手続き

査証免除の手続書類の作成

※　上記手配に関してご出発日の前々日・前日・当日のご予約は、場合によりお受けできないことがあります。

内容 取扱手数料

旅券
申請書類作成と申請代行

1人1件
・代理申請は京都・大阪・滋賀・奈良のみで承ります。
・旅券印紙代は別途申し受けます。申請書類の作成のみ

アメリカ　ESTAの登録と確認証の発行、登録内容の確認と修正

航空会社の予約確認書（コンスリ）、会社推薦状、海外出張命令書、英文経歴書、英
文日程表、費用負担証明書、（公証人役場への）委任状の作成代行

帰国後のEチケット（チケット番号）の再発行手続き

出入国記録書類の作成代行

観光査証の申請書作成代行又は申請書作成と申請代行

1人1国査証

※　上記の各該当料金は合算して申し受けます。上記手続代行料金以外に実費を申し受けます。



●相談料金

特記事項

¥3,300

¥1,100

¥3,300

¥3,300

¥1,100

¥5,500

¥2,200

¥5,500

●その他の料金

特記事項

¥16,500

￥16,500追加

添乗サービス料金 ¥66,000 ・宿泊・交通実費、その他添乗に必要な経費は別途申し受けます。

連絡通信費 ¥3,300 ・電話料金等の実費は別途申し受けます。

国内旅行

●手配旅行に係る取扱料金

変更手続料金 取消手続料金 特記事項

ANA・JAL・スカイマーク ¥2,200 ¥2,200 ¥2,200

上記以外の航空会社 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,300

弊社にお支払い ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

現地でお支払い ¥3,300 ¥1,100 ¥1,100

鉄道（JR券、私鉄など） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100
・1人1区間を1件とします。
・2区間以降は、￥1,100を申し受けます。

バス ¥5,500 ¥3,300 ¥3,300

レンタカー ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

現地発着ツアー（観光・オプション） ¥1,100 ¥1,100 ¥1,100

1件 ¥5,500 ¥5,500 ¥5,500
・1予約を1件とします。
・手配内容により別途料金が発生する場合があります。（通信費な
ど）

1手配 ¥5,500 － － ・企画・実施箇所が認めた場合に限ります。

●相談料金

特記事項

¥3,300

¥1,100

¥3,300

¥3,300

¥1,100

¥5,500

●その他の料金

特記事項

¥16,500

￥16,500追加

添乗サービス料金 ¥33,000 ・宿泊・交通実費、その他添乗に必要な経費は別途申し受けます。

連絡通信費 ¥3,300 ・電話料、その他通信実費は別途申し受けます。

（注）

2023年2月改訂

株式会社アートツーリスト

添乗サービス

1件につき

旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 資料（A4版)1枚につき

その他の旅行 留学、移民、国際結婚等特殊な目的を伴う渡航相談
基本料金（60分まで）

以降30分ごと

内容 取扱手数料

観光旅行・業務渡航

お客様の旅行計画作成のための相談
基本料金（30分まで）

以降10分ごと

旅行日程表の作成 旅行日程1件につき

旅行代金見積書の作成

・関西空港・伊丹空港に限ります。
・22時から～5時までを深夜とします。
・交通実費は別途申し受けます。

空港での斡旋を、深夜・早朝・日曜日・休祭日に行った場合（但し、お
客様のご依頼による場合のみ）

上記代金に、
斡旋員1名につき

内容 取扱手数料

添乗員1名1日

1件お客様のご依頼により現地手配等の通信連絡を行う場合

お客様のご依頼による出張相談 上記の料金に追加代金

内容 取扱手数料

空港等での斡旋
サービス

空港等での斡旋
（但し、お客様のご依頼による場合のみ）

斡旋員1名につき

パーツ
（鉄道・バス・乗車（船）
券類・レンタカー・送迎
サービス・等）

1件 ・1予約を1件とします。
・手配内容により別途料金が発生する場合があります。（通信費な
ど）

レストラン・その他サービスの予約のみの手配代行

募集型企画旅行の旅程の一部変更

内容 取扱手数料

国内航空券 1人1区間
・旅行契約成立後、お客様のお申し出により、旅行を中止される場
合でも、取扱料金を収受いたします。

　　宿泊機関 1件 ・1チェックイン、1ホテルにつき1件とします。

お客様の依頼による出張相談 上記の料金に追加代金

内容 取扱手数料

空港等での斡旋
サービス

空港等での斡旋
（但し、お客様のご依頼による場合のみ）

斡旋員1名につき

相談料金

お客様の旅行計画作成のための相談
基本料金(30分まで)

以降10分ごと

旅行日程表の作成 旅行日程1件につき

旅行代金見積書の作成 1件につき

旅行地又は運送・宿泊機関等に関する情報提供 資料（A4版)1枚につき

・関西空港・伊丹空港に限ります。
・22時から～5時までを深夜とします。
・交通実費は別途申し受けます。

空港での斡旋を、深夜・早朝・日曜日・休祭日に行った場合（但し、お
客様のご依頼による場合のみ）

上記代金に、
斡旋員1名につき

※　上記料金には、電話料、通信費、送料等実費は含まれておりません。通信実費を別途申し受ける場合があります。
※　上記料金は、旅行を中止される場合でも払戻ししません。

添乗員1名1日

1件

添乗サービス

お客様のご依頼により緊急に現地手配・取消・変更等のために通信
連絡を行った場合


