
　
　　　アルタイツアー契約書（和訳）

※英原文と和訳が異なる場合は、英原文を正式なものとしま
す。

　
契約
観光サービス
2016年　　月　　日

ツアーオペレーターは「アルタイ・ツアー」は、ウルギー市での
法的資格を有する、バヤン・ウルギーAIMAG・モンゴルは、モン
ゴルの政府が2005年8月25日に発行された状態ライセンス
2003635に従い、この契約書を発行します。
私、_________________________________________は、以下
の契約に旅行者として、「アルタイ・ツアー」の観光案内サービ
スに契約し締結します。（以下、アルタイ・ツアーを「ツアーオ
ペレーター」と略記します）

契約
1.1。ツアーオペレーターは、観光客に指定された（以下、「観光
商品」または「ツアー」と呼ばれる）サービスのパッケージを提
供するために行っています。契約に設立された支払いと引き換え
に、ファックスまたは電子メールによって彼に送られた書面で観
光客の要求（受注）に応じて、この契約のをします。

1.2。この契約の下で提供観光商品は、（ツアーオペレーターによ
って確認時に満たされなければならない）、以下のサービスが含
まれていることを了承します。

名前、人数：

宿泊：



カテゴリー、部屋のタイプ：

到着日、出発

お食事：

エクストラサービス：

2.費用と支払い
2.1。 10％の付加価値税を含む注文した観光商品__________ド
ル。

2.2。支払金額は、ツアーオペレーターの価格に応じて設定されま
す。支払いは米国ドルでなされた場合、（モンゴルの非居住者の
ための）ユーロは、観光製品のコストを支払い、プラス1日にモン
ゴルの国立銀行の為替レートを考慮したツアーオペレーターの価
格に応じて固定されており、 5％。お支払いは、ツアーオペレー
ターへの送り状時に行わなければなりません。支払いの通貨は、
この契約および/または請求書の発行の署名前に観光客によって選
択されなければなりません。

2.3。全体的な支払いは、この契約の署名後3（3）銀行日以内にし
なければなりません。注文した観光製品が支払われるに失敗した
か、不当に支払われた場合、契約は無効とみなされるものとし、
観光客の申込みが取り消されます。その後、観光客はこの契約お
よび/またはツーリストの申込み（オーダー）の下でツアーオペレ
ーターの費用を弁償しなければなりません。

2.4。支払いは現金で行われ、またはツアーオペレーターの銀行口
座に転送されなければなりません。支払日は、合計がツアーオペ
レーターの口座に入金される日と見なされなければなりません。



2.5。観光商品のコストのすべての変更は、 1.2。走行条件、用語
の変更、輸送運賃、増加または新しい税率、手数料やその他の義
務の支払いの採用、国民の劇的な変動の不測の増加の実質的な劣
化のように、唯一の深刻な変更の条件の下で可能であり、その終
了後に契約の為替レートと、この契約に定めるその他の条件にな
ります。
観光客はツアーオペレーターへ予約費を除くすべての受信先に支
払い、彼を返すために義務がされているとの本契約の実行を拒否
する権利を有しています。
2.6。ツアーオペレーターが観光に注文した観光商品提供を失敗し
た場合、ツアーオペレーターは同等の観光商品や上位クラスのも
のを提供する権利があります。
  
当事者の権利および義務
3.1。ツアーオペレーター
- 観光客の状態を確認すべての必要書類と観光を提供し、対応する
観光サービスを提供します。
- この契約の下で観光旅行サービスを提供すること。
- 契約についてツーリストに知らせるために、この契約の締結前
に：
- すべての必要な書類（パスポート）、入国・出国ビザ、文書の処
理の際の一般的な要件。
- いくつかの疾患、物理的条件や欠点、観光客の年齢の場合には禁
忌などの旅行に対する医療警告。
- 消費者保護法によるツアーオペレーター、ツーリストの場所、住
所、登録、証明書およびその他の情報。
- ツーリストの支払不能または失敗（倒産）と保証を提出した金融
機関のイベントでツアーオペレーターの金融保証。
- ツーリストのリクエストに応じに関する追加情報を提供。
- 旅行のプログラム。
- （輸送が観光サービスパッケージの一部として提供されている場
合）は、その種類やカテゴリー、航空券を接続し、輸送上のコー



ドおよび規則によって提供される他の重要な情報を含むトランス
ポートの特性;
- ホテルや宿泊施設の他の場所（その場所、一時的な滞在場所の法
律に基づいて分類、宣言されたホテルサービスの標準、一時滞在
のルール、用語やホテルのサービスとの他の重要な情報について
は、支払いの条件に対応の確認モンゴルの法律に従い。）（ホテ
ルのサービスが、観光サービスパッケージの一部である場合）。
- 地元の習慣、歴史、文化、自然のモニュメントや特別な保護下に
ある他の観光スポット、ならびに、環境衛生と疫学的条件;
- 一時的に滞在する居住国のルール（場所）。
- 旅行中に乗るものや食事のタイプ。
- 遠足サービス、会議や、ガイド支援オフを参照してください。
- 観光サービスとその期間の開始と終了の日付と時刻。
- グループ内の観光客の最小数、グループの不十分な大きさに関連
した旅行のキャンセルの観点から、観光サービス、保険料の支払
い、政策条項のレンダリングに接続されたリスクに対して保証す
る保険会社。
- 観光サービスや支払い条件のコスト。
- 再生利用、アドレスや緊急時に対処することができる一時的な滞
在や地方事務所の国のモンゴル外交代表者の電話を受信するため
のツアーオペレーターによって認可体の確認。
- 契約に基づいて提供することが可能な義務医療・傷害保険。ツー
リストは彼自身によって保険契約を締結する権利を有します。
- ツアーオペレーターに付随するすべての可能な手段で観光にモン
ゴルの法律に従ってツーリストの安全保障に貢献。

3.2。観光客
- 旅行代理店への適切な時間、観光サービスのための支払いを行
います。 
-契約の適切な時間内のグループの会合の場所に来てすること。
- ツーリストは、法律、カスタムまたはビザ要件など、正確で偽
りのない情報をツアーオペレーターに提供します。



- 一時滞在国からの入国・出国の期間、その国の習慣や地元住民
の伝統、ルールや法律の要件を満たします。公共の秩序と合法
性、滞在の場所での内部規制と火災安全規則を遵守し、危害、損
害を与えません。
- 旅行の前に契約のキャンセルの場合には、ツアーオペレーターの
実際の費用をカバーします。
- 旅行者の違法行為や旅行者と一緒に旅行している人物のものに
よって引き起こされるすべての損害のためのツアーオペレーター
に補償します。
- 宿泊施設、食事、配信などのプロバイダに生じた損害を回復する
ためには旅行者自身の費用で支払いを行います。
- ツアー内容に含まれないサービスを要求する場合は、十分かつ
適切な時間にその金額を支払うこと。
- ツアーの条件は、この契約の規定に不十分である場合は、ツア
ー終了後14日以内に書面でツアーオペレーターにクレームを通知
します。クレームは、この契約の規定にサービスを提供し、この
契約のコピーだけでなく、ツアーの条件の不備を他の証明を添付
し報告書にする必要があります。
- キャンセルの場合には、ツアーオペレーターへの観光客の彼の状
況、保険契約とそれに対応する観光サービスで提供するために彼
を許可した他の文書を確認する文書を返します。

3.3。ツアーオペレーター
- 完全に観光客に起因する損害が起きた場合賠償を求めます。
- 小旅行、活動や文化イベントの変更命令。

3.4。観光客
- この契約に従い、観光サービスを受諾します。
- 観光製品に正確で完全な情報を提供するツアーオペレーターと、
この契約、モンゴルの既存の法律に従います。

4.負債および責任の免除



4.1。ツアーオペレーターによってこの契約を実行するために失敗
した場合には、観光客は支払額の返還を請求する権利を有しま
す。 
4.2。ツアーオペレーターによるこの契約を実行を拒否する場合に
は、観光客に契約の解除によって引き起こさた証明損害賠償の支
払いを求める権利を有します。
4.3。観光客が適切ではない文書、または発行されたビザを超える
旅行を行うことができない場合、旅行者は旅行やキャンセルに接
続されたすべての費用で起訴されなければなりません。
4.4。被保険者の事故の場合、観光客は、保険契約に基づいて保険
会社に対して損害賠償を請求する権利を有します。
4.5。観光客が、意図的、または自発的に本契約に定めるサービス
の範囲を超えた行動をした場合はツアーオペレーターは責任と補
償を負いません。
4.6。ツアーオペレーターの負債は、キャリッジまたはトランスポ
ートの時刻表で変更の取り消しと範囲の変更やツアー内容を以下
の例では除外されています。そのような場合には航空会社や他の
運送会社と第三者が乗客や法律のキャリッジの規則に従って責任
を負うものとします。フライトのチケットは観光客がツアーをキ
ャンセルすると払い戻しの対象ではありません。
4.7。荷物の安全性は、ツアーのすべての期間中、ツアーオペレー
ターの責任の対象ではありません。
4.8。ツーリストが原因による法秩序の違反、当局や関係者によっ
て禁止されていることを行った場合、ツアーオペレーターは責任
を負いません。
4.9。不当ツーリストによって契約された場合、ツアーオペレータ
ーは、この契約の不完全さや不実の実行のための責任を負わない
ものとします。
4.10。ツアーオペレーターの責任は、ツアー商品の二重のコスト
を超えてはなりません。
4.11。ツーリストは実際に提供したサービスに限り、ツアーオペ
レーターに払い戻し実費、特に予約費のような従来の旅行の最初



に契約を取り消す権利があります。撤回の通知は書面で完了しな
ければなりません。
4.12。旅行者はその契約取り消しする場合、少なくとも50日間が
必要です。ツアーオペレーターは彼にツアーの費用を返済しま
す。
- ツーリストは、そのツアーの30日間より前にツアーをキャンセ
ルした場合、25％の割合でペナルティで返金されます。
- ツーリストは20日間以内にキャンセルした場合、ツアーの費用
の50％のペナルティが課され返金されます。
- ツーリストは10日間以内にツアーをキャンセルした場合、この
契約は返金されません。

4.13。グループ内観光客の最小数が旅行を実施するには不十分で
あることが発生した場合、ツアーオペレーターは無補償で契約を
解除する権利を有する。
予約費やキャンセル料は観光客に課せられてはなりません。
4.14。観光客は、ツアー会社が提供する義務を履行するために失
敗した場合、ツアーオペレーターに可能な範囲での変更リクエス
トを提供するようにします。
4.15。リクエストで観光することによりすべての変更は、ツアー
会社で提供します。
4.16。ツアーオペレーターは、追加サービスの不正確な観光提供
のための責任を負いません。
4.17。観光によるツアープログラムの用語や航空券の違反の場合
には、ツアーオペレーターは、この契約の下で彼の義務の不履行
の責任を負いません。
4.18。ツアーオペレーターは、そのような品質がこの契約、規
制、対応する規格によって確立されていると、この契約の下で提
供されるサービスの品質に責任を負います。
4.19。観光客がは、正しい旅行の組織と事業のための正確な情報
をツアーオペレーターに提供するための責任があります。



5. 不可抗力による実行が不可能になる場合
5.1。不可抗力による義務の実行が不可能な場合、すなわち：戦
争、自然災害、ストライキ、テロ、疫病、回転及び締約国の制御
を超えている神の他の行為、特に法律の採用および/または他の規
制本契約の条項を禁止または制限する、締約国は、この契約の下
での義務の不時の実行のための債務免除とみなされます。締約国
はこのような状況の初めについて、状況を認識した3日以内に書面
で他の党に助言しなければならない。ツアーの契約条件は、それ
が終了するまで延期されます。
5.2。不可抗力による実行が不可能な状態が、3ヶ月継続した場
合、いずれかの当事者が一方的にその義務の履行に関連して、実
際の費用の償還を提供する契約を解除する権利を有します。

6.準拠法・仲裁
6.1。任意の友好的な合意に達した。この契約の性能に関するすべ
ての可能な紛争は交渉によって解決され、仲裁は、対応する管轄
の裁判所で行われるべきです。
6.2。観光サービスの品質への非難が出現した場合、観光客はそれ
をツアーオペレーターに通知し、サービスの提供者の公式代表者
に目を向ける必要があります。
欠点を除去することができない場合は、サービスの提供者の代表
者は、これらの欠点及びこれらの欠陥を排除するために着手措置
に関する詳細な報告書を作成します。レポートには、3つのコピー
で構成され、観光客や代表によって署名されなければなりませ
ん。観光客は、任意の提案代替サービスを利用する場合は、契約
が正式に実施され、いずれかの請求項は認められないと考えなけ
ればなりません。書面での請求はツアーの最後から14日以内に入
院しなければなりません。正式構成レポートおよびその他のサポ
ート文書のコピーは、請求書に添付しなければなりません。未確
認であり一方的に構成される請求は不当と考慮されます。

7.有効性及び解約



7.1。契約は、締約国によるその署名の瞬間から発効します。
7.2。契約は、その規定が完全に締約国が、それらの相互の合意に
よって実行されたときに終了とみなされなければなりません。
7.3。締約国は、契約またはその取消前に、すなわち、その条件の
重大な変化に起因するツアーの先頭への改正を必要とする権利を
有します。
7.3.1。ツアーの用語や変更、条件を変更。
7.3.2。輸送運賃の不測の増加。
7.3.3。現在の税率、手数料およびその他の義務の支払いの増加だ
けでなく、新たな支払いを採用。
7.3.4。国の為替レートの劇的な変動。
7.3.5。契約に従った任意の他の理由。

8.特別条件
8.1。観光客は、彼自身の力によって保険会社との契約を締結した
場合、彼はこの契約を添付しなければならない。ツアーオペレー
ターへ保険の契約の正当な権限を提供する義務を負うものとしま
す。
8.2。観光客が契約に示されているホテルや部屋に収容することが
できない場合、同等以上のカテゴリの他のホテルや部屋には余分
な支払いを負わないものとします。

9.最終条項
9.1。契約は英語で2つの元のコピー（パーティーのための1つの
コピー）で作られています。両方のコピーが本物であり、同等の
有効性を持っています。
9.2。この契約へのすべての改正および添付は、それらが相互に合
意し、構成書面または契約全体を考慮に取って改めて結論されて
いる場合にのみ有効とさせていただきます。
9.3。旅行者の署名、観光は、モンゴル国の観光法律・第20条に
より提供される観光サービスの提供の条件、自主的、自身の自由
意志に作用していることを確認します。



9.4。ツアーオペレーター
___________________________________________________________
________________により、この契約の下での情報と観光を提供し
ます。観光客はここに彼が以下の通信設備を用いて通知すること
ができないの場合、リスクを負担しなければならないことを確認
します。

10.アドレスおよびその他の情報

ツアーオペレーター：
ツーリスト：
「アルタイ・ツアー」
Ulgii市、バヤン・Ulgii AIMAG、モンゴル
電話：+ 976 99425987
ファックス：+ 97670422815
共通基盤上の所得税の支払人
VAT納税者の証明書なし211001022
納税者はありません2003635
USD通貨アカウント：
Golomt銀行のバヤン・Ulgiiブランチの口座番号5809375074

（Byekjan Kazbyek、ディレクター）

「これによって、契約のすべての条項は、私と私と一緒に旅行す
るすべての人と合意していることを確認し、契約の条項に維持す
ることを約束します。私（たち）は「契約の下、観光サービスの
条件すべてについて、必要な分かりやすい、真の情報に精通して
います


