
トラベル・スタンダード・ジャパン 旅行業務取扱手数料

特記事項取扱料金／手続料金項目

相談料金

(※1)及び 1件につき3,000 円＋税を重複徴収お客様の依頼による出張相談 出張のための交通費は別途申し受けます。

1件につき3,000 円＋税 ※1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

1件につき3,000 円＋税 ※1旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 　

1件につき3,000 円＋税 ※1運送機関の運賃・料金の見積もり 　

1件につき3,000 円＋税 ※1

旅行日程1日につき1,000 円＋税 ※1

1件につき2,000 円＋税 ※1お客様の旅行計画作成のための相談 (以降 30 分毎 )

旅行に必要な費用の見積もり

旅行計画の作成

　

運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合

　

　1件につき3,000 円＋税 ※1お客様の旅行計画作成のための相談 (30 分まで )

各種航空券　※ご出発当日の発券 手配料金は別途申し受けます。 
お一人様1商品を1件とします。
日本発及び海外発各種航空券ご出発当日の発券の場合。

日本発及び海外発各種航空券ご出発日の前々日、前日の発券 ( 土日祝日は含まず )
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。お一人様1商品を1件と数えます。

( アジア )お一人様1件につき10,000 円＋税
( その他エリア )お一人様1件につき15,000 円＋税

( アジア ) お一人様1件につき5,000 円＋税
( その他エリア )お一人様1件につき10,000 円＋税

各種航空券　※ご出発日の前々日、前日の発券 ( 土日祝日
は含まず )

緊急手続料金

特記事項取扱料金／手続料金項目

その他手続料金    

お一人様1件につき8,000 円＋税再入国許可 　

お一人様1件につき5,000 円＋税検疫 処置料、交通費は別途申し受けます。

お一人様1件につき10,000 円＋税査証 査証料・審査料は別途実費を申し受けます。
オーストラリア(ETAS)のみお受けします。

お一人様1件につき5,000 円＋税出入国記録書 　

お一人様1件につき10,000 円＋税

お一人様1件につき10,000 円＋税旅券 (パスポート/ 同行案内 )

旅券 ( パスポート/代理受理 )

交通費は別途申し受けます。
同行案内は東京のみで承ります。

交通費は別途申し受けます。
代理受理は東京のみで承ります。

旅券印紙代金は別途必要です。
住民票に記載された住所地が東京のお客様の申請のみ代理申請を承ります。お一人様1件につき5,000 円＋税旅券 (パスポート/申請書類作成 )渡航手続代行料金

海外発 航空券 10,000 円＋税航空券

ご旅行費用総額の15％以内＋税運送機関・宿泊機関・パーツ手配等の複合手配 下限は各取扱料金の合算額とします。ご旅行費用総額の15％以内＋税

派遣した社員1名につき15,000 円＋税空港等への送迎 交通費、宿泊費は別途申し受けます。　

1件につき2,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税オプショナルツアー・鉄道・バス・パス類・乗車 ( 船 ) 券類
レンタカー・送迎サービス・現地発着ツアー等

レストラン・施設への入場等の予約の手配代行手数料

入場券、観戦・鑑賞チケット類

お一人様1商品を1件と数えます。
鉄道パスのバリデーションは別途申し受けます。(1件につき2,000 円 + 税 )

お一人様1商品を1件と数えます。

お一人様1商品を1件と数えます。

1チェックイン ( 部屋単位 )・1ホテルにつき1件と数えます。

1件につき2,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税1件につき2,000 円＋税ホテル各種パーツ

お一人様1件につき10,000 円＋税ビジネスクラス利用

1区間を1件と数えます。

1航空券を1件とします。
( 航空券の発券後に発行される予約番号 (チケット番号 )1件につき1航空券とします。)

2,000 円＋税

航空券取消変更規定参照お一人様1件につき10,000 円＋税エコノミークラス /プレミアム・エコノミークラス利用日本発 国際航空券

特記事項変更／取消手続料金取扱料金／手続料金項目

取扱料金及び変更・取消手続料金
    

特記事項取扱料金／手続料金項目

その他の料金

1件1回につき6,000 円＋税Eチケット(チケット番号 )の再発行 

　
1件につき10,000 円＋税

1件につき2,000 円＋税

1件につき3,000 円＋税通信連絡費 (お客様のご依頼により、現地への通信連絡を行う場合 )

忘れ物捜索にかかる手数料

空港送付手数料

帰国後のマイレージ登録、会社の書類提出などの理由で
E-TKT(チケット番号 )を再発行する場合。

お客様のご依頼により、現地への通信連絡を行う場合
電話料金等の実費は別途申し受けます。

国・都市・ホテルによってはお受けできない場合もございます。
また、捜索の結果、お忘れ物が見つからなかった場合でも返金はいたしません。
なお、現地手配会社、ホテル等から請求される手数料、送料その他費用は、左記料金とは
別途申し受けます。

本来店頭または指定先への郵送渡しの航空券等を
お客様のご要望により 空港でお渡しする場合
空港により受け渡し可能な時間が異なります。

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。添乗員1日1名につき60,000 円＋税添乗サービス料金

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。
上記手配に関して受付日によりお受けできないこともございますので詳しくはお問い合わせください。
払戻し手続きには当該のチケット類を返却して頂く場合がございます。
返却いただけけない場合は払い戻し対象外となりますので予めご了承ください。
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海外旅行



特記事項取扱料金／手続料金項目

相談料金

(※2)及び 1件につき3,000 円＋税を重複徴収お客様の依頼による出張相談 出張のための交通費は別途申し受けます。

1件につき3,000 円＋税 ※2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

1件につき3,000 円＋税 ※2旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 　

1件につき3,000 円＋税 ※2運送機関の運賃・料金の見積もり 　

1件につき3,000 円＋税 ※2

旅行日程1日につき1,000 円＋税 ※2

1件につき2,000 円＋税 ※2お客様の旅行計画作成のための相談 (以降 30 分毎 )

旅行に必要な費用の見積もり

旅行計画の作成

運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合

　

　1件につき3,000 円＋税 ※2お客様の旅行計画作成のための相談 (30 分まで )

1件につき1,000 円＋税入場券、観戦・鑑賞チケット類
　

1件につき1,000 円＋税

1件につき1,000 円＋税パーツ手配 （オプショナルツアー・レンタカー・
送迎サービス・現地発着ツアー等） 　1件につき1,000 円＋税

1件につき1,000 円＋税

お一人様1件につき2,000 円＋税

お一人様につき3,000 円＋税運送機関・宿泊機関等の複合手配

宿泊機関の予約・手配

運送機関の予約・手配

個人（上記以外）の場合

　

　

ご旅行費用総額の15％以内 (10 名以上の団体手配旅行の場合 )

1件につき1,000 円＋税

お一人様1件につき2,000 円＋税

お一人様につき3,000 円＋税

変更に係る部分の変更前の
旅行代金の15％以内＋税ご旅行費用総額の15％以内＋税運送機関・宿泊機関等の複合手配各種パーツ

特記事項変更／取消手続料金取扱料金／手続料金項目

取扱料金及び変更・取消手続料金
    

特記事項取扱料金／手続料金項目

その他の料金

1件につき3,000 円＋税通信連絡費 (お客様のご依頼により、通信連絡を行う場合 )

1件につき10,000 円＋税忘れ物捜索にかかる手数料

電話料金等の実費は別途申し受けます。

ホテルによってはお受けできない場合もございます。
また、捜索の結果、お忘れ物が見つからなかった場合でも返金はいたしません。
なお、手配会社、ホテル等から請求される手数料、送料その他費用は、左記料金とは別途
申し受けます。

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。添乗員1日1名につき30,000 円＋税国内添乗サービス料金

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。
上記手配に関して受付日によりお受けできないこともございますので詳しくはお問い合わせください。
払戻し手続きには当該のチケット類を返却して頂く場合がございます。
返却いただけけない場合は払い戻し対象外となりますので予めご了承ください。

国内旅行
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