
成田発
カスル・アル・ワタン

2023・6 ▼9

●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2023年1月10日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

心に残る高品質な旅海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

絢爛のアラビア
ドバイ・アブダビの旅

7日間

7つ星ホテル　ブルジュ・アル・アラブに泊まる　ビジネスクラスでゆく

メソポタミア文明とインダス文明をつなぐ地にあり、東西文化の交差点で育まれてきたアラビアの歴史と文化。
厳しい自然環境の中、篤い信仰をベースに煌びやかに華開いたイスラム美の世界を、

様々な角度からご案内します。
往復はキャセイパシフィック航空のビジネスクラスを利用。

往路に機中泊が無い、身体に楽な日程です。



■最少催行人員：8名様　■食事：朝食5回、昼食3回、夕食4回　■添乗員：成田空港ご出発時から成田空港ご到
着時まで同行します。　■パスポート必要残存有効期間：入国時6か月以上　■パスポート査証未使用欄：2ペー
ジ以上必要

ご旅行条件とご注意

日次 訪問地 スケジュール� 宿泊地・食事

1
成田空港10:40発H
香港14:40着
香港17:30発H
ドバイ21:25着 

午前、キャセイパシフィック航空ビジネスクラスにて香港へ。
着後、航空機を乗り換え、ドバイへ（ビジネスクラス）。
着後、ホテルへ。
� 【4連泊】（ドバイ ： JWマリオット・マーキス泊）skk

2

ドバイB
（パキスタヤ歴史地区）B
（昔ながらのゴールドスーク
／スパイススーク）B

（世界最大の額縁　ドバイ・フレーム）B
（ムハンマド・ビン・
ラシッド図書館）B

（奇跡の建築・未来博物館）

午前、ドバイで最も古い町並みが残されているバスタキヤ歴史地
区へ。 昔ながらの町並み散策をお楽しみください。 今でも人々
の生活の足であるアブラ船の乗船や、ゴールドスークやスパイス
スークの散策をお楽しみください。
午後、2022年6月にオープンしたばかりの本立てのような外観の
●ムハンマド・ビン・ラシッド図書館へ。7階にあるトレジャー・オブ・
ザ・ギャラリーで貴重な書物を見学。
� （ドバイ ： JWマリオット・マーキス泊）ahy

3

ドバイB
（バタフライ・ガーデン）
（世界最大の観覧車
アイン・ドバイ） 

午前、●バタフライ・ガーデンを訪ねます。
午後、2023年春にオープン予定（注）の世界最大の観覧車アイン・
ドバイに乗車。1周40分の高さ250メートルの巨大観覧車からの
絶景をお楽しみください。その後、ホテルへ。
� （ドバイ ： JWマリオット・マーキス泊）ahy

4

ドバイB
アブダビB

（ルーブル・アブダビ美術館）B
（豪華絢爛・大統領官邸）B
（シェイク・ザイード・
グランド・モスク）

本日は文化振興に力を入れるアブダビ首長国へ。
着後、●ルーブル・アブダビ美術館へ。未来的な外観と合わせて
お楽しみください。その後、近年入場観光が可能となった大統領
官邸●カスル・アル・ワタンへ。豪華絢爛な図書館などアブダビ芸
術文化の粋をご覧ください。その後、●シェイク・ザイード・グラ
ンド・モスクに立ち寄り、ドバイへ戻ります。
� （ドバイ ： JWマリオット・マーキス泊）asy

5

（ドバイ・モール）
ドバイB
ブルジュ・アル・アラブ

（人気レストラン「トル
ノ・スビト」でディナー）
B

（世界最大の踊る噴水） 

出発まで自由行動。ご希望の方は近くのドバイ・モールへご案内。
世界でも最大規模のモール散策をお楽しみください。
14：00頃、ホテルを出発し「ブルジュ・アル・アラブ」へ。ヨットの
帆のような 外観をご覧いただいた後、ホテルにチェックイン。の
んびりとした滞在をお楽しみください。夕刻、専用バスにてパー
ム・ジュメイラの「トルノ・スビト」へ。2022年に発行された有名ガ
イドブックで1★の評価をうけている人気のイタリアン・レストラン
です。食後、大迫力の世界最大の「踊る噴水」パーム・ファウンテ
ンを鑑賞し、ホテルへ戻ります。
� （ドバイ ： ブルジュ・アル・アラブ泊）asy

6
(ドバイ・フレーム ) 
(未来博物館 )
ドバイ22:55発H

出発まで自由行動。 昼食後、世界最大の額縁でもあり、展望台
でもある●ドバイ・フレームにご案内。 その後、奇跡の建築とも
言われる○未来博物館のフォトストップを取りながら空港へ。
深夜、キャセイパシフィック航空ビジネスクラスにて香港へ。
� （機中泊）ahs

7
香港10:50着
香港15:10発H
成田空港20:35着 

着後、評判の高いビジネスクラスラウンジでお寛ぎください。
午後、キャセイパシフィック航空ビジネスクラスにて帰国の途へ。
夜、成田空港に到着、解散。 � kks

※日程表の時刻は、キャセイパシフィック航空の成田空港発着を想定したものです。羽田空
港発着となる場合があります。その場合、発着時刻が異なります。

（注）アイン・ドバイの営業が開始されていない場合はパーム・ジュメイラの展望台（高さ240
メートル）へご案内します。

ワールド航空初登場のドバイの驚きの建築群を訪ねます
今やドバイの象徴となった206階建
てのブルジュ・ハリファ、まるで帆船
のようなブルジュ・アル・アラブ、そ
して世界最大面積の人工島パーム・
ジュメイラなど、最先端都市ドバイ
を訪ねれば、科学技術の進歩と人間
のあくなき挑戦を目のあたりにしま
す。また、同時に砂漠だった地に勢
いよくほとばしる噴水に、砂の国の
人々が憧れてやまなかった自然への

思いを感じます。このたびのツアー
ではドバイの誇る建築物と共に、ワー
ルド航空初登場のスポットへご案内。
今春にオープン予定の高さ250mの
世界最大の観覧車、高さが150ｍと
世界最大の額縁でもあり、展望台で
もあるドバイ・フレーム、コーランの
朗読台を模したムハンマド・ビン・ラ
シッド図書館など圧巻の建築群をお
楽しみください。

7 つ星ホテル　ブルジュ・アル・アラブ（左の建物です）

メソポタミア文明とインダス文明をつなぐ地にあり、東西文化の交差
点で育まれてきたアラビアの歴史と文化。厳しい自然環境の中、篤
い信仰をベースに煌びやかに華開いたイスラム美の世界を、様々な
角度からご案内します。ツアーではこれまでにご紹介していない、ド
バイの新しい見どころや、近年入場観光が可能となった絢爛豪華な
大統領官邸他、世界の注目を集める「ルーブル・アブダビ」、驚異
的な近未来都市の姿を見せる建築の数 を々訪ねます。往復はキャセ
イパシフィック航空のビジネスクラスを利用。往路に機中泊が無い、
身体に楽な日程です。

ツアープランナーより

ここにご注目。旅のポイント

❶ ７つ星とも称される、ブルジュ・アル・アラブに宿泊。
❷ ドバイでは驚きの建築群を楽しみます。
❸ アブダビでは入場が可能となった大統領官邸、カスル・アル・ワタン

を訪問。

7つ星ホテル　ブルジュ・アル・アラブに泊まる
ビジネスクラスでゆく 絢爛のアラビア　ドバイ・アブダビの旅 7日間

弊社では当面の間
ワクチン３回接種が完了
したお客様だけを対象に
ツアーの募集を行います。

利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空� ツアーコード：MEC03T
集合・日数・出発日 旅行代金

【成田空港集合・7日間】
6月17日（土） , 7月22日（土） , 8月19日（土）
8月26日（土） , 9月2日（土） , 9日（土）

ビジネスクラス利用

¥598,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥150,000にて承ります）
ビジネスクラス利用区間：全区間（成田～香港～ドバイ間往復）
燃油サーチャージ別途目安：￥47,400：12 月1日現在

パーム・ジュメイラのすぐ横のアイン・ドバイに今秋オープンする高さ250mの世界最大の観覧車

ドバイ（5泊）

アブダビ

B

アラブ首長国連邦 オマーン

サウジアラビア

H

H

裏表紙の【ワールド航空サービス 海外旅行「安心」への取り組み】もご覧ください。伝統的なコーランの朗読台の形を模したムハ
ンマド・ビン・ラシッド図書館

アブダビでは入場が可能となった大統領官邸、
カスル・アル・ワタンを訪問
アラブ首長国連邦の首都アブダビで
は、2019年より一般公開が始まった
大統領官邸のカスル・アル・ワタンへ
の入場観光にご案内いたします。現
職の大統領が執務を行う大統領官邸

アラビア文字が刻まれた近未来的なデザイン
の未来博物館

内部を見学できるのは世界にも類を
見ない体験でしょう。絢爛豪華な宮
殿の内部にはイスラム芸術の粋を集
めた装飾の数々があり、特に世界一
美しいと称される図書館は必見です。

絢爛豪華な装飾が印象的なカスル・アル・ワタンの内部

アラビアに現れた新しき美の殿堂「ルーブル・アブダビ」

古き良きドバイの面影を訪ねて

ルーブル美術館やオルセー美術館、
ギメ東洋美術館から貸与された珠
玉の作品が、現代的な建築美を誇
る空間で新しい価値を見せてくれ
ています。レオナルド・ダ・ヴィンチ
の『ミラノの貴婦人』やモネ、ゴッホ
などの有名作品、日本の美術品も
かなりレベルが高く、さらに世界史
を俯瞰できる出土品なども興味深
いもの。

今や世界の最先端都市のイメージ
が強いドバイですが、オールド・ド
バイの中心バスタキヤ地区には、
冷房完備の現代建築とはまるで違
う、家々に涼をもたらす風の塔を備
えた伝統建築の町並みが保存され、
かつての雰囲気を伝えています。
アブラの乗船など、これぞアラブと
いう旅情をお楽しみください。

ルーブル・アブダビでは、しっかり時間を
お取りしました

ドバイの伝統的な水上タクシー「アブラ」
に乗船

ドバイの「今」を映し出す栄華の頂点
ブルジュ・アル・アラブに宿泊

■ ドバイ ： 
　 ブルジュ・アル・アラブ（5日目） ★★★★★ 
数ある高級ホテルの中でも、これほどまでに独創性に
溢れるホテルは他にはありません。誰でも「一度は泊
まってみたいホテル」ではないでしょうか。ホテルに足
を踏み入れると、吹き抜けは、180mに及び、その空間
に圧倒されます。202室ある客室は、全てデュプレック
ス（2階建て）スイートで、170㎡の広さがあります。各
階ごとにレセプションが設置されバトラーが待機、サー
ビスの繊細さは群を抜いています。単に設備や内装に
「世界最高」を求めただけではなく、ホスピタリティー
の質に至るまで、計算し尽くされた贅沢がこのホテルに
はあります。

客室（イメージ） 客室（イメージ）

※星の数は、UAE 政府観光局の基準に基づきます。

■ ドバイ ： JWマリオット・マーキス（１～4日目） ★★★★★


