
（注）今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。

旅行代金には燃油サーチャージが　　　　　おります。（注）含まれて
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黄金リング

店舗数は1,200以上！
総敷地面積は東京ドー
ムの約23個分
世界最大級のショッピ
ングモールです。

全長275mと世界一で、ビル50階建てに相当
する150mの高さにまで噴き上がる噴水。音楽
に合わせて水が舞う大迫力の噴水ショー。

高さ828ｍの世界一
高いビル。砂漠に咲く
ヒメノカリスの放射線
に広がる花弁がモチー
フになっています。

ゴールドスーク内「Kanz」
にある世界一大きな黄金
リング。その重さは何と
60kg超え！

ドバイを象徴する建物のひとつ
で、世界初の7つ星ホテル。先端
からの高さは321mとパリのエッ
フェル塔よりも高い。V.I.P.専用
屋上ヘリポート、全室メゾネットス
イートなど、7つ星にふさわしい豪
華さを誇ります。

世界最大の
噴水ショー

世界初
7つ星ホテル

世界一
高い建造物

ドバイの世界一

レイクライド

H.I.S.ならボートに
乗ってゆっくり鑑賞

148階展望台
（地上555m）

124階展望台
（地上452m）

122階
レストラン
（地上442m）

パーム・ジュメイラ
世界最大の人工島。この独特の
形はヤシの木がモチーフになっ
ています。バラエティに富んだ
ホテルが数多くあるのも魅力で
す。中央には全長約5.4kmのモ
ノレールが走り、現在もホテルが
続々と建設されています。

世界一大きな
金の指輪

世界一広い
ショッピングモール

★日本語ガイドと巡るドバイにある色々な
世界一を含む充実の観光

★名物料理を含む8回の食事付

企画担当者のおすすめポイント

世界一
大きな人口島

どきどき体験
サンセットヨガ（注6）
ビーチでのヨガ体験。夕日が沈
むドバイの景色を眺めながら
のひと時は、心も体も癒される
こと間違いなし！

砂漠サファリ
アップダウンの激しい砂丘を四輪駆
動車で豪快に駆け抜けます。まるで
ジェットコースターに乗っているような
スリリングな気分を満喫できます！

オブザベーション
デッキ300
ジュメイラエティハドタワーズ
74階より、アブダビの素晴ら
しい景観をお楽しみ下さい。

大興奮！

歩く度 徒歩観光がどの程度含まれているかを3段階の歩く度数で表しています。（日程表内）
 … 1日の徒歩観光時間が2時間未満　  … 1日の徒歩観光時間が2時間～3時間30分未満　  … 1日の徒歩観光時間が3時間30分以上

徒歩観光は、出来る限り連続で歩き続けることがないよう休憩などを適宜入れて行程を組んでおります。しかしながら歩く度３（ ）は、１日の観光においてほぼ徒歩観光となりますことをご認識お願いします。

スケジュール
日程 ●：入場観光　◎：下車観光（施設等へは入場しません）○：車窓観光 朝 昼 夕

1 中部国際空港（21:30～22:35）発� （北京経由）� 【機中泊】ーーー

2

アブダビ空港（06：30～07:35）着
ドバイへ（159km/所要：約1時間45分）（英語ドライバー）
朝食後、日本語ガイドとドバイ市内観光へ
　◎スパイスクスーク、◎ゴールドスーク、◎オールドスーク、
　◎バスタキヤ、アブラ乗船体験
昼食には名物「ラクダバーガー」をご用意
昼食後、観光へ
　◎パームジュメイラ、
　途中、バージ･アル･アラブ、ジュメイラモスクの撮影ポイントへ
夕日が沈むビーチでのサンセットヨガ体験（注5）
ドバイファウンテン・レイクライドに乗り、
世界最大の噴水ショー観賞（注１）
夕食は、パレスダウンタウンドバイホテル内レストラン「EWAAN」
でビュッフェをお楽しみ下さい� この日の歩く度》 【ドバイ泊】
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朝食後、ドバイ市内観光へ
　●バージュ･カリファの展望台（124階）、●ドバイモール
　途中、バージュ・カリファ、ドバイ水族館の撮影ポイントへ
昼食後、ホテルへ
砂漠サファリへ�（注2）
　迫力満点のドライブを満喫した後、砂漠に沈む美しい夕日を観賞します
　BBQの夕食や、ベリーダンスショーをお楽しみ下さい�
� この日の歩く度》 【ドバイ泊】ホテ
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朝食後、アブダビへ（159km/所要：約1時間45分）
着後、 アブダビ市内観光 へ
　●シェイクザイード・グランドモスク（注3･4）
　◎ヘリテージビレッジ
ジュメイラエティハドタワーズ74階のオブザベーションデッキ・
アット300の展望台入場（カフェクーポン付）
●ヤスモールでショッピングをお楽しみ下さい
観光後、空港へ（英語ドライバー）
アブダビ（21：30）発� （北京経由）� この日の歩く度》 【機中泊】
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5 中部国際空港（13:55）着　着後、解散 ーーー
※表記のフライトスケジュールは2017年4月18日現在のものとなります。航空会社の諸事情等に
より予告なく変更となる場合がありますので予めご了承下さい。※空港及びホテルでのチェックイ
ン、チェックアウトはお客様ご自身で行っていただきます。

15.99万円～23.99万円
旅行代金:5日間/リビエラホテル泊（大人お1人様/2・3名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表参照
※国内空港施設使用料・海外空港諸税は別途必要

売切
御免

中部国際空港発着
出発期間：

2017年6月▶2017年9月
有効期限：

2017年5月13日～5月31日
発行日：2017年5月12日

満席になり次第、販売終了
NO:DXB-2-A-F1705

大人を魅了する近未来都市
エティハド航空で行く

魅惑の
5日間

セントレア
発着

 午前10:00 
～電話受付開始～

5/13土



●掲載の旅行代金は2017年5月13日～5月31日開催『スーパーサマーセール』限定販売です。 但し適用期間内でも満席等の事由により販売を終了する場合がございます。また満席になら
ない場合は期間を延長して販売する場合がございます。 ●お申込みに際し、お１人様2万円（2万円以下の商品は全額、15万円以上の商品は３万円）のご予約金が必要です。 ●特別商
品のため席・部屋数には限りがございます。満席満室の場合はご希望に応じ他コースをご紹介させて頂きます。 ※渡航に際し査証が必要な場合は査証代金も別途必要です。

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍ビザ（査証）無し渡航条件：入国時にパスポートの有効期限6ヶ月以上必要
（旅券の未使用査証欄は見開き2項以上必要）※日本国籍以外の方は、上記とは異
なります。ご自身にて自国及び渡航先の領事館、入国管理事務所等にお問い合わせ
の上、必要な手続きをお済ませください。

現地危険情報･衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されてい

る場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務

お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収

することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり

ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満切り上げ） 。

請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変
動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを
頂いた時点での換算となります。

省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。
●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」

ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2017年4月18日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
日本 中部国際空港施設使用料 大人：2,570円　子供：1,290円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

アラブ連邦

旅客サービス料 75ディルハム 国際線乗継 2,480円 対象 不要
保安税 5ディルハム 国際線乗継 170円 対象 不要

航空旅客税 5ディルハム 国際線出発 170円 対象 不要
旅客施設料 35ディルハム 国際線出発 1,160円 対象 不要

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04:00～ 06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～

 ラマダンについて イスラム教の大切な信仰行為のひとつである断食を行う時期です。日の出から日の入りまでの間、イスラム教徒は飲酒・喫煙が禁じられています。期間は、新月が見えた時から約1カ月間で、2017年は
5/26～6/25を予定しています。ラマダン期間は直前に決まるため、記載に日付と前後することがあります。【飲食について】期間中は、街中のレストラン、カフェなどは日没以降の営業のみとなります。ホテル内の一部レス
トランは、営業しておりますが、営業時間の変更が入る場合がございます。なお、日が出ている間（朝3時～19時頃まで）のお酒類の販売はございません。お酒類はお部屋のミニバーか、日没後のホテル内レストランにてお
楽しみいただけます。なお、ドバイでは、公共の場所での飲食、及び喫煙は禁じられていますが、期間中は、場所を問わず日中にイスラム教徒の前での飲食、喫煙を避けるようお願いいたします。【観光施設・商業施設につ
いて】ドバイモールなど大型商業施設は日中も営業しています。但し、スークは午前中閉まります。観光は、ベリーダンスのショーは催行されません。また、博物館等の営業時間が変更となったり、閉館になったりする場合が
ございます。ドバイ・ファウンテは音楽の演出がなくなる可能性があります。【イフタールについて】ラマダン期間の日没後に取る断食明けの最初の食事です。ビーチ地区ホテルのイフタールでは、伝統的なアラビア料理の
他、世界中の料理が堪能できます。プールサイドやガーデンに特設されたラマダンテントで、アラビックコーヒー・水タバコ・アラブ音楽など、ホテルによってさまざまな趣向のアラビアンナイトをお楽しみ頂けます。事前予約
代行手配は、お一人様10ドルでお受けいたします。（ご飲食等の費用は、別途各自にてお支払いください。）

■日本発着時利用航空会社：エティハド航空（※エコノミークラス利用） ■添乗員：なし。現地係員 ■食事条件：朝3回、昼3回、夕2回（機内食除く） ■最少催行人数：6名（※但し、1名参
加の場合1人部屋追加代金が別途必要となります。相部屋不可）  ■利用ホテル：〈基本プラン〉リビエラホテル 〈ランクアッププラン〉ハイアット・リージェンシー・ドバイ ■最大旅行日数： 
5日間 ■減延泊：不可 ■子供代金：大人代金より1万円割引 ■幼児代金：設定なし（幼児はご参加頂けません。） （注1）ラマダン期間中は、噴水ショーの音楽がなくなる可能性がございま
す。（注2）当日の交通状況によりホテルには寄らずに直接砂漠サファリへご案内「させていただく可能性がございます。天候等の理由により、夕日観賞できなかった場合でも返金対象とな
りません。また、砂漠サファリは、60歳以上、3歳未満、妊娠中、坐骨神経痛、ヘルニア等、その他身体等に問題があると判断される方はご参加頂けない場合もございます。詳細はお問い合
わせ下さい。ドバイ祝祭日、ラマダン期間中のベリーダンスショー、お酒の提供はございません。（注3）シェイクザイード・グランドモスクではドレスコードがあり、女性は観光中、髪の毛を隠す
為にスカーフを付けて頂く必要があります。女性のお客様はスカーフを事前にご用意ください。モスクでの貸し出しサービスは行なっておりません。観光禁止の服装としては、●透けて見える
服 ●ショートパンツ ●男性のショーツ ●女性のショーツ、短いスカート（足首まで） ●タイトな服、水着、ビーチウエアー ●デザインのある服装 （注4）シェイクザイード・グランドモスク、ヘリ
テージビレッジに関しては、宗教的な事情により予告なく入場できない場合がございます。（注5）ラマダン期間中は、サンセットヨガが急遽催行中止となる場合がございます。 ※ドバイにあ
るすべてのホテルに滞在する際、宿泊ごとに課金される新しい課金制度「ツーリズム・ディルハム」が導入されました。現地にてお支払いください。ツーリズム・ディルハムの金額につきまして
は、ドバイ政府観光・商務局サイト（http://www.myfavoritedubai.com/）をご参照ください。（2017年4月現在） 
この商品はH.I.S.直営店舗でのお取り扱いに限ります。

快適なフルフラットシート/イメージ

エティハド航空

◆リクライニング機能の付いた、幅約51cmの広々としたシートに
ゆっくりと腰かけ、�快適な空の旅をお過ごしください。

◆すべての座席が通路に面しており、就寝時は約185cmの�
フラットベッドで�ゆったりと身体をのばしてお休み頂けます。

◆高級食材や新鮮な味と香りで仕上げた料理は、�エティハド航空の
シェフ自慢の一品。�ご一緒に、世界のワイナリーから　
集めた選りすぐりのワインをご提供いたします。

◆セントレア・アブダビ・イスタンブール・アンマンの各都
市でビジネスクラス専用ラウンジをご使用頂けます。

ビジネスクラスで優雅で贅沢なひとときを

ビジネスクラス追加代金
お1人様 +28万円

※ご出発の35日前までにお申込み下さい。
※満席の場合はご用意できない事がございます。
※運行上の都合により、機材及び機内仕様の変
更があります。

ご旅行代金表（大人お１人様/２・３名１室利用）
ご旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。今後航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止があった
際もご旅行代金に変更はございません。※国内空港諸税、海外空港諸税は別途必要です。

出発日 旅行代金

利用ホテル リビエラホテル（※） ハイアットリージェンシー
ドバイ

ツアーコード NN-LDY5710-F1705 NN-LDY5610-F1705

6月  23・30 ¥159,900 ¥179,900
9月  1・8 ¥169,900 ¥189,900
7月  7　 8月  18・25・29 ¥179,900 ¥199,900
7月  14・19・26　 9月  22 ¥189,900 ¥209,900
9月  15 ¥199,900 ¥219,900
8月  11 ¥239,900 ¥259,900

1人部屋利用追加代金 ¥14,000 ¥20,000
※アルコールの提供はございません。

イメージ


