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ツアーガイドの使命とは

•ウズベキスタン共和国の「代表」として、

お客様にウズベキスタンについて知ってもらう
お客様にウズベキスタンを楽しんでもらう

お客様にとってウズベキスタン人の代表は、
ガイドとして長時間接するあなた自身なのです



旅行会社が求める
ガイディング



添乗員の役割

•添乗員は旅行会社が企画・販売するツアーに同行し、
旅行計画に従ってツアーが安全かつ円滑に運行され
るように交通機関や各種施設との調整や対応を行い、
旅程を管理する仕事です

•また、お客様に旅行を楽しんでいただくための工夫
をこらしてゆく旅の演出家としての一面もあります



添乗員とのチームワーク

添乗員
 旅程管理

ガイド
 旅の演出家

添乗員とガイドがチームワークを組んで、お客様に取って何が喜ば
れるのかを相談しあいながら、安全管理・旅程管理を行っていきま
しょう、それがお客様の満足につながります。

お客様
 大満足

２人のチームワーク
 安全管理等



旅程管理はタイムコントロール

予定を上手に調整する
ホテルの予約は大丈夫？？？
レストランの状況は大丈夫？？？

営業状況等を確認をする
行けないところが無いか？？？
今日やっているのか？？？

代替案を調整する
お客様が疲れた、トラブルがあった等々



ツアーガイドの役割とは
•ガイド
お客様が「ウズベキスタンに行って良かった」と思える
ように、ウズベキスタンの文化・歴史そして生活習慣な
ど様々な情報を伝え、有意義な時間を過ごせるように案
内する旅の演出家の仕事です。

•通訳
ロシア語もウズベク語も出来ないお客様や添乗員さんに
代わって、ホテルやレストランなどで通訳を行います。

•相談相手・質問相手
ツアー中、トラブルや質問が生じた際にはどうすれば解
決できるのか、よき相談相手となります。



安全管理は一歩先に

•撮影禁止箇所等は着く前に案内する

•常にお客様の先頭にたって、
危ない場所があれば注意を促す

•お腹を壊しやすい食べ物や
食べ方を事前に伝える

•無謀な運転をする運転手等がいたら、
即座に注意を促す



添乗員がいないときのガイド

ツアーガイドの役割
ガイド・通訳・相談相手

＋
添乗員の役割
旅程管理

•ガイドの果たす役割と責任は非常に重くなります



参考：日本では

添乗員：旅行会社から ガイド：バス会社から



日本の旅行マーケット



バックパッカー

日本人の旅行マーケット
シニア団体旅行

個人旅行
若者

高価格

低価格
～20USD/日

100USD～/日

18歳～

65歳～

パックツアー

お客様の層が違えば、
ニーズは異なります

それぞれの層に併せた、
対応が必要です



募集型企画旅行
（パックツアー）とは



日本人の旅行マーケット
シニア団体旅行

個人旅行
若者

高価格

低価格
～20USD/日

100USD～/日

18歳～

65歳～

パック
ツアー



募集型企画旅行（パックツアー）とは

•旅行会社があらかじめ、旅行目的地、日程、宿泊や
交通、観光などのサービス内容、旅行代金を設定し
参加者を募る旅行のこと。
旅行会社が自ら企画し販売する商品
旅程管理を行わなければならない
旅程保証、特別補償、損害賠償の責任を負う



日本のパックツアーの仕組み



パックツアーの特長

•お客様は個人旅行客の集まり
比較的お金に余裕のある高齢者が多い
ツアーで初めて知り合った人ばかり
個人情報の取扱に注意
全員の意識は異なる
人によって見たいものや

聞きたいことは異なる
時間管理等は特に注意



旅行契約は
お客様との約束



旅行契約はお客様との約束

•旅行の申し込みは、旅行契約の締結です

具体的には、お客様は広告やパンフレットに
書いてある旅行サービスが受けられることを
条件に、旅行会社にツアーを申込ます。

もし、パンフレットなどで提供を約束した
サービスが提供されなかったとしたら、企
画した旅行会社ばかりではなく、サービス
を実施する皆さんもその責任を問われます。



企画旅行に関する広告とは？？？

お客様が旅行を申込む際の判断材料

具体的には、新聞広告・パンフレットや
インターネット画面等

お客様は募集書面に書いてあるサービスが受けら
れると思い、旅行会社にツアーを申込みます。



募集型企画旅行広告の例①



広告の例②



広告の例③



取引条件を説明する書面とは？？？

お客様が旅行を申込む際の、
契約書面の一部

具体的には、
申し込み時の募集型企画旅行条件書等

お客様は取引条件を説明する書面に記載された
サービスが受けられることを条件に、
旅行会社と旅行契約を締結します。



旅程保証と変更補償金

•旅程保証
企画旅行において、契約書面どおり
にサービスの提供がなされなかった
場合に、旅行会社が旅行者に対し、
右に抜粋した内容の変更補償金を支
払うこと。

契約書面に記載された航空や宿泊、
観光内容に変更が生じた場合や、
サービスの内容が低下した場合など
がその対象となる。

旅行契約を守れない時は、
変更補償金をお客様に
支払わなくてはならない

変更補償金の支払いが必要となる変更
旅行
開始前

旅行
開始後

一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了
日の変更

1.5% 3.0%

二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光
施設（レストランを含みます。）その他の旅
行の目的地の変更

1.0% 2.0%

三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備
のより低い料金のものへの変更（変更後の等
級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載
した等級及び設備のそれを下回った場合に限
ります。）

1.0% 2.0%

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社
名の変更

1.0% 2.0%

七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称
の変更

1.0% 2.0%

八 契約書面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%

九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー
・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5% 5.0%



確定書面（最終旅行日程表）



旅程保証の免責事由となる場合

•下記の事由による変更の場合は、
変更補償金支払いの対象とならない
1. 戦乱
2. 暴動
3. 官公署の命令
4. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
5. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
6. 旅行参加者の生命又は

身体の安全確保のため必要な措置



旅程保証の責任を問われる場合

当初約束した旅行内容が実行されない場合

旅行会社から依頼を受けて手配を代行する
ツアーオペレーターやガイドのミスで
旅行内容が実行されない場合は、
日本の旅行会社はその責を負います

内容によっては、ウズベキスタン側に
損害に対する負担を求める場合もあります



トラブル事例

•最終日程表にはバスで移動と書いてあったのに、
人数が少ないからとバンに勝手に車を変えられた。

•ガススタンドが混んでいて予定時間に車が来なく、
予定箇所を回ることが出来なくなった。

•１箇所目の見学地に時間をかけすぎて、予定箇所を
回ることができなくなった

•レストランでやっぱ今日は別のものと言われた。
自分たちの仕事で回避できる事はたくさん。



自身のミスとされないために

•あらかじめ事前に確認して代替手段を準備し、
添乗員（場合によっては旅行会社）を通じて、
お客様の了承を得れていれば、もし臨時休業等が
あったとしても、皆さんのミスとはなりません

しかし、事前確認を怠って、最終日程表に
明記された内容が、現場に行ってから
提供不能になった場合などは、そのあとで
代替策をとったとしも、ミスとみなされます

日々の手配内容の確認等をしっかりと！！



必須事項と任意事項

•ツアーオペレータから頂く、指示書の中にも
必須事項と任意事項があります。

•必須事項 ＝ 旅程保証と変更補償金が絡む箇所
絶対に約束として実施しなくてはならない内容
確定書面＝旅行日程表に記載されていること

•任意事項
状況等によっては、省略・変更が出来る箇所



ミーティングの重要性

ミーティングは、お客様にウズベキスタンの旅
行を楽しんでいただくための準備の一環です。

ミーティングでは、違う立場の人間がお互いに
自分の立場から話をすることによって、これから
起こることをあらかじめ想定し、回避できることを
あらかじめ回避することが出来る役割があります

ミーティング（打ち合わせ）はとても大切です



出発前のミーティング

•ツアーオペレータと
ガイドで行うミーティング
旅行日程表・名簿・部屋割・予約記録等を受取る
旅行会社がお客様と契約した旅行条件を確認する
予約が全て正しく手配されていることを確認する

ツアーガイドがツアーオペレーターから、
ツアーを運営する役割を引き継ぐ意味を持つ



出発前のミーティングのポイント

•旅行日程表と指示書の確認
訪問先、時間を確認、不都合がないかどうか確認

•行程計画作成（過去記録の調査）
過去の記録を参照、時間配分を立てる

•列車・航空のチケットの確認
出発時間・到着時間・等級・人数・氏名など
すべての記載事項を確認する

•バスの確認
車種・バス座席数・運転手の氏名・携帯
通行できない場所や、駐車場所できない場所は無いか



ミーティングで気付いて防げるミス

╳早朝の航空便に搭乗するためにホテルの出発が
午前５時なのに、朝食が手配されてない。

╳博物館やバザールが休みの日に行く予定が入っている

╳長距離バス移動の時間に休憩時間が織り込まれていない

╳飛行機の出発時間までに全部を観光する時間がとれない

╳昼食の場所が遠く、往復の時間が余計に必要になる

╳夕食の場所が遠いのに、往復バスが手配されていない
即、ツアーオペレータを通じ旅行会社と代替案を考える



到着時のミーティング

•添乗員とガイドで行うミーティング
行程表と指示書のすりあわせ
添乗員さんが指示を受けた行程表と
ガイドがツアーオペレータから貰う
行程表は内容が異なっている場合が多い
手配内容が違う時は、ツアーオペレータに確認
変更事項や改善策等を添乗員と確認する
お客様用の旅行日程表をもらうと良い



毎日のミーティング

•添乗員とガイドで行うミーティング

•ガイドと運転手で行うミーティング
旅行日程表を基に本日の旅程を確認する
お客様の体調に応じて追加変更が無いかを確認する
予約内容によって対応が必要かどうかを確認する
事前にトラブルが起きないかを確認する



ツアー運営の責任
•基本的なツアー運営の責任は添乗員が持ちます
皆さんが責任を問われることはほぼません

•皆さんに責任が及ぶとしたら？？？
ガイドに熱が入りすぎた時
手伝ってほしいときに手伝ってくれないとき
職務を放棄し、自分時間としているとき
皆さんは通して旅程を案内するスルーガイドです、

○○だけを案内する現地ガイドではありません



まとめ

•旅行契約はお客様との約束です
お客様と約束した旅行内容が
確実に実施できるよう、
みんなでチームワークを
組んで頑張りましょう！！



余談ですが、、、

•ほうれんそう

（報告・連絡・相談）
でよい旅を！


