
エミレーツ航空 で行く

旅行代金：羽田発着/週末ドバイ4日間/JWマリオットマーキース滞在（基本プラン）/大人お1人様/2・3名様1室利用時
（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。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。国内空港施設使用料・海外空港諸税及び宿泊税（ツーリズム・ディルハム）が別途必要です。

159,000円 〜199,000円

ドバイ政府観光・商務局

燃油サーチャージ込み

私たちが体験してきた
ドバイツアーを基に
つくった商品です♪

読者モニター

アル・ファディ歴史地区

オールドスーク

ベリーダンス/イメージ

シーシャ体験/イメージ

バージュ・カリファ/イメージ

ドバイファウンテン/イメージ
ヨガ体験/イメージ 2015年10月撮影

2016年10月〜2017年3月出発羽田発
EUR
623-E

■ パンフレット有効期限
2016年9月16日〜2016年12月16日

働く女子の
週
末ドバイ4

日間

羽田
発着

H.I.S. × ドバイ政府観光・商務局 × シティリビング × エミレーツ航空 共同企画

美容効果で話題のデーツ
を

プレゼント!
デーツ（ナツメヤシのドラ

イフ

ルーツ）の高級ブランド『B
ateel』

のデーツをお1人様1箱（4つ
入り）

プレゼント♪イメージ



週末にプラス1日お休みするだけの
2泊4日で気軽に行けるドバイの旅

、興味ありませんか？

今がベストシーズンのドバイで、
モニターツアーに参加した読者が

選んだドバイの魅力をご紹介！

定番リゾートとは異なる、未体験
のアクティビティーにワクワクド

キドキを感じて♥

モニター読者がえらぶ

   つの"Best DUBAI"

体験はコレ！

エキゾチックな
ドバイの魅力を
大満喫♥

4WDでドライブ、ヘナペイント、ベリーダンス等

砂漠サファリ
に大興奮

砂漠の中を4WDでスリリングなドライブをした後は、砂漠内のキャンプでヘナを使ったボディペイントやベリーダンスを鑑賞しながらバーベキューディナーをお楽しみください。ラクダ乗り体験もできます。ドバイならではの体験がお待ちかね。

モニター読者の
Voice

非日常な感じがしてリフ
レッシュできました。車
での砂漠ドライブもアト
ラクションみたいで楽し
かった。ドバイに来た！と
思える体験。（20歳女性）

モニター読者の
Voice

風が気持ちいい上に景
色が最高でとってもよか
ったです。日頃の仕事か
ら解放された感じがあり
ました。（20歳女性）

モニター読者の
Voice

ドバイモールの大きさにびっ
くり。1日だけではとても周
りきれません。ブランド物か
ら可愛い雑貨まで盛りだくさ
んでした。（30歳女性）

モニター読者の
Voice

とてもゴージャスで素敵
でした。施術だけでなく、
スパ施設のアラビックの
雰囲気が心も身体も癒し
てくれます。（30歳女性）

アラビックスパで

心とろける女子時間

セレブも通うパークハイアットホテルのAMARA SPAへ。ラグジュアリーな

乳香をブレンドしたオイルと琥珀とビャクダンの香水でストレスを解消し、

静寂、リラックス、やすらぎ、ハーモニーの世界へ。スパに併設されています

サウナ、シャワー室、プール、スチームルームが無料で利用可能です。

★施術メニュー：Amara Massage- Sapphire（60分）

3日目 共通

2日目 女子力UPプラン

2日目 女子力UPプラン

2日目 共通

夕日が沈むビーチ
での“サンセット・
ヨガ”。刻一刻と
色を変える夕焼
けが高層ビル群
と海を照らすな
かで、心身とも
にリラックス
できるひとと
きを。

◀五つ星ホテルに滞在！　「ワン＆オンリー・ロ

イヤル・ミラージュ」（写真左・中央）、もしくは、

ホテルとして世界一の高さを誇る「JWマリオッ

トマーキース」(写真右）、いずれかを選べます。

▶2日目の夕食は、宮殿のようなホテル「ザ・パ

レス・ダウンタウン・ドバイ」内のアラビア料

理レストラン「EWAAN」でお召し上がり頂きま

す。その後、「EWAAN LOUNGE」でドリン

クとシーシャ（水タバコ）を満喫（要別途代金）。

ドバイモール
店舗数は1,200以上！

総敷地面積は何と東京ドー

ムの約23個分。1,200店舗

を超えるお店が入り、200以

上の飲食店に加え、水族館、

屋内スーク、スケートリンク

を併設する世界最大級のショ

ッピングモール。

ビーチに沈む夕日とともにサンセット・ヨガ

3日目 お買い物
満喫プラン

話題のホテルで極上ステイ  

ドリンク、シーシャ…アラビアンなナイトライフを満喫

スパ施設

スパ施設

ドバイモール

プール

エントランス/イメージ

プールガゼボ/イメージ
JWマリオットマーキース外観

ヨガ体験/イメージ 2015年10月撮影

サファリドライブ/イメージ

ヘナ体験/イメージ

ヘナ体験/イメージ

スパ体験/イメージ

ヨガ体験/イメージ 
2015年10月撮影

シーシャ体験/イメージ

ビュッフェ一例

2日目基本プラン
（プラス2,000円のディナープランアレンジ）

2日目 女子力UPプラン

砂漠/イメージ

夕食/イメージ

モニター読者の
Voice

ホテルはアラビアンな雰
囲気でとても優雅な気
持ちになる。（40歳女性）



《旅行条件》　◆日本発着時利用航空会社：エミレーツ航空　◆添乗員：なし。現地係員　◆最少催行人数：２名
◆食事：朝１昼1夕1（2日目にディナープランのアレンジ、女子力UPプラン選択時は夕食1回追加。3日目にお買い物満喫プラン、アクティ
ブプラン選択時は昼食1回追加）全て機内食除く　◆減泊不可　◆利用ホテル：JWマリオットマーキース（デラックスルーム）（20）、
ワン＆オンリーロイヤルミラージュパレス（アラビアンデラックス）（20）　
《注意事項》　※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頂きます。　※その他詳細はCiaoパンフレッ
ト『ドバイ』最新号に準じます。但し、早期割引、無料のドバイ市内観光、ホテルからのうれしいおもてなしなどのCiaoパンフレット『ドバ
イ』に掲載されている特典は付きません。　※ドバイ宿泊に際し、U.A.E.が定めるツーリズム・ディルハムが課金されています。上記《旅行
条件》内のホテル名の右側に掲載されている（）内の金額は1室1泊あたりのU.A.E.デイルハムのツーリズム・ディルハムとなり、現地にてお
支払い頂きます。（2016年9月現在）詳しくはドバイ政府観光・商務局サイト（http：//www.myfａvoritedubai.com/）、Ciaoパンフレッ
ト『ドバイ』をご参照下さい。※表記のフライトスケジュールは2016年9月13日現在のものとなります。航空会社の諸事情などにより予告
なく変更となる場合がありますので予めご了承下さい。※行程・観光の時間はおよその目安となります。
（注1）「ラクダバーガー」が食べられないお客様には、別のメニューをご用意します。
（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頂く可能性がございます。
（注3）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。詳しくはお問い合わせください。ドバイ祝祭日のベリーダンスのショー、お酒の提供はございません。

ワン＆オンリーロイヤルミラージュ　 One&Only Royal Mirage

王宮のような大人のアラビアンリゾート
緑が映える庭園に１キロも続くプライベートビーチもありドバイにいながらホテルでも満喫出来ます。また全てのお部屋にバ
ルコニー又はテラスがついており、眺望も楽しめます。� ※3名1室利用不可�※代表者が21歳以上の滞在に限る�※Wi-Fi無料

外観 客室一例 レストランビーチ

JWマリオットマーキース　 JW Marriott Marquis Hotel Dubai

マリオット最上級ブランド高さ355m、世界一の高さにあるホテル
ホテルとして世界一の高さ355mにある、72フロアを有するラグジュアリーホテルが2012年11月にオープン。趣向を凝らし
た10のレストラン、4つのバーを有し、世界一の高層ビル『バージュ・カリファ』までも徒歩圏内です。室内はiPod�Stationなど
モダンで機能的な設備が備わっています。� ※代表者が21歳以上の滞在に限る�※Wi-Fiロビー無料/客室有料

客室一例 レストラン 外観プール

Hotel

ドバイフェリーで
NEWドバイをまわる
フェリーにてビルが建ち並ぶマリーナエリ
アやパームジュメイラの近くをまわります。

2日目 基本プラン

アブダビにてグランドモスク
参拝者が4万人収容できる白亜のモスク。
世界最大の手織りカーペット、スワロフス
キー製のきらめくシャンデリアは必見！

3日目 アクティブプラン

グランドモスク

グランドモスク内

パームジュメイラ
椰子の木をモチーフにした世界最大の人工
島。島中央には全長5.4kmのモノレールが
走り、ホテルが続々と建設されています。

2日目 女子力UPプラン

パームジュメイラ/イメージ

パームジュメイラ/イメージ

世界一美しいと
いわれる
スターバックスで
写真撮影

イブンバトゥータモール内にあるスター
バックスはまるでモスクの中にいるよう
な美しい内装です。ドバイ限定のマグカ
ップもここで手に入ります。

店内

2日目 基本プラン

※画像はすべてイメージです。

スターバックス
/イメージ

モニターツアーの内容から
本ツアーはグレードアップ！
こちらにもご案内♥

世界一高いビル
バージュ・カリファでのランチ
高さ828mの世界一高いビルの122階に
ある「At.Mosphere」でコースランチを召
し上がって頂くプランをご用意しました！

店内からの眺望/イメージ
バージュ・カリファ

/イメージ
3日目 お買い物満喫プラン

ドバイフェリー/イメージ

S c h e d u l e
1 羽田空港にご集合いただきます（22：30）

※航空機での日本出発は翌日（0時を越えてから）となりますのでご注意下さい。 【機中泊】

2

羽田（00：30/EK313便）発 a（直行）空路、ドバイへ。ドバイ（07：20）着
08：30　日本語ガイドと送迎車で市内へ

A  基本プラン B  女子力UPプラン
09：00　スパイススーク・ゴールドスーク・オール
ドスークの３大スーク巡りへご案内
11：00　古い街並みが残るアル・ファディ歴史地区
にて散策と名物「ラクダバーガー」のランチ（注1）
12：30　ドバイモールでお買い物♪サメや魚が泳ぐ
巨大水槽やオーガニックスーパーをお楽しみください
14：00　ご宿泊ホテルへ

 g【ドバイ泊】

09：00　「AMARA SPA」にてAmara Massage-
Sapphire（60分）
11：30　古い街並みが残るアル・ファディ歴史地
区にて散策と名物「ラクダバーガー」のランチ（注1）
12：30　ドバイモールでお買い物♪
14：30　ホテル出発 パームジュメイラをドライブ
16：00　ザ・ビーチ散策
17：30　マディナジュメイラのヨガへ
18：30　マディナジュメイラのサンセットヨガス
タート
20：00　ダウンタウンへ
20：30　レストラン「EWAAN」でビュッフェの夕食

 g h【ドバイ泊】

3

a  のんびりプラン（基本プラン） b  お買い物満喫プラン c  アクティブプラン
午後まで自由行動 09：00　ホテル出発

ダウンタウンエリアへ
10：00　世界最大のショッピング
センタードバイモールでの買い物
12：30　世界一高いタワー
バージュ・カリファ内

「At・mosphere」でランチ
14：45　ホテル到着（注2）

08：00　アブダビへ
10：00　白亜のモスク
グランドモスク入場
11：00　アブダビの宮殿ホテル　
エミレーツパレスの外観観光
13：00　One&Only Royal Mirage 
ホテルの「Ol ives」での
地中海ビュッフェの昼食
14：45　ホテル到着

15：00　ドバイ観光の一番人気 砂漠サファリ へ（※ビーチサンダルの持参をおすすめします）（注3）
22：00　ホテル着 fh（お買い物満喫プラン・アクティブプラン選択時はg付）【ドバイ泊】

4 04：30　英語ドライバーが空港までお送りします。
ドバイ（08：25/EK312便）発 a（直行）帰国の途へ。羽田（22：45）着。着後、解散となります。

16：00　イブンバトゥータモール内、「世界一美し
い」といわれるスターバックスの写真ポイントへご
案内

17：00　ドバイフェリー乗船（90分） 
アトランティス・ザ・パームやマリーナエリアを周遊

18：30　お洒落スポットのザ・ビーチへご案内（自
由行動60分）
20：00　マリーナモール内でのバー「Pier7」でマ
リーナエリアの夜景をお楽しみください（カクテル
１杯付き）

左記 【 A 基本プラン】16：00〜20:00のスケジュールを
ドバイファウンテン夜景観賞＆レストラン「EWAAN」での夕
食ビュッフェへ変更できます♪

お1人様+2,000円のディナープラン



共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくは、Ciaoパンフレット最新号にてご確認ください）

■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� （2016年9月13日現在）
国名 税・料の名称 �税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本 羽田国際空港施設使用料 大人 : ￥2,570�子供 : ￥1,280 国際線出発 - 対象 不要
羽田空港旅客保安サービス料 ¥100 国際線出発 - 対象 不要

アラブ首長国連邦

旅客サービス料 75ディルハム 国際線出発 ¥2,100 対象 不要
事前旅客情報料 5ディルハム 国際線出発 ¥150 対象 不要
保安料 5ディルハム 国際線出発 ¥150 対象 不要

空港使用料 35ディルハム 国際線出発 ¥1,050 対象 不要

空港諸税等について
・�表示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。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。

日本国籍の方のビザ（査証）について
・�ドバイ：日本国籍ビザ（査証）なし渡航条件：
入国時にパスポートの有効期限6ヶ月以上かつ30日以内の観光滞在
※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
な手続きはお済ませください。

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〜

燃油サーチャージについて
・�旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。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分については追加徴収またはご返金はい
たしません。

お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。

旅行条件書（要旨） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読み下さい。

※表面の表示代金は大人2・3名様１室利用時のお1人様あたりの旅行代金となります。　※掲載商品のお申し込み有効期限は2016年12月16日までのご予約のみの限定となります。
●（注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。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。また、
為替レートの変動による過不足については追加徴収またはご返金はいたしません。尚、旅行代金の他に国内空港施設使用料・空港保安料・海外空港諸税及び宿泊税（ツーリズム・ディルハム）
が別途必要です。　※男性の方もお申し込みいただけます。
※旅行代金表の日付は羽田空港に集合する日付です。翌日（0時を越えてから）羽田発となりますので、海外旅行傷害保険加入時は、加入日数にご注意下さい。

（大人１名様 2・3名1室利用時／単位：万円）

１�募集型企画旅行契約

５�その他

３�取消料

２�旅行のお申込みと契約の成立

４�お客様の確認事項
この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と
募集型企画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡し
する旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。
（２）�より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備

えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（3）�特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。
（一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約
を解除出来ます。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電
話でお申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金
をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したと
きに成立いたします。

（１）�現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの
要否などをご確認のうえ、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポー
ト、ビザをご用意ください。

（２）�渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレ
ジ」のご登録をお願いします。

� 海外安全ホームページ　�http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
� 感染症情報ホームページ�http：//www.forth.go.jp/
� たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行代金の額 申込金（お1人様）
30万円以上 60,000円�以上旅行代金まで

15万円以上�30万円未満 30,000円�以上旅行代金まで
15万円未満 20,000円�以上旅行代金まで

特定日：4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7
旅行契約の取消日��

旅行開始日の前日から起算して
特定日に
開始する旅行

特定日以外に
開始する旅行

40日前〜31日前 旅行代金の10％ 無料
30日前以降〜3日前以前 旅行代金の20％
2日前〜旅行開始日 旅行代金の50％

旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％
【オプショナルツアー取消料】
催行日前日から起算して3日前（土・日・祝除く）より100%

●お申し込み・お問い合わせは…

観光庁長官登録旅行業第 724号 JATA正会員 
〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

旅行企画・実施

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者です。この契約に関し担当
者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行業務取扱管理者にお問い合わせ下さい。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら
下記、お客様相談室までご連絡ください。

（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00〜18：30　土曜11：00〜16：30　日祝はお休みとさせて頂きます）

これまでエミレーツ航空は、世界最大の乗客アンケ
ート調査を行う英国のスカイトラックス社より「ワ
ールド・ベスト・エアライン」を2016年に受賞するな
ど、世界的に権威ある賞を様々な分野で500以上受
賞しています。　
※スカイトラックス（英）2001年・2002年：ベスト・
エアライン・オブ・ザ・イヤー、2016年：ワールド・ベ
スト・エアライン受賞

日本からドバイへ直行！ エコノミークラス

エミレーツ航空の旅 全座席に機内エンターテインメントシステム「ice」を搭載し、個別モ
ニターで2100以上のオンデマンドチャンネルと日本語チャンネルを
楽しむことができます。

世界初、AR技術搭載のアメニティキットをエコノミークラスに導入！
エミレーツ航空が就航する6つの地域（オーストラリア・中南米・中東・アフリカ・ヨー
ロッパ・アジア）をモチーフにしたデザインです。スマートフォンの専用アプリをダウン
ロードしてポーチにかざすと各地域に合わせたミュージックやお薦め旅行情報を入手
できたりと多彩なコンテンツにアクセスが出来ます。アメニティキットにはアイマス
ク・耳栓・歯ブラシ・歯磨き粉・靴下といった長期フライトには欠かせないアイテムがは

いっており、使い終わった後でも化粧ポーチ等で活躍出来ます。

エコノミークラスシート/イメージ

アメニティキット/イメージ

好きなプランを選択！　あなたはアクティブ派？ゆったり派？

ホテル名
2 日目 A  基本プラン B  女子力UPプラン

3 日目 a  のんびりプラン
（基本プラン）

b  お買い物
　満喫プラン c  アクティブプラン a  のんびりプラン

（基本プラン）
b  お買い物

　満喫プラン c  アクティブプラン

JW マリオット
マーキース

（デラックスルーム）

ツアーコード TN-LDB4006 TN-LDB4001 TN-LDB4002 TN-LDB4003 TN-LDB4004 TN-LDB4005
10/7・14・21 17.9 21.9 20.6 21.4 25.4 24.1
10/28、11/4・11/11・18・25 16.9 20.9 19.6 20.4 24.4 23.1
12/2・9・16、1/6・13 16.4 20.4 19.1 19.9 23.9 22.6
1/20・27、2/3 19.9 23.9 22.6 23.4 27.4 26.1
2/10・17・24、3/3・10・17・24 15.9 19.9 18.6 19.4 23.4 22.1
1人部屋追加代金（相部屋不可） 9.5 17.5 16.0 17.5 22.0 20.5

ワン＆オンリー
ロイヤルミラージュ

　パレス
（デラックスルーム）

※ 3 名1室（トリプル）
利用不可

ツアーコード TN-LDB4020 TN-LDB4021 TN-LDB4022 TN-LDB4023 TN-LDB4024 TN-LDB4025
10/7、1/6・13・20・27、2/3 21.9 25.9 24.6 25.4 29.4 28.1
10/14・21 24.9 28.9 27.6 28.4 32.4 31.1
10/28、11/4・11・18・25、12/16 22.9 26.9 25.6 26.4 30.4 29.1
12/2・9 19.9 23.9 22.6 23.4 27.4 26.1
2/24、3/3・3/10・3/17 20.9 24.9 23.6 24.4 28.4 27.1
1人部屋追加代金（相部屋不可） 14.5 19.0 17.5 19.0 27.0 22.0

延泊アレンジ代金 JW マリオットマーキース ＋ 3.0 万円 ワン＆オンリーロイヤルミラージュ パレス ＋ 6.5 万円


