デラックスクラスホテル（当社基準）に3連泊！

コース番号 WB10808

ハイアット リージェンシー ドバイ 指定
デイラ地区にあるハイアット リー
ジェンシー ドバイ はアラブ首長
国連邦最大のゴールドスーク
（金
市場）
よりわずか5分、
ドバイ国際
空港から12ｋｍ、
と便利なロケー
ションを誇ります。421の全客室
からはドバイクリークの河口から
アラビア湾と市街の素晴らしい景
色がお楽しみ頂けます。

ロビーラウンジ

外観

トラベルインフォメーション

日本との時差
ドバイ… −5時間
（日本より5時間遅れています。
）

入国

パスポート：アラブ首長国連邦
…入国時6ヶ月以上
アラブ首長国連邦：UAEディルハム(AED）

（三菱UFJ銀行売渡レートに基づきます ）

1AED＝31.36円 日本円換算目安は2018年10月30日現在

服装

治安

日本のようにはっきりとした四季はなく、夏（4〜10月）
と冬（11〜3月）の季節に大きく分けられます。どちらの
シーズンも日中は暑いので、半袖の服や通気性に優れ
た夏服をご用意ください。特に夏は外気温が50℃に上
がる日もあり、汗を多くかきますので余分に着替えをご
準備ください。夜は冷え込みますので、パーカーやカー
ディガンなどの上着をご用意ください。また、ショッピン
グモール、
レストラン、バスなど建物や乗り物の中では

比較的治安が良いとされていますが、
無警戒な日本人旅
行者は狙われやすいので、
気持ちを引き締めて行動しま
しょう。
観光客が多い地域では、
スリや置き引きに注意し
てください。

薬（常備薬・酔い止め・胃腸薬など）、雨具、ティッシュ、フ
ィルム、電池、
スリッパ等があれば便利です。

魅惑のドバイ・
アブダビ
アブ
ダビ
5日間の旅

公用語

アラブ首長国連邦…アラビア語（ドバイなど都市部では
外国人労働者が多いため、英語も広く使われています。）

都市名

2月
9.5
1.0
24.6
13.2

平均最高気温
平均最低気温
平均最高気温
アブダビ
平均最低気温

広島

都市名

ドバイ

平均最高気温
平均最低気温

2月
24.6
14.5

※広島は気象庁HP調べ（2018年）
、
ドバイ・アブダビは世界気象機関HP調べ

3

お申込金のお振込

●お近くの銀行､信用金庫等より
お申込金（原則として旅行代金の
20％相当額)をお振込下さい。
●手続書類到着後3日以内をめど
にお振込み下さい。

■広島会場：RCC文化センター

広島市中区橋本町5-11 TEL：082-222-2277

●2018年 12月14日
（金）
午後2：00〜
●2019年 1月17日
（木）
午後2：00〜
4

旅行諸費用の残金ご請求
ご出発日の1ヶ月前になりまし
たら､弊社より残金のご案内を
郵送致しますので､着きました
ら記載されております日付迄に
お振込願います。

5

確定書面（最終日程表）
のご案内
●ご出発日の7日前から遅くとも旅
行開始日の前日をめどに、最終日程
表をお送りします。

6

ご出発前々日

ご出発前に添乗員よりお電話さ
せていただき、服装、お荷物、
ご
集合時間の最終確認をします。
（尚､月曜日にあたる日は､前週
の金曜日となります。）

旅行期間 2019年

2月22日（金）〜2月26日（火）
実施
旅行企画

2

手続書類の発行

当社より手続案内関係
書類をお送りします。
渡航手続はとても簡単
です。案内書をよくお読
み下さい。

高級レストランでは料金の10%程度が相場です。タク
シーは少額のお釣りを受け取らずにそのままチップと
して、またホテルのベルボーイやルームメイドには5デ
ィルハム程度を渡すのが一般的です。

協力

お申込み方法

1

チップ

〈日時･場所〉

石橋真アナウンサーと行く
「魅惑のドバイ・アブダビ5日間」のくわしい説明
会を開催します。さらに、
くわしい旅行内容をお聞きになりたい方はふるっ
てご参加下さい。
説明会に参加希望の方は、
阪急交通社 広島支店 082-545-1555 まで
その旨をご連絡下さい。
お気軽にどうぞ!
（ご来場頂いた方には観光資料をプレゼント！）

お申し込み

石橋 真アナウンサーと行く

水道水は避けミネラルウォーターを飲用してください。

■主要都市の気温データ（単位：℃）

電圧は220〜240ボルト・50ヘルツ。日本製品を使用す
る場合は変圧器や電源プラグ交換アダプターが必要。
プラグタイプはBF、3本の平型ピンがついた形状です。

旅行説明会を開催します

まずお電話にてご予約下さい。
予約電話 082-545-1555
既に満席の場合もございます。
ご確認下さい。

水

冷房が効いていますので、移動中は上着を必ずお持ち
ください。
また、イスラム教徒の国なので、観光客であっても女
性が肌を露出することは好まれません。男女ともに、
肌の露出が多くなる服は避けたほうが無難です。

でおなじみの

JR広島駅
発着

7

：

ご出発当日

JR広島駅にて係員が受け
付け致します。
（尚、傷害保
険等をお申し込みのお客
様は、空港にてお渡し致し
ます。）

ご旅行条件書（要約）〔お申込みの際には、詳しいご旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。〕
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社 阪急交通社 旅行事業本部
〔観光庁長官登録旅行業第1847
号〕
（以下「当社」
といいます）
が企画・募集し、実施する旅行であり、
この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」
といいます）
を締結することに
なります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・
宿泊その他の旅行に関するサービス
（以下「旅行サービス」
といいます）
の提供を受ける
ことができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、
パンフレット、本ご旅行条件書、
ご出発までのご案内、渡航手
続関係書類、
ご案内とご注意、
その他の案内書類
（以下これらを総称して
「パンフレット
等」
といいます）
、出発前にお渡しする確定書面
（最終旅行日程表）
並びに当社旅行業
約款
（募集型企画旅行契約の部）
によります。
2.旅行の申し込みと旅行契約の成立
(1)当社または当社の受託営業所にて
（以下「当社ら」
といいます）
当社所定の旅行申込
書に所定の事項を記入のうえ、
お1人様につき申込金
（原則として旅行代金の20％相
当額）
を添えてお申し込みください。
申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するもの
とします。
「振り込み」の場合はお客様の振り込み手続きが完了した時点、
「ゆうちょ銀行
口座自動引き落とし」の場合は引き落としがされた時点で成立します。
なお、特定コースに
つきましては、別途パンフレットなどに定めるところによります。
(2)当社は、電話、郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約
を受け付けることがあります。
この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当
社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時
に成立するものとします。
この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったも
のとして取り扱う場合があります。
3.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、
バス等利用運送機関の運賃・料金
（この運
賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金〔原価の水準の異常な変動に対応する
ため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限
ります。以下同様とします。〕
を含みません。）
。当パンフレット内でファーストクラス席、Cク
ラス席と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。

日本旅行業協会

お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させ
ていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行にお
いて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受
領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただ
きます。運送・宿泊機関などへの個人情報の提供につい
て同意の上お申込みいただきます。

アラブ首長国連邦……………………………………… 入国時6ヶ月以上
※パスポートをお持ちでも、上記の日数以上の残存期間がない場合、入国できま
せん。パスポート有効期限をもう一度お確かめの上、残存期間の不足の方は
新しくパスポートを申請して下さい。

阪急交通社 広島支店

実施
旅行企画

̶̶自然や文化遺産を大切に̶̶

お問合せ
お申込み

『地球にやさしい旅人宣言』

5.旅行契約の解除
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
（パンフレット等に特に記載がな
＊解除期日は弊社に連絡がついた日
（着信日）
が適用となります。
い限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします）
。
（営業時間内にご連絡下さいますようお願いいたします。）
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金
（ガイド料金・入場料金）
旅行契約の解除期日
取消料
（お1人様）
(5)手荷物の運搬料金
①旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金
（お1人様20kg以内が原則となっておりま
してさかのぼって40日目にあたる日から31日目にあたる日まで
旅行代金の10％
すが、
クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください）
。
また、一部の
（②〜④に掲げる場合を除く）
空港・駅・ホテルではポーターがいない等の理由により、
お客様ご自身で運搬していただく
場合があります。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託
②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあた
旅行代金の20％
手続を代行するものです。
る日から3 日目にあたる日まで
（③・④に掲げる場合を除く）
(6)団体行動中のチップ
③旅行開始日の前々日以降
（④に掲げる場合を除く）
旅行代金の50％
(7)添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
4.旅行代金に含まれないもの
④旅行開始後の解除または無連絡不参加
旅行代金の100％
前第3項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。
その一部を以下に例示します。
注：
「ピーク時」
とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、
お
(1)超過手荷物料金
（各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの）
よび7月20日から8月31日までをいいます。
(2)クリーニング代、電報・電話料、
ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、
その他追加飲
食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
6.その他
(3)旅行日程中の各国空港税、出国税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって
旅行先によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の海外渡航関連情報が出され
収受しているもの。
（日本国内通行税を含む。
ただし、航空税等を含んでいることを当社の
ている場合があります。お客様ご自身で確認いただけますようお願いいたします。現地の
パンフレットで明示したコースを除きます。）
治安および衛生状況は、以下のサービスでもご確認いただけます。
(4)運送機関の課す付加運賃・料金
・外務省「外務省海外安全ホームページ」
：
(5)渡航手続関係諸費用〔旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
かかる渡航手続取扱料金、傷害・疾病保険料等〕
・厚生労働省「検疫感染症情報」
：http://www.forth.go.jp/
(6)希望者のみ参加されるオプショナルツアー＜別途料金の小旅行＞の代金
7.旅行条件・旅行代金の基準
(7)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、
および旅行開
この旅行条件は2018年11月1日を基準としております。
始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
パスポート残存期間
(8)傷害・疾病に関する医療費等

総合旅行業務取扱管理者：山本 晃士
〒730-0051 広島市中区大手町2-11-10 NHK広島放送センタービル21階
観光庁長官登録旅行業第1847号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

082-545-1555

一般社団法人日本旅行業協会（JATA）正会員

受付時間■（平日）9:30〜17：30

土曜・日曜・祝日は休み

※総合旅行業務取
扱管理者とは、お
客様の旅行を取扱
う営業所での取引
きの 責 任 者 です。
このご旅行の契約
に関し、担当者か
らの説明にご不明
な点がございまし
た ら、ご 遠 慮 なく
左記旅行業務取扱
管理者にご質問下
さい。

イメージ

イメージ

バージュカリファ

お問合せ
お申込み

バージュアルアラブ

広島支店

082-545-1555

伝統と最先端が交わるドバイの観光
の観光へご案内！
！

募 集 要 項
旅行期間

2019年2月22日
（金）
〜2月26日
（火）

348,000円

旅行代金

大人おひとり様
2名様一室ご利用の場合

バージュアルアラブ イメージ

※子供代金（2歳から12歳未満）
：大人と同額

ドバイの街並

三角形の人工島に建築された「バー
ジュ・アル・アラブ」は、帆の形をした
独特なフォルムが印象的な近代ドバ
イを象徴する建造物の一つです。
「世界で最も高級なホテル」と称さ
れ、観 光 名 所としても お馴 染 みで
す。高さは321メートル。ホテルの
アトリウムロビーは、世界一の高さ
を誇ります。

※目安：燃油サーチャージ28,000円（2018年10月24日現在）が別途必要となります。
※国内空港施設使用料（福岡空港：大人970円・子供490円）及び海外空港諸税（約5,940円）が別途
必要です。
（料金は2018年11月9日現在）
ドバイにおきまして、旅行者を対象とする滞在税（ツーリズム・ディルハム）の支払いが義務付けられてお
ります。このツーリズム・ディルハムはドバイにある全ての宿泊施設が対象となり、滞在ごとに各施設を通
じて個々のお客様へ請求いただくことになります。お一人様1泊あたり3〜3.5アメリカドルを施設利用
時にお支払いいただくことになります。尚、金額については最終日程表にてご案内させていただきます。

カタール ドバイ
アブダビ

サウジアラビア

※原則としておひとり参加の場合は必要です。相部屋ご希望の
お客様で相手方と相部屋が成立した場合はご返金します。

高
さ
約
m

ドバイが誇る６つの世界一は、見るモノ、訪れる場所が規格外！
バージュカリファの１２４階の展望フロアは地上４４２ｍの高さ。近未来
都市だけでなく、湾岸部や砂漠まで一望でき、
まさに壮観な光景。私に
とっても初めてのドバイの旅。皆様と一緒にどんな「ワクワク」が待って
いるか楽しみです。
２月下旬のドバイは日本の秋の気候に相当し、過ごしやすいシーズン。
３連泊なので楽な旅になるかと思います。ぜひ、参加してください。

石橋 真

■旅程

日程 国名 月日 曜
日本

朝 昼 夕

BBQビュッフェ

▲4WDで砂漠サファリ〈注1〉＆★ベリーダンスを観ながらの夕食。
ホテル着。
《走行距離：約80㎞》
【ドバイ泊】

2/25 月

ず

お

読

み

下

さ

い

※上記日程は予定であり、交通機関及び現地事情によって変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
※◎＝入場観光、○=下車観光（施設等へは入場しません）、▲＝乗車又は乗船にての観光、★＝食事
※現地発着時間はあくまでも目安です。
※ホテルについて：3名様にて1部屋利用の場合は、2名部屋に簡易ベッドが1つ入る形となります。尚、
この場合の割引はございません。
（料金は
※上記旅行代金以外に国内空港施設使用料（福岡空港：大人970円・子供490円）及び海外出入国税・空港税（約5,940円）が別途必要です。
2018年11月9日現在）
※空港諸税は発着空港・利用路線の変更、予告ない増額・新設により変更されることがあります。その額によって差額分もしくは新たに金額をご負
担いただくことがあります。予めご了承願います。
※この旅行には、有効期間が入国時6ヶ月以上残っている旅券が必要です。
※宗教上の祝日、
ラマダン期間中、
ラマダン明け祭り、犠牲祭等で、観光地に入場できない場合がございます。
※〈注1〉デザートサファリ
（砂漠ツアー）
では添乗員が同行しない場合がございます。また、悪天候によりデザートサファリにご案内できない場合、
2,000円をご返金します。
※〈注2〉
ドバイファウンテンショーは、
メンテナンスや現地事情等により噴水ショーが行われない場合がございます。予めご了承ください。

国際観光旅客税
について

日本の観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・効果を図るため、恒久的な財源を確保することを目的として「国際観光
旅客税」が導入されました。日本出国1回につき1,000円を別途ご負担いただきます
（2019年1月7日以降）
。

■時間帯のめやす

早朝
4:00

朝

6:00

※パンフレットの中の 時間帯のめやす は航空機・
午前
昼 午後 夕刻 夜
深夜
バス等の移動の発着をもとにしためやす時間
8:00
11:00 13:00 16:00 18:00 23:00 4:00 で、
ホテルの発着時間ではありません。
【181002KOP】

ドバイメトロ
イメージ

〈注1〉

4WD車で
で
砂漠を
を豪快に
に
ドライブ！
！

バージュカリファ イメージ

シェイクザイードグランドモスク イメージ

ビルの中で世界一の高さを誇る206階建てで（160階以
上は上れません）その高さはなんと828m。展望台からは
湾岸部からアラビア砂漠の彼方までが一望できます。

ジュメイラモスク
イメージ

話題
ルーブルアブダビ
スポット！

◀最高で1,200名までが礼拝すること
ができるほど大きく、中世のファーティ
マ朝時代の様式を模して白い石のみを
用いて建造された、
ドバイで有数の美し
いモスクです。1978年建立。

ドバイモール
イメージ

ドバイ博物館

旅の9つのポイント

囲気でご旅行をお楽しみ頂けます。

82個のドーム、約1000本の円柱、野球場5個分の面積を誇り、40,000人を収容するこ
とのできる世界で8番目に大きなモスクです。
▶フランスのパリにあるルーブル美術館
の別館として建てられました。ゴッホ、ピカ
ソなどの作品が鑑賞できるアラブ世界発
のユニバーサルミュージアムです。

デザートサファリ
（砂漠ツアー）
／イメージ

でおなじみの石橋真アナウンサーがご一緒する
1. 特別企画の ドバイ
・アブダビツアー です。
地元、 JR広島駅発着 なので大変参加しやすいコースです。
しか
2. も、ご参加頂く方は 広島県内の方がほとんど なので、和やかな雰

世界一の超高層ビル

一

必

機内食

日本

仁川にて乗り継ぎ、
10:50
13:10 KE789 空路福岡へ。
14:30 専 用 車 入国手続後、博多駅へ。
16:33 のぞみ50 新幹線にて広島へ。
到着後、解散。
『 お疲れ様でした』
17:34

機内食

韓国

仁
川
着
仁
川
発
2/26 火 福 岡 空 港 着
博 多 駅 発
広 島 駅 着

機内食

イ 9：00 専 用 車 ホテルにて朝食後、
ドバイ観光〈約4時間〉
（○ドバイフレーム
〔写真撮影〕、世界一③◎バージュカリファ124F展望台、世
界一④▲ドバイメトロ乗車体験、世界一⑤○ドバイファウンテ
ンショー鑑賞〈注2〉）。
途中、
レストランにて昼食。
昼食後、世界一⑥○ドバイモールにて自由行動。
18：30
その後、空港へ。
21：20 KE952 出国手続後、帰国の途へ。
《走行距離：約30㎞》
【機中泊】

レストラン

4

バ

懇親会︵ホテル︶

15：30
21：00頃
ド

レストラン
ホテル

夜は石橋アナウンサーを囲んでの懇親会でお楽しみくださ
い。
《走行距離：約300㎞》
【ドバイ泊】

イ 9：00 専 用 車 ホテルにて朝食後、
ドバイ市内観光〈約6時間〉
（世界一①○
パームジュメイラ、○ジュメイラビーチ、世界一②○バージュ
アルアラブホテル、○ジュメイラモスク、◎ドバイ博物館、地
元の人々の生活の足▲アブラ船乗船体験、金製品や香辛料
を扱う市場○ゴールドスーク＆スパイススーク）。
観光途中、市内レストランにて昼食。
観光後、ホテルチェックイン。

2/24 日

ホテル

バ

レストラン
︵中華︶

アラブ首長国連邦

ド

ヤシの木の形をモチーフにしたドバイ沖合にある世界最大の人工島。
パーム・ジュメイラ、パーム・ジェベル・アリ、ディラ・アイランドの3つの
島に分かれています。

専 用 車 到着後、専用車にてホテルへ。
《走行距離：約10㎞》
【ドバイ泊】

ホ テ ル 着 17：30頃

5

要

ド
バ
イ 8：30 専 用 車 ホテルにて朝食後、アブダビへ。
ア ブ ダ ビ
アブダビ市内観光〈約5時間〉
（◎シェイクザイードグランドモ
スク、2017年オープンの話題スポット◎ルーブルアブダビ）。
観光途中、
レストランにて昼食。
2/23 土 ド バ イ
その後、
ドバイへ。

2

3

摘

ドバイならではの
乗物体験

パームジュメイラ イメージ

機内食

さくら451 新幹線にて福岡へ。
専 用 車 到着後、福岡空港国際線ターミナルへ。
KE788 出国手続後、
仁川経由ドバイへ。
KE951

一

交通機関

6：43
7：56
10：30
12：00
12：45
18：15

機内食

韓国

1

地 名

広 島 駅 発
博 多 駅 着
福岡空港発
仁
川
着
2/22 金 仁 川 発
ド バ イ 着
ド
バ
イ

現地
時刻

ここに
登ります！

オマーン

魅惑のドバイ・アブダビ
5日間の旅

124Fの
展望フロア
「アット・ザ・トップ」
（地上442m）
へご案内。

828

■ご集合場所・時間のご案内（予定）…………………JR広島駅／6：15頃

アラブ
首長国連邦

ドバイとアブダビは、それぞれアラブ首長国連
邦を形成してい7つの首長国のひとつです。
アブダビは、アラブ首長国連邦の首都アブダ
ビ市を有しています。

■一人部屋利用追加代金：50,000円

■利用予定ホテル
〈1・2・3泊目ドバイ〉
ハイアットリージェンシードバイ
【指定】
■ビジネスクラス追加代金：200,000円（仁川⇔ドバイ間）
（当社基準デラックスクラス）
■最少催行人員：15名様
■添乗員：JR広島駅出発より
JR広島駅帰着まで同行します。
■食事：朝食3回・昼食3回・夕食2回（機内食除く）
■利用予定航空会社：大韓航空（エコノミークラス）

イラン

バーレーン

イメージ

3. 今回のツアーでは 近未来都市・ドバイが誇る6つの世界一 にご案内。
① パームジュメイラ（月から見える世界一大きな人工島）
② バージュアルアラブホテル観賞（328mの高さで世界トップクラスの高層建築です）
③ バージュカリファ展望台（世界一の高さを誇り206階建てでその高さはなんと828mです。
地上442mに位置する124階展望台へ。）
④ ドバイメトロ乗車体験（開発・施工に日本の大手ゼネコンが関わった世界最長の無人運転鉄道）
⑤ ドバイファウンテンショー（2009年5月にオープンした世界最大の噴水ショー。その高さは最大150m）
⑥ ドバイモール（東京ドーム23個分の敷地に、約1,200店舗が出店する世界最大のショッピングモール）

大韓航空 を利用。お泊まりは 当社基準デラックスクラスのホテ
4. 航空会社は
ル ハイアットリージェンシードバイ を 指定 でご用意。
ドバイに3連泊（広さ
約34㎡のお部屋）なので、荷物をホテルに置いて気軽に観光できます。

イメージ

スパイススーク
イメージ

イメージ

11月〜3月までの冬季は 平均気温20℃〜30℃ と日本の秋の気候
5. に相当し、
比較的温暖で過ごしやすい 観光のベストシーズン です。
2日目ドバイでの夜は 石橋真アナウンサーを囲んでの懇親パー
6. ティー
を開催!
7. 手荷物宅配サービス付き（ご自宅〜福岡空港：往復）
8. 添乗員が JR広島駅より同行 致します。
ドバイが初めての方でも海外
9. 旅行説明会を事前に実施致します。
旅行が初めての方でも不安を取り除いてご参加頂けます。説明会
※お一人様1個まで

イメージ

ゴールドスーク
1787年に建てられた、市内最古の建造物であるアル・ファ
ヒディ要塞内に位置するドバイ博物館。まだ石油が発見さ
れなかった頃の1960年代のドバイの日々の暮らしを再現
している色彩豊かなジオラマや展示をご覧いただけます。

東京ドーム23個分の敷地に、約1,200店舗が
出店する世界最大のショッピングモールです。

スークとはアラビア語で
市場を意味します。金製品を扱うゴールド
スーク、色鮮やかな香辛料が並ぶスパイス
スークで、伝統的なアラビアンマーケット
の雰囲気をお楽しみください。

にご参加の方にはもれなく 観光資料をプレゼント 。

