
株式会社WEST FIELD TRAVEL

担当 赤堀

9月10日（土）開催『ファッションショー』
ドバイ旅行のご提案について



■ドバイ基本情報
 ドバイってどんなところ?
アラブ首⾧国連邦の７つの首⾧国のうちの一つで、
世界一高いビルや、観覧車、噴水など、観光面に特化した
魅力あふれる近代的な街並みが特徴です。

 ドバイへの行き方
成田・関西空港からドバイへの直行便『エミレーツ航空』が
就航しています。

 ドバイの天候
１年のほとんどが夏のような天気で、９月は日本の真夏に
近い気温（30度ほど）まで日中は気温が上がります。
建物内や、日が沈んでからは冷えることがあるので、
羽織るものは必須です。

 ドバイの通貨 ／ ディルハム（AED）
★１ディルハムは、日本円で約30円

 ドバイと日本の時差 ／ 日本より5時間遅れ
 ドバイの宗教 ／ イスラム教
 ドバイの言語 ／ 英語、アラビア語
 ドバイの電圧・コンセント ／ 220V-240V

プラグ形状はBFタイプ



■ドバイにおける新型コロナウイルスに対する取り組みについて
 ドバイは、コロナ禍が始まった2020年5月に約1ヶ月間ロックダウンを実施し、国中の消毒・殺菌を行いました。
また、外出時のマスク着用を義務づけたり、公共施設の収容人員の大幅減員により、徹底したソーシャルディスタンスの確保
に努め、その結果として世界中のどこよりもいち早い、2020年7月に観光客の受け入れ再開を果たしました。

 現在では、屋外でのマスク着用は任意となっており、屋内の共有スペース（ショッピングモールや、レストランなど）
でのみ、マスク着用が義務付けられています。（違反者には日本円で約3万円の罰金が科せられます!）

 タクシーやバス、メトロ（電車）の乗客人員に制限を設け、過度な密を避けるための法律を定めています。

 ドバイ市内のいたるところに、日本円で約5,000円程度で誰でも受診できるPCR検査可能なクリニックがあります。

 ドバイの世界最高水準の感染予防対策は、世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）にも認められ、『安全な旅行先』
として認定されています。



■ドバイ観光MAP

パームジュメイラ

世界一大きな観覧車
『Ain Dubai』

アトランティス・ザ・パーム

複合施設『The Pointe』

新展望台
『The Palm Tower』

世界一の高層ビル
『Burj Khalifa』

ダウンタウンエリア

ドバイ三大スーク

アルシーフ歴史地区

建設中の人工島『The World』
巨大な額縁『ドバイフレーム』

ファッションショーの会場
『ドバイワールドトレードセンター』

新スポット『未来博物館』



■行程（9/8(木)発～9/12(月) 5日間パターン 成田発着のみ）
日程 時間（目安） 内 容

1
深夜 成田空港より、エミレーツ航空直行便にてドバイへ。

【機中泊】

2

早朝 ドバイ国際空港着。専用車にてホテルまでお送り
いたします。

ホテル到着、チェックイン後、すぐにお部屋へご案内
いたします。
（アーリーチェックイン付き）
到着日もホテルのご朝食をお召し上がりいただけます。
※日本政府の帰国者に対する対応に合わせ、
PCR検査の実施のご用意も可能です。

終日自由行動。
【ホテル泊】

3

朝 ★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

★ファッションショー開催★
【ホテル泊】

日程 時間（目安） 内 容

4

朝

夜

★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

再出発の時間まで自由行動。

お客様ご自身でホテルのチェックアウトを済ませ、
ドバイ国際空港までご自身でお越しください。

【深夜発のため便宜上機中泊とします】

5

深夜

夕方

ドバイ国際空港より、エミレーツ航空直行便にて
日本へ。

成田空港到着、お疲れ様でした!

※行程に記載の時間は目安となります。当日の天候や道路状況により、時間が大幅に変更となる場合もご
ざいますので、あらかじめご了承ください。

※食事条件 朝3回／昼0回／夕0回（機内食を除く）

※添乗員は同行いたしません。



■行程（9/7(水)発～9/13(火) 7日間パターン 成田・関空発着）
日程 時間（目安） 内 容

1
深夜 各空港より、エミレーツ航空直行便にてドバイへ。

【機中泊】

2

早朝 ドバイ国際空港着。専用車にてホテルまでお送り
いたします。

ホテル到着、チェックイン後、すぐにお部屋へご案内
いたします。
（アーリーチェックイン付き）
到着日もホテルのご朝食をお召し上がりいただけます。
※日本政府の帰国者に対する対応に合わせ、
PCR検査の実施のご用意も可能です。

終日自由行動。
【ホテル泊】

3

朝 ★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

終日自由行動。
【ホテル泊】

日程 時間（目安） 内 容

4

朝 ★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

★ファッションショー開催★
【ホテル泊】

5
朝 ★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

終日自由行動。
【ホテル泊】

6

朝

夜

★ホテルにてご朝食をお召し上がりください。

再出発の時間まで自由行動。

お客様ご自身でホテルのチェックアウトを済ませ、
ドバイ国際空港までご自身でお越しください。

【深夜発のため便宜上機中泊とします】

7

深夜

夕方

ドバイ国際空港より、エミレーツ航空直行便にて
日本へ。

各空港到着、お疲れ様でした!

※行程に記載の時間は目安となります。当日の天候や道路状況により、時間が大幅に変更となる場合もございますので、
あらかじめご了承ください。

※食事条件 朝5回／昼0回／夕0回（機内食を除く）

※添乗員は同行いたしません。



■ご宿泊ホテル（スタンダードコース）
『Rove City Walk Hotel』

 ダウンタウンエリアに昨年夏にオープンしたばかりのスタイリッシュなホテルです。
 ドバイモール・ブルジュカリファは徒歩圏内、メトロの駅も近いので観光にも
 最適の立地です。



■ご宿泊ホテル（スーペリアコース）
『Manzil Downtown Hotel』

 世界一高いビル『Burj Khalifa』を眼前にする、ダウンタウンエリアで人気のホテルです。
 ドバイモールまで徒歩圏内という好立地で、ショッピングに最適!



■ご宿泊ホテル（デラックスコース）
『Palace Downtown Hotel』

 アラビアンな雰囲気たっぷりのダウンタウンエリアでは
屈指の高級ホテルです。

 目の前は巨大なドバイファウンテン、すぐ隣には世界
最大級のドバイモールというとっても便利な立地です!



■5日間コース／ご旅行代金（お一人様あたり）
1名1室利用 2名1室利用 延泊代金（1泊あたり）

スタンダードコース
（Rove City Walk指定） 360,000円 320,000円 （1名1室利用） 25,000円

（2名1室利用） 15,000円

スーペリアコース
（Manzil Downtown指定） 440,000円 360,000円 （1名1室利用） 42,000円

（2名1室利用） 23,000円

デラックスコース
（Palace Hotel指定） 568,000円 430,000円 （1名1室利用） 75,000円

（2名1室利用） 39,000円

◎旅行代金に含まれるもの
往復エミレーツ航空エコノミークラス利用航空券、燃油サーチャージ・空港利用税、宿泊代4泊分・朝食付き、空港⇒ホテル片道送迎代、
イベントコーディネーター料

◎旅行代金に含まれないもの
ドバイ宿泊税、観光費用、ホテルでの朝食以外の食事代、PCR検査費用



■7日間コース／ご旅行代金（お一人様あたり）
1名1室利用 2名1室利用 延泊代金（1泊あたり）

スタンダードコース
（Rove City Walk指定） 410,000円 350,000円 （1名1室利用） 25,000円

（2名1室利用） 15,000円

スーペリアコース
（Manzil Downtown指定） 524,000円 406,000円 （1名1室利用） 42,000円

（2名1室利用） 23,000円

デラックスコース
（Palace Hotel指定） 718,000円 508,000円 （1名1室利用） 75,000円

（2名1室利用） 39,000円

◎旅行代金に含まれるもの
往復エミレーツ航空エコノミークラス利用航空券、燃油サーチャージ・空港利用税、宿泊代6泊分・朝食付き、空港⇒ホテル片道送迎代、
イベントコーディネーター料

◎旅行代金に含まれないもの
ドバイ宿泊税、観光費用、ホテルでの朝食以外の食事代、PCR検査費用



■早期申込キャンペーンについて

申込期限 割引額

出発日より90日前までに申込完了
ご旅行代金より

30,000円割引

出発日より60日前までに申込完了
ご旅行代金より

20,000円割引

 5日間コース、7日間コースをお申込みのお客様について、早期申込キャンペーンを実施いたします!
※下記規定の日程で、申し込みを完了し、旅行代金の一部（申込金）または全額を期限内にお支払いいただいた

お客様に対して適用となります。

【ご注意】
※座席数に限りがあります。座席数が定員となった場合、規定の期限内に申し込みがあった場合でも、割引が適用できなくなります。
※また、割引の適用については、先着順になります。この場合、申し込みを受け付けた日に準じます。
※5日間コース（9/8出発）・7日間コース（9/7出発）以外の日程のアレンジを希望するお客様は、割引適用外となりますので、
あらかじめご了承ください。
※割引の適用は旅行代金のみとなります。オプション代金・オプショナルツアー代金への適用はありません。



■追加オプションのご案内
 往復ビジネスクラスへアップグレード

追加代金

お一人様あたり 600,000円（目安）

 滞在先ホテルでのPCR訪問検査予約代行（検査費用込み）

追加代金

お一人様あたり 8,000円

※ご出発日より14日前までにお申込みください。
※24時間以内にクリニックの所定フォームにて結果が送信され、それより12時間以内に日本政府指定の
書式にて結果が送信されます。
（メール配信のみ、プリントアウトはお客様ご自身で行ってください。）

※ご予約時に合わせて申し込みをお願いします。
エコノミークラスでご予約確定後のビジネスクラスへの変更の場合、所定の取消・変更手数料を
申し受ける場合がありますので、あらかじめご留意ください。
※座席数には限りがあります。お早めにお申込みください。
※上記の金額は目安となります。実際の追加代金については、申し込み後のご回答となります。



■オプショナルツアーのご案内①
『ドバイの定番観光地を巡る半日観光ツアー』

 ドバイの王道観光地!世界一巨大な額縁『ドバイフレーム』と、昔ながらの市場『ドバイスーク』
でのショッピングをお楽しみいただけます♪（ドバイモールで解散となります。）

時間（目安） 行程

10:00

14:00

ホテル出発。

★世界一巨大な額縁『ドバイフレーム』へ入場します。
ドバイの今と昔を一望できる展望台をお楽しみください。

★ドバイ三大スークのひとつ『スパイススーク』へご案
内します。ユニークな昔ながらの市場の風景とショッピ
ングをお楽しみください。

ドバイモールにて解散。
※ホテルまでは各自でお戻りください。

ここに登ります！

追加代金

お一人様あたり 25,000円

※最少催行人員:4名
※食事は自由食となります。
※日本語ガイドが同行します。

グループ割りあり!



■オプショナルツアーのご案内②
『ドバイの新名所を巡る終日観光ツアー』

 ドバイのホットなニュースポット!ヤシの木型の人工島を一望できる『The Palm』展望台と、
世界一大きな観覧車『Ain Dubai』にご案内します♪ 時間（目安） 行程

10:00

18:00

ホテル出発。

★2022年2月にオープンしたユニークな卵型の『ドバイ
未来博物館』を外観からご覧いただきます!

★オープンしたての新しい展望台!『The Palm』
からドバイのランドマークをご覧ください。

ヤシの木型の人工島『パームジュメイラ』の先端にある
『The Pointe』にて自由散策。

★ギネス認定!世界一大きな観覧車『Ain Dubai』
体験乗車♪素晴らしい景色を堪能ください。

★世界で唯一の七つ星ホテル『Burj Al Arab』を背に
記念写真が撮れるスポットへご案内します。

ホテル到着。

追加代金

お一人様あたり 44,000円

※最少催行人員:4名 ※食事は自由食となります。
※日本語ガイドが同行します。

グループ割りあり!



■オプショナルツアーのご案内③
『ドバイ観光で欠かせない!砂漠ドライブ（夕食付）』

 近代的な街並みから車で約1時間、広大な砂漠を4WD車で爽快ドライブ!
夕食はキャンプ地にてエンターテイメントショーを楽しみながらのバイキング♪

時間（目安） 行程

17:00頃

22:00

ホテル出発。

★日本では見られない雄大な砂漠を4WD車でドライブ!
夕日を眺めてからキャンプ地にてエンターテイメントを
楽しみながらのバイキング料理をお召し上がりください。

ホテル到着。

追加代金

お一人様あたり 11,000円

※最少催行人員:4名
※英語ドライバーのご案内です。
※他のツアーのお客様と相乗りになる場合がございます。



■グループ割引について

割引後のツアー代金（お一人様あたり）

オプショナルツアー①
『ドバイの定番観光地を巡る半日観光ツアー』 15,000円

オプショナルツアー②
『ドバイの新名所を巡る終日観光ツアー』 26,000円

 オプショナルツアー①・②について、同日のご参加者が10名様以上の場合、
下記の通りグループ割引をオプショナルツアー代金に適用いたします!

 皆さまお誘いあわせのうえ、お申込みください♪

お一人様10,000円の値引き！

お一人様18,000円の値引き！

グループ割りあり! こちらのマークが目印です♪



■取消料について
 当社では、下記の規定によりお客様の都合による取消・変更については、手数料を申し受けます。

取消料

予約締結後、出発日の前日から起算して
31 日前にあたる日まで

11,000 円
（取扱企画料に相当する金額）

出発日の前日から起算して
30 日前～3 日前まで 旅行代金の 20% 

出発日の 2 日前以降 旅行代金の 50%

旅行開始後のご連絡又は
無連絡不参加の場合 旅行代金の 100% 

お取消のご連絡につきましては、弊社営業時間内にてご連絡いただいた日を基準とします。
弊社営業時間外にご連絡いただいた場合は、翌営業日を基準としますので、あらかじめご注意を
お願いいたします。
（営業時間:平日 9 時～18 時／土日祝は定休日）



■その他のご案内について
 アラブ首⾧国連邦では、入国日から6ヶ月以上のパスポート有効期限が必要となります。
 アラブ首⾧国連邦では、日本国籍の方は事前の査証（VISA）は不要です。外国籍の方につきましては、ご自身で事前の
査証（VISA）の有無をご確認ください。なお、弊社では事前査証の代行取得は行っておりません。
 アラブ首⾧国連邦と日本の時差は『―5時間』です。（日本が4/1正午のとき、アラブ首⾧国連邦は4/1朝7時）
 本資料は、旅行業約款に定める取引条件書面の一部とみなします。合わせて交付する旅行業約款と併せてご確認を
お願いいたします。また、取引条件に対し、より詳しい説明が必要な場合、総合旅行取扱管理者にお尋ねください。

 お問い合わせ（旅行企画元）

株式会社WEST FIELD TRAVEL
東京都知事旅行業登録第3種8127号 日本旅行業協会JATA保証社員

〒150-0012 東京都渋谷区広尾2-1-18 広尾Nビル4階

電話:050-3707-1377 FAX:03-6803-8321

メール:customer-support@westfieldtravel.net

営業時間:平日 朝9時～18時（土日祝は定休日）
総合旅行取扱管理者 赤堀 まどか



■よくある質問①
 ANAやJALのマイレージを使用する、貯めることはできますか?
⇒エミレーツ航空では、独自のマイレージプログラム（スカイワーズ）を使用しているため、他の航空会社のマイレージを使用したり、貯める
ことができません。また、旅行会社の手配上、お客様のスカイワーズを使用して航空券をお取りすることはできません。
今回のご旅行を機に、エミレーツ航空のマイレージプログラムに無料で登録し、当日空港のチェックインの際に会員番号を提示することで、
新たに貯めることは可能です!
また、スカイワーズで貯めたエミレーツ航空のマイルを、一定数以上（8000マイル～）からJALやジェットスターなどの提携航空会社のマイルに
交換することは可能です。詳しくはエミレーツ航空公式ホームページよりご確認ください。

 イスラム圏の旅行が初めてなのですが、服装はどうしたら良いでしょうか?
⇒ ドバイは敬虔なイスラム教国ではありますが、世界中から観光客が訪れる多国籍国家でもあります。そのため、観光客の多いダウンタウン
や、ビーチエリアでは、多くの方がラフな格好（ハーフパンツや、タンクトップなどの露出の多い服）で出歩いています。
ですので、特に服装に関しては細かく気にしていただく必要はございません。
ただし、モスク（礼拝堂）などのイスラム教徒の方が多く訪れる場所や、五つ星ホテルの高級レストランなどは、TPOに合わせた服装の配慮が
必要です。



■よくある質問②
 ドバイでお酒を飲みたい!
⇒基本的にドバイ（UAE）では、政府から認可を受けないとアルコールの販売ができないようになっています。そのため、日本のようにコンビニ

でビールや酎ハイなどが簡単に入手できるような環境ではありません。

一般的には、高級レストランでご注文いただくか、ドバイ空港の免税店であらかじめ入国の際にお酒を購入しておくか、の2通りとなります。

また、お客様の中には、日本のスーパーであらかじめウイスキーなどを購入し、スーツケースの中に預入手荷物として持ち込む方もいらっしゃ

います。

 カメラ（一眼レフ）で写真を撮る際の注意点はありますか?
⇒ 基本的に観光客の方が街並みや風景などの観光地を撮影することは問題ありません。

撮影時に、反射板やフラッシュ装置など、一般の方がおおよそ使用することはないであろうプロの方向けの機材を持って撮影してしまうと、

警備員や警察の方に許可証を求められたり、事情徴収を受けたりする場合がありますので、使用しないようにしてください。

また、イスラム教徒の女性は、家族以外の男性とのツーショットや、映像に残る行為は、宗教上禁じられているため、街並みなどを撮影

する際は十分に注意のうえ、現地の方とトラブルがないようにご配慮をお願いいたします。



■よくある質問③
 ドバイの治安はどうでしょうか?
⇒ドバイでは、街中の公共施設・道路等に監視カメラを設置し、警備員や警察の巡回を行い、国の安全を十分に確保できるよう努めています。

また、犯罪者（スリや強盗など）への懲罰も非常に厳しく、ヨーロッパ諸国や米国と比べて犯罪発生率が低いです。

ただ、これはドバイだけではありませんが、観光地となっている場所以外の、下町など労働者が多く暮らすエリアや、人通りの少ない路地

などには行かないようご注意ください。

また、貴重品やパスポートの管理は、お客様ご自身で行うようお願いいたします。

 チップはあるの?
⇒基本的にドバイでは、チップは不要です。そのため、公共施設でのトイレの使用や、ベッドメイク、タクシーの利用時に、チップの支払いは

必要ありません。また、レストランではチップに相当する金額がサービス料としてあらかじめ請求金額に含まれているため、請求金額以上に

支払う必要はありません。

たとえば、ホテルのコンシェルジュに特別な依頼をした時や、タクシーに待機を依頼した、といった通常のサービス以外のことを頼んだ際に、

心遣いとしてチップを渡すことは問題ありません。


