
 

Booking a travel package? Consider travel insurance.  
 

From 15 July 2015 onwards, your travel agent is required to ask if you wish to 

purchase travel insurance that includes coverage for business insolvency of travel 

agencies when:  

� you are buying a leisure travel product/package; or 

� your travel product/package costs at least S$1,000 (including GST) per person; or 

� you are paying a deposit or payment of at least S$500
 
per person. 

 

If you decide to buy travel insurance, your travel agent will: 

� help you buy the insurance; or 

� refer you to an insurer, if the agency does not sell travel insurance. 

 

Your travel agent will record the details of the insurance you bought, before 

continuing with your booking. 

 

Travel insurance is not compulsory.  If you choose not to buy the insurance, the 

travel agent will record your decision and proceed with your booking.    

 

Where to get more information? 
 

� Please visit the STB webpage at [https://www.stb.gov.sg/industries/travel-

agents/Pages/Consumers.aspx] or call STB’s hotline at 67366622 (Mon – Fri, 

9am – 6pm) for more details.   

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

【日本語訳】

パッケージツアーを予約されますか？　旅行保険をご検討ください。

7月15日以降、ご利用になる旅行会社は、お客様が

■観光旅行商品/パッケージツアーを購入しようとしている時

■お客様の旅行商品/パッケージツアーがお一人につき(GST込で)S$1,000以上の時

■デポジットもしくは支払いの一部としてお一人につきS$500以上を払おうとしている時

には、旅行会社破産時補償を含んだ旅行保険の購入をお望みになるか、お聞きしないといけません。

そのような旅行保険を購入すると決められた場合、旅行会社は

■旅行保険購入のお手伝いをします。

■その旅行会社が保険を取り扱えない場合は、保険会社へ紹介します。

旅行会社はご予約手続きを進める前に、お客様がご購入になった保険の詳細を記録します。

旅行保険は強制ではありません。保険を購入しないと選択された場合、旅行会社はお客様の選択を記録し、予約

手続きを進めます。

もっと多くの情報を得るためには？

STB(シンガポール政府観光局)のウェブページをご参照いただくか、STBのホットラインにお電話ください。
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旅行代理店からのお知らせ 

 
セクション(A)：旅行会社破産に対応する旅行保険について 
 

シンガポール政府観光局が旅行業のライセンスを与える条件として、弊社 郵船トラベル 
シンガポール はお客様  に以下のような旅行保険の購入を検討いただくようにご案内する

ことを求められております。 
 

＊弊社の破産に起因する旅行商品提供の不履行および中断に対応する保険 
＊支払いがなされる全旅行者を支持する保険 
 
セクション(B)：旅行保険購入のご判断について 
 

弊社はお客様の旅行商品に対するお支払いやデポジットをいただく前に、次の事項を記録す

ることを求められております。 
 

代表者の氏名（ローマ字）  
旅行商品名・予約番号  
全員の旅行者の氏名（ローマ字）  

 

今回、上記でご説明したような旅行保険を購入されますか？ 
（チェックを入れて下さい） 
 

 はい 
私は、旅行代理店を介して、そのような旅行保

険を購入することを希望します。 
D セクションへ 

 はい 

私は下記の WEB サイトに載っている保険会社の

リストを見て、自分自身でそのような旅行保険

を購入することを希望します。 
https://www.stb.gov.sg/industries/travel-
agents/Documents/TInsurers.pdf 

C と D セクションへ 

 いいえ 
*私は後で、そのような旅行保険を購入します。 
*私はすでに購入済みです。 
*私は被保険者になることを望みません。 

D セクションへ 

 
セクション(C)：旅行保険の詳細（保険の証明書 一枚ずつ） 
保険会社の名前  
ポリシーの名前  
ポリシー参照番号  
被保険者の名前  

＊もしくは、保険証のコピーをお渡しください 
 
セクション(D)：承諾 
 

お客様は旅行会社破産に対する旅行保険を購入しないリスクを承諾しています。下記に署名

することにより、このフォームの内容に対して正確に記入がされていることを承諾下さい。 
 

 
 
 
 
 
顧客の署名と日付 

 
 
 
 
 
旅行代理店のスタッフ名と日付 

 

日本語訳 


