
週末ドバイ 4日間 スケジュール
1 深夜 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

午前

昼

午後

夕方
夜

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

スパイススーク・ゴールドスーク・オールドスーク巡り
女子力あがる小物が沢山！

今流行りのバブーシュ等アラビアン雑貨が並びます
アル・ファディ歴史地区散策

お洒落なカフェ、ミュージアム、アラビアンアートをお楽しみください
ヘルシーなラクダバーガーのランチ （注1）

ご宿泊市内ホテルへチェックイン
※ローブダウンタウンドバイホテル利用時は16：00以降のチェッ
クインとなります。
お荷物はホテル内ロッカー又は移動の車にお預けください。
ご宿泊市内ホテル出発

ザ・ビーチ散策
ビーチ沿いのショップやオープンエアのカフェで過ごしては♪

マディナジュメイラ到着
マディナジュメイラでのサンセットヨガ
アラビアの雰囲気が素敵なOne&Onlyにてディナー 　

ホテルへ 歩く度❷  g h【ドバイ泊】

3

午前

午後

夜

自由行動 スパ体験はこの時間に♪
n タリースオットマンスパ（別途代金/裏面参照）

世界一最大のショッピングモール、ドバイモールで職場へのお土産
を選んでみては？美容効果のあるデーツはここで手に入ります！
砂漠サファリ

ドバイ観光の一番人気砂漠サファリへ！砂漠ドライブ・ヘナタトゥ-・
アラビアBBQブッフェを体験出来ます！

ホテルへご案内  歩く度❶  f h【ドバイ泊】

4
早朝 日本語ガイドが空港までお送りします。

ドバイ（EK312便/08：25）発 a（直行）
羽田（22：45）着　着後、解散となります。

■旅行代金：羽田発着/週末ドバイ4日間/ローブ ダウンタウン ドバイ滞在/大人お1人様/２名様1室利用時　■ツアーコード（基本ホテル）：TN-LDB1004　
（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。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。

ドバイ政府観光・商務局

ローブ ダウンタウン ドバイ（ローバールームバージビュー）

コンラッド（デラックススカイラインビュー）

スタイリッシュな内装の2016年オープンの3つ星ホテル。当コースでは世界一高いビ
ルの「バージュ・カリファ」が見えるお部屋をご用意しました。また、世界最大のショッピ
ングモール「ドバイモール」までも徒歩１０分ほどの距離なので、ショッピングが大好き
な女子には好立地なホテルです。※シャワーのみのバスタブなしのお部屋になります。

とっておきの非日常 アラビアン体験

ヒルトン系列のメトロ駅前にありどこへいくのも便利で「バージュ・カリファ」まで
も1駅のホテルです。ホテルには屋外プールがありプールサイドにあるソファー
やバーでもおくつろぎ頂けます。

客室一例

客室一例

ロビー/イメージ

外観/イメージ

+4万円でアレンジ可能！
（２・3名様1室利用時）

5つ星レストランのディナー
アラビアの雰囲気でとても素敵なデラックスホ
テル「One&Only」のホテル内のレストランで大
人女子会をお楽しみください。

ビーチに沈む夕日とともにサンセットヨガ
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。

ザ・ビーチ
大注目のスタイリッシュなビーチエリ
ア。白い砂浜が広がるビーチ沿いには、
日本未上陸のショップやオープンエアの
カフェがありリゾート気分に浸れます♪

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。

名物ラクダバーガーを食す♪
ラクダ肉は低カロリーで高タンパク質。ぎっしり詰まった
お肉はちょっと固めなものの臭みもなくジューシー。名物
のミントティーもお試し下さい（お飲み物は要別途代金）。

店舗数は1,200以上！ドバイモール
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。
※ツアーには含まれておりません。

スークで雑貨探し
スーク（市場）でクッションやアクセ
サリーなどかわいい雑貨をハンティ
ング。ゴールドスークでは金を扱う
お店がずらり。見ているだけでワク
ワクします！

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！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♥

※画像はすべてイメージです。

ドバイモール/イメージ

ラクダバーガー/イメージ

ザ・ビーチ/イメージ

サファリドライブ/イメージ

ヨガ体験/イメージ 2015年10月撮影

スーク/イメージ

レストラン/イメージ

スーク/イメージ

2日目

2日目

2日目 2日目

2日目

3日目

3日目
自由行動時に♪

週末ドバイ4日間羽田
発着

10/28、11/11・18・25・26、
12/2・9・16・17 羽田集合

11/12、
12/3・4・10 羽田集合

2016年10月〜12月出発掲載
EUR

751-A 2016年10月1日〜2016年10月31日
■パンフレット有効期限

エミレーツ航空で行く! 働く女子の
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

8.98万円 12.98万円 燃油サーチャージ 
 込み（注） 

〜H.I.S.厳選ホテル〜

■ツアーコード：TN-LDB1004　■1人部屋追加代金：20,000円　※3名1室利用不可

■ツアーコード：TN-LDB1005　■1人部屋追加代金：100,000円（アレンジ代金含む）



１ 募集型企画旅行契約 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。

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）

５ その他
（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）

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ドバイパンフレット最新号にてご確認ください）

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。

■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15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 羽田空港旅客サービス施設使用料 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 ¥2,180 対象 不要
旅客審査料 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
空港施設使用料 35ディルハム 国際線出発 ¥1,020 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。
● 日本円目安額は、2016年9月15日現在のIATA公示レートを参考に算出しています
（10円未満は切り上げ）。また航空券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増
減・新設された場合、徴収額を変更する場合がありますが、レートの変動による過不足
が生じても追加徴収・返金は致しません。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。

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～

現地安全情報・衛生情報
・ 渡航先（国又は地域）によっては、外務省安全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、外務省ホームページ（http://www.anzen.
mofa.go.jp）などでご確認下さい。

・ 渡航先（国又は地域）の衛生情報は、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。

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、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。尚、国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

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。

歩く度 徒歩観光はでき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いますが、歩く度 3 は一日の観光において、ほぼ徒歩観光となります。なお、各自散策の時間は除きます。
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”で表します。（日程表内）

… 1 日の徒歩観光時間が 2 時間未満歩く度 ❶ … 1 日の徒歩観光時間が 2 時間〜 3 時間 30 分未満歩く度 ❷ … 1 日の徒歩観光時間が 3 時間 30 分以上歩く度 ❸

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。

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

日系旅行会社唯一の直営支店
H.I.S.ドバイ支店が
あなたの旅を安心サポート!

日本人も常駐！

H.I.S.ドバイ支店

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。

《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（日本語）あり　◆最少催行人員：２名　◆食事（機内食除く）：朝1昼１夕2　◆減延泊不可　
◆利用ホテル：＜基本ホテル＞ローブ ダウンタウン ドバイ（ローバールームバージビュー）（20）、＜ホテルアレンジ時＞コンラッド（デラックススカイラインビュー）（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特典は付きません。　※宿泊税についてドバイでは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。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.myf
ａvoritedubai.com/）、Ciaoパンフレット『ドバイ』をご参照下さい。　※上記のフライトスケジュールは２０１6年9月5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。　※表面の表示代金は大人２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10月1日
〜２０１6年10月31日までのご予約となります。　※掲載商品はH.I.S.全日本店舗での販売となります。ご予約はお1人様(1グループ)につき1店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご
予約はご遠慮下さい。　※適用期間内でも満席に達し次第販売を終了させていただきます。また、適用期間内に満席に達しない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。　
※男性の方もお申し込みいただけます。　

（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。現地にてお申し出ください。　（注2）掲載の商品はオンライン受付もございます。
●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が別途必要です。　
※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。

送迎希望の方は片道ワンコイン500円/お1人様（英語ドライバー）にて手配可能！

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

TALISE OTTOMAN SPA
タリースオットマンスパ inジュメイラザビールサライ

〜東洋一のスケールを誇るスパで贅沢なハマム体験を〜
ドバイ最大の8,000㎡の敷地を誇り、トルコ式ハマムや最新
のスパ施設、トリートメントをお楽しみ頂けます。肌の引き
締め効果のあるスノールーム、海水を利用したフローティン
グプールなどユニークば施設もご用意しております。
※午後から砂漠サファリがありますのでお時間に余裕を持っ
て予約をお願いします。※ご予約はご出発の１ヶ月前までに
ご希望のお時間と一緒にお申込ください。※スパ施設までは
各自ご移動となります。

■代金：お1人様特別価格153USドル（通常価格170USドル）　■コード：ZABRO　■最少催行人数：2名　■予約可能時間：09：00〜12：00
◇スパ内容：ロイヤルオットマン（60分）全身のアカスリと頭皮マッサージ、ボディパックで頭から足先まで全身を磨きます。
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