
〔1〕総則
1.この合宿免許プラン（以下「旅⾏」といいます）は、株式会社
WAKUWAKU（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施いたしま
す。参加されるお客様は、当社と旅⾏契約（以下「本契約」といいま
す）を締結することになります。
2.旅⾏の内容・条件は、募集広告、パンフレット、予約確認書⾯、旅⾏
条件説明書及び標準旅⾏業約款募集型企画旅⾏の部によります。
3.当社は、お客様が当社の定める⽇に旅⾏を開始することができるよう
に⾃動⾞教習所、宿泊施設、その他付帯するサービスを⼿配し、教習所
滞在⽇程を含め旅程を管理することを引き受けます。

〔2〕お申し込み及び本契約の成⽴、⽀払い⽅法
1.当社は、お客様より⼊校⽇、⾃動⾞教習所、運転免許種別を指定して
⼿配の希望を承り、且つ道路交通法、⾃動⾞教習所個別規則、旅⾏条件、
空枠状況を確認の上で当社が⼿配を承諾する旨をお客様へ回答した場合
に旅⾏のお申し込みとして取り扱います。
2.お申し込み後、当社が指定する期⽇までに銀⾏振込にてお客様より旅
⾏代⾦の全額を受領（当社が⼊⾦を確認）したとき、本契約の成⽴とし
て取り扱います。
3.旅⾏参加者が未成年の場合は、2の他に「親権者の同意書」を提出し当
社が確認したとき、本契約の成⽴として取り扱います。

〔3〕お申し込み条件
1.お客様のご都合により旅⾏を⼀時中断すること、⼀時帰宅することは
原則できません。ただし、⾃動⾞教習所の許可があるときは、再⼊校時
点の旅⾏代⾦との差額等、追加負担等特別条件を付加してお受けするこ
とがあります。
2.複数名でお申し込み頂いた後、⼀部のお客様が本契約を変更⼜は解除
する場合は、他のお客様全員の契約条件が変更となります。
3.当社はお客様が次に該当する場合、可能且つ合理的な範囲内でこれに
応じることといたしますが、⼿配することができないときはお申し込み
の承諾後や本契約が成⽴した後であっても、特別条件を付加するか本契
約を解除する場合があります。
①持病、⼼⾝の障がい、アレルギー、妊娠⼜は妊娠の可能性があり特別
な配慮が必要であることを知ったとき
②⾏政処分等を受け⽋格期間を満了していないことを知ったとき
③運転適性相談、医師の診断等当社が求める⼿続きがされないとき
4.当社は、次に該当する場合、何らの責任を負うことなく、お申し込み
及び本契約の締結を解除いたします。
①他のお客様に迷惑を及ぼし、⼜は旅⾏の円滑な実施を妨げるおそれが
あると当社が判断したとき
②暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係者⼜は反社会的勢⼒と関係す
ると知ったとき
③当社に対し、暴⼒的な要求⾏為、不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動もし
くは暴⼒を⽤いる⾏為⼜はこれに準ずる⾏為を⾏ったとき

〔4〕旅⾏開始前の本契約の変更及び解除
1.お客様は、いつでも表1の取消料をお⽀払いいただくことにより、本契
約を変更⼜は解除することができます。なお、本契約の変更⼜は解除は、
当社営業時間内に限り受け付けます。
2.当社は、お客様が当社の指定する旅⾏開始⽇⼜は集合時刻に遅れ、旅
⾏に参加できない場合の責任は⼀切負いかねます。この場合本契約はお
客様により変更⼜は解除されたものとして取り扱うと共に、表1の取消料
を申し受けます。

表1︓取消料

旅⾏開始⽇の前⽇から
起算して遡って 取消料

旅⾏開始⽇の20⽇〜8⽇前までの変更・解除 旅⾏代⾦の20%

旅⾏開始⽇の7⽇〜2⽇前までの変更・解除 旅⾏代⾦の30%

旅⾏開始前⽇までの変更・解除 旅⾏代⾦の40%

旅⾏開始当⽇（開始前）の変更・解除 旅⾏代⾦の50%

旅⾏開始後の変更・解除および無連絡不参加 旅⾏代⾦の100%

3.当社は、本契約が変更⼜は解除されたときは、既にお⽀払いいただい
ている旅⾏代⾦から所定の取消料を差し引いた残額を返⾦いたします。
この場合、返⾦時の⼿数料等実費はお客様の負担といたします。
4.お客様は、本契約の成⽴以降次の事由が⽣じた場合、取消料を負担せ
ずに本契約を変更⼜は解除することができます。この場合、返⾦時の⼿
数料等実費は当社の負担といたします。
①⾃動⾞教習所の事情により、旅⾏終了⽇が延期された場合
②⾃然災害、パンデミック、騒擾・暴動、テロ攻撃、代替不能な公共交
通機関の運休、官公署の命令により旅⾏の安全且つ円滑な実施が不可能
となるか、⼜は不可能となる可能性が極めて⼤きい場合

〔5〕旅⾏開始後の本契約の変更及び解除
1.お客様のご都合により旅⾏開始後に本契約を変更⼜は解除する場合、
⾃動⾞教習所の基準により、旅⾏代⾦から⼊所⾦、教材費、受講済の教
習料⾦、検定試験⼿数料、その他お客様の負担すべき費⽤を差し引いた
残⾦を返⾦いたします。
2.お客様が、旅⾏開始後のケガ、病気、その他の理由により旅⾏の継続
に耐えられないとき、当社は本契約の⼀部を解除することがあります。
その責任が当社にない場合、解除に伴う費⽤等はお客様の負担といたし
ます。
3.お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する⾏為、迷惑⾏為、
⾃動⾞教習所規則違反により円滑な旅⾏の継続に⽀障が⽣じるか、その
可能性が極めて⾼い場合、当社は旅⾏開始後であっても本契約を解除す
ることがあります。その場合、第1項の費⽤の他に損害の賠償を申し受け
ます。
4.本契約を変更⼜は解除する場合の返⾦額、返⾦⽅法、返⾦時期は⼊校
する⾃動⾞教習所の規則によります。

〔6〕旅⾏開始後の⽇程の変更
1.当社がお客様にあらかじめ提⽰する旅⾏終了⽇とは、⾃動⾞教習所が
定める教習課程を全て期⽇通りに修了した場合に卒業可能な⽇を指しま
す。学科試験や技能検定の合否、⾃然災害等の影響による教習中⽌によ
り教習課程を期⽇通りに修了しないとき、旅⾏終了⽇に関わらず終了⽇
は延⻑となります。この場合、当社は旅程保証の対象外として取り扱い
ます。

2.旅⾏終了⽇が延⻑となる場合、お客様より追加旅⾏代⾦等をお⽀払い
いただきます。但しあらかじめ追加旅⾏代⾦等を含む場合、⾃然災害等
の影響による終了⽇延⻑の場合は、契約に定める⽇数までお客様のお⽀
払いは⽣じません。
3.道路交通法の定める実技教習課程の修了もしくは修了検定に合格する
⾒込みがないと⾃動⾞教習所管理者が判断した場合、仮免許学科試験に
⾃動⾞教習所ごとに決められた回数以上不合格の場合は、旅⾏⽇程を中
断しお客様には⼀時帰宅いただきます。
4.前項の場合、⼀時帰宅後の旅⾏⽇程の再開は仮免許学科試験に合格し、
再⼊校時点の旅⾏代⾦との差額の追加負担等特別条件の付加を改めてお
客様へ提⽰し、ご承諾いただいた上でお受けいたします。

〔7〕旅程補償
1.旅⾏⽇程に、表2左欄に掲げる変更が⾏われた場合は、募集型約款の規
定によりその変更の内容に応じて旅⾏代⾦に右表に定める率を乗じた額
の変更補償⾦を⽀払います。
2.⼀募集型企画旅⾏契約について⽀払われる変更補償⾦の額は、旅⾏代
⾦の5%を限度とします。
3.⼀募集型企画旅⾏契約についての変更補償⾦の額が1,000円未満の場合
は、変更補償⾦は⽀払いません。
4.変更補償⾦の算定基礎となる旅⾏代⾦とは、表記の旅⾏代⾦に「教習
料⾦」「延泊による宿泊代⾦」の追加代⾦を加えた合計額です。

表2︓旅程補償

変更補償⾦の⽀払いが
必要となる変更

⼀件あたりの率（％）

開始前 開始後

1.「申込書」「最終確認書」に記載した旅⾏
開始⽇⼜は旅⾏終了⽇の変更 1.5 3.0

2.「申込書」「最終確認書」に記載した⼊校
する⾃動⾞教習所⼜は宿泊施設、その他⽬的
地の変更

1.0 2.0

3.「申込書」「最終確認書」に記載した宿泊
機関の種類⼜は名称の変更 1.0 2.0

4.「申込書」「最終確認書」に記載した宿泊
機関の客室の種類、設備、景観その他の客室
の条件の変更

1.0 2.0

5.前各号に掲げる変更のうち「申込書」「最
終確認書」のツアー・タイトル中に記載が
あった事項の変更

2.5 5.0

注1︓「旅⾏開始前」とは、当該変更について旅⾏開始⽇前⽇までにお客
様に通知した場合をいい、「旅⾏開始後」とは、当該変更について旅⾏
開始当⽇以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2︓第5号に掲げる変更については、第1号から第4号までの率を適⽤せ
ず、第5号によります。

〔8〕特別補償
1.当社は、当社に責任が⽣ずるか否かに関わらず、旅⾏業約款募集型企
画旅⾏契約の部の特別補償規程により、お客様が旅⾏に参加する期間中
に急激且つ偶然な外来の事故により、その⽣命、⾝体、⼜は携⾏品に発
⽣した損害を表2の範囲で補償いたします。

表2︓特別補償

補填 ⾦額

死亡補償⾦（すでに⽀払った後遺症保証⾦が
ある場合は差額以内） 1,500万円

後遺症保証⾦ 標準旅⾏業約款特別補填
規定別表第2に基づく

⼊院⾒舞⾦ 2万円〜20万円

通院⾒舞⾦ 1万円〜5万円

携⾏品損害保証⾦ 上限 15万円（免責3千円）

2.お客様のこうむられた⽣命、⾝体への損害の原因が、脳疾患、⼼疾患、
消化器疾患、ショック症状などお客様の持病や体質等に起因するもの、
故意、法令違反、重過失、⾃殺⾏為、飲酒酩酊、交通違反、⼭岳登はん、
ダイビング、遊泳や⽴⼊を禁⽌された区域への侵⼊・⼊⽔⼜はこれに類
する危険な⾏為に起因するもの、地震、噴⽕、津波及びこれらに随伴し
て⽣じた事故や秩序の混乱に基づいて⽣じた事故であるときは、当社は
本項の補償⾦及び⾒舞⾦を⽀払いません。
3.お客様のこうむられた携⾏品への損害の原因が、故意、法令違反、置
き忘れや紛失などの重過失、交通違反、補償対象品の瑕疵や⾃然の消耗、
外観の損傷であって補償対象品の機能に⽀障をきたさない損害によるも
の、地震、噴⽕、津波及びこれらに随伴して⽣じた事故や秩序の混乱に
基づいて⽣じた損害であるときは、当社は本項の携⾏品損害補償⾦を⽀
払いません。

〔9〕最少催⾏⼈員及び添乗員の同⾏
特に記載がないプランの最少催⾏⼈員は1名、カップルプランの最少催⾏
⼈員は2名です。全てのプランで添乗員は同⾏いたしません。

〔10〕旅⾏の⽬的地、出発⽇その他の⽇程
旅⾏の⽬的地、出発⽇その他の⽇程は、募集型企画旅⾏の「申込書」
「最終確認書」に記載します。

〔11〕旅⾏代⾦ 旅⾏代⾦の額は、募集型企画旅⾏の申込書に記載します。
旅⾏代⾦は、旅⾏出発⽇までの当社が定める期⽇までにお⽀払いくださ
い。

〔12〕旅⾏代⾦に含まれるもの
1.旅⾏⽇程に明⽰した教習料⾦、宿泊費、⾷事代、消費税等の諸税・
サー ビス料⾦及び特に明⽰したその他の費⽤等。
2.各プランに表⽰した「旅⾏代⾦に含まれるもの」として明⽰したその
他の費⽤。 上記代⾦は、お客様のご都合により⼀部ご利⽤されなくても
払戻しはいたしません。

〔13〕旅⾏代⾦に含まれないもの
第12項のほかは旅⾏代⾦に含まれません。その⼀部を例⽰します。
1.仮免許試験⼿数料、仮免許証交付⼿数料
2.プランに含まれない交通費、飲⾷代等の諸費⽤及び個⼈的性質の諸費
⽤及びそれに伴う税・サービス料。

〔14〕旅程管理者有無 全プラン、添乗員は同⾏しません。

〔15〕確定書⾯の配布時期
当社は、旅⾏⽇程、主要な宿泊機関等に関する確定旅⾏内容を「申込
書」「最終確認書」において記載できない場合は、確定情況を記載した
確定書⾯を遅くとも旅⾏開始⽇の前⽇までにお客様に交付します。また、
交付期⽇前であってもお問い合わせいただければ⼿配状況についてご説
明します。

〔16〕旅⾏条件・旅⾏代⾦の基準期⽇
この旅⾏条件の基準⽇と旅⾏代⾦の基準⽇は、旅⾏パンフレット等に明
⽰した⽇となります。

〔17〕⽬的地の安全衛⽣情報及びその取得⽅法
渡航先の衛⽣情報については、お申込みの教習所にご確認ください。

〔18〕当社の責任
当社は、当社⼜は⼿配代⾏者が故意⼜は過失によりお客様に損害を与え
たときは、損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は1⼈15
万円（ただし、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合はこの限りではあ
りません）。また次のような場合は、原則として責任を負いません。
①お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅⾏サービス提
供の中⽌、官公署の命令により損害を被ったとき。
②その他、当社⼜は⼿配代⾏者の関与し得ない事由により、損害を被っ
たとき。

〔19〕お客様の責任
1.お客様の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様
は損害を賠償しなければなりません。
2.お客様は、当社から提供される情報を活⽤し、「旅⾏条件説明書」
「申込書」「最終確認書」に記載された旅⾏者の権利・義務その他企画
旅⾏契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3.お客様は、旅⾏開始後に「申込書」「最終確認書」に記載された旅⾏
サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅⾏地に
おいて速やかに当社、当社の⼿配代⾏者⼜は旅⾏サービス提供者にその
旨を申し出なければなりません。

株式会社WAKUWAKU
代表取締役社⻑ ⻲川 弘晃
〒150-0011 東京都渋⾕区東1-2-23 MA東ビル5F
東京都知事登録旅⾏業 第2-7521号
⼀般社団法⼈全国旅⾏業協会 正会員 国内旅⾏業務取扱管理者 中平 雅也
（お客様のご依頼がある場合には、上記のものが説明を⾏ないます）

1.個⼈情報
個⼈情報とは、ユーザー個⼈に関する情報であって、その情報を構成す
る⽒名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、⽣年⽉⽇、その他
の記述等によりユーザー個⼈を識別できるものをいいます。また、その
情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することが
でき、結果的にユーザー個⼈を識別できるものも個⼈情報に含まれます。

2.適正な取得
個⼈情報はその利⽤⽬的をできる限り特定し、原則として本⼈の同意を
得た上で、適法かつ公正な⽅法で取得します。

3.⽬的外利⽤の禁⽌
個⼈情報は、資料請求・お問い合わせ・仮⼊所申込み等を⾏われた教習
所からのご連絡、WAKUWAKUが運営するサービスからのご連絡・お知
らせ（広告宣伝、メールマガジン含む）以外に利⽤しないこととし、そ
のために必要な措置を講じます。
※Google・Facebook・LINEその他広告配信事業者が保有するユーザー
リストと株式会社WAKUWAKUが保有するメールアドレス・電話番号・
その他連絡先の情報を紐づけて、株式会社WAKUWAKUのサービスユー
ザーのうち、当該広告関連事業者が提供するサービスを利⽤するユー
ザーを特定して当該サービス上でユーザーに各種サービスの提案・情報
提供・広告配信を⾏うことがあります。

4.第三者提供
個⼈情報は、WAKUWAKUが運営するサービスの広告配信および法令に
基づく場合を除き、本⼈の同意なく第三者へ提供しません。

5.安全性の確保
個⼈情報の管理にあたっては、漏えい、滅失またはき損の防⽌などの安
全管理のために、適切な予防および是正措置を講じるように努めます。

6.透明性の確保
個⼈情報の取得･利⽤･提供の各場⾯において、その情報を提供した本⼈
が適切に関与できるように努め、可能な限り正確かつ最新の内容に保つ
よう努⼒します。

7.苦情･相談への対応
個⼈情報に関する苦情および相談に対応する窓⼝を設けて、誠実かつ迅
速な対応を⾏います。

8.法令遵守
個⼈情報保護に関する法令などを遵守し、また個⼈情報保護に関する社
内規程を定め、確実に運⽤されるように継続的な⾒直しを⾏います。

9.プライバシーポリシーの変更
株式会社WAKUWAKUは、法令等の定めがある場合を除き、プライバ
シーポリシーを随時変更することができるものとします。

10.個⼈情報管理責任者 ユーザーの個⼈情報は、以下の者が責任をもっ
て管理するものとします。

株式会社WAKUWAKU 代表取締役社⻑ ⻲川 弘晃

【プライバシーポリシー（個⼈情報保護⽅針）】

ご⼊⾦の前に必ずお読み頂き、ご了承の上ご⼊⾦ください。
学⽣・未成年の⽅は、ご両親にもお⾒せいただき、承諾を頂いてください。

※この書⾯は旅⾏業法第12条の4に定める取引条件の説明書及び同法第12条の5に定める契約書⾯の⼀部となります※

⾝
体
条
件

視⼒ 両眼0.7以上、⼀眼それぞれ0.3以上の⽅（眼鏡・コンタクト使⽤可）

⾊彩識別 ⾚・⻘・⻩⾊の識別ができる⽅

聴⼒
⽇常会話を聞き取れる⽅
障がいをお持ちの⽅は、事前に相談してください
補聴器可、但し運転免許試験場の事前検査が必要です

学⼒ ⽇常⽣活に差し⽀えがない読み書きができる⽅

運動能⼒ ⾝体に障がいをお持ちの⽅は、
事前に各都道府県の運転免許試験場にて適性検査をお受けください

持病

統合失調症、てんかん、再発性の失神、無⾃覚性の低⾎糖、そううつ病、睡眠障害、認知
症、アルコールや薬物等の中毒などの持病をお持ちの場合、また、下記に該当する場合は、
⼊校を断りする場合がありますのであらかじめご注意ください。
・過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状も含む)を原因として、
⼜は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。

・過去5年以内において、病気を原因として、⾝体の全部⼜は⼀部が、
⼀時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

・過去5年以内において、⼗分な睡眠をとっているにもかかわらず、
⽇中、活動をしている最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となった
ことがある。

・過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが⼊っている状態を3⽇以上続けた
ことが3回以上ある。

・病気治療のため、医師から飲酒をやめるよう助⾔を受けているにもかかわらず、
飲酒をしたことが3回以上ある。

・病気を理由として、医師から運転免許の取得⼜は運転を控えるよう助⾔を
受けている。

住
所

お客様の住⺠票・本籍地記載の住所及び現住所が教習所と同県の場合、合宿コースでの⼊校ができない場合
があります。

年
齢

18歳以上の⽅（修了検定時に18歳になっていることが必要です）
合宿免許の場合の⼊校⽇⽬安
普通⾞AT免許︓18歳になる6⽇前／普通⾞MT免許︓18歳になる8⽇前

交
通
違
反
状
況

・無免許で違反歴のある⽅は、⽋格期間が終了していないと⼊校できません。
・免許停⽌処分を受けた⽅は、処分期間が終了していないと⼊校できません。
・免許を失効された⽅で失効⽇から1年以内の⽅は、申し込みをお断りさせて頂く場合があります。
・免許取得1年以上で取消された⽅で違反点数が3点以上となり初⼼運転者講習を受けなかった、
または再試験で不合格となった場合⽋格期間がありません。再試験で不合格になった場合は、申請に
より仮運転免許証が交付されますが、合宿免許をお申し込みの場合は、交付された仮運転免許証を
免許試験場に返上の上、新規でのお申し込みになります。

※⽋格・処分期間については、いずれの場合もお客様ご⾃⾝で最寄りの運転免許試験場に必ずお問い合わせ
の上ご予約ください。お客様が虚偽の申告をされた場合、ご卒業後に運転免許試験場で本免許試験を拒否・
保留されたり、受験できなくなったりすることがあります。

そ
の
他

①妊娠について
妊娠をしている場合、あるいは妊娠の疑いがある場合は必ず申し込み前にご相談ください。
②ケガについて
教習を受けるにあたって、⽀障のあるケガをしている場合（⼿⾜の⽋損、⾻折、体のマヒ、指が曲がらない
等）は必ず申し込み前にご相談ください。
③服装について
安全に教習を受けるために教習所が不適性と判断した場合、⼊校をお断りをする場合がありますので、⼼配
な場合はあらかじめ申し込み前にご相談ください。
不適性と判断される服装例︓運転の妨げになるようなアクセサリー類 / サングラス・カラーコンタクト等 / 
付け⽖（ネイルスカルプチュア等） / ヒールの⾼い靴・厚底靴・サンダル・ミュール・下駄・草履・ク
ロックスなど
④アレルギーについて
⾷事付きプランの場合、アレルギーなど、⼼配のある場合はあらかじめご相談ください。

※その他、安全に教習を受けられないと教習所が判断し、その指⽰に従えない場合は⼊校をお断りする場合
がありますので、⼼配な点がある場合は事前にご相談ください。

※申告内容に虚偽があった場合、⼊校をお断りさせていただく場合があり、その場合、キャンセル料⾦が発⽣する場合がありますのでご注意ください。

⼊校条件

旅⾏条件説明書


