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ドバイ・アブダビ＋カタール経済視察ツアー

AA日程
日程 2013
年９月１３日（金） 〜
7日（火） ５日間
2013年９月１３日（金）
〜 ９月１
９月１7日（火）
５日間
BB日程
日程 2013
年９月１３日（金） 〜
9日（木） ７日間
2013年９月１３日（金）
〜 ９月１
９月１9日（木）
７日間

好評につきドバイ第３弾開催！これまでの開催実績から、今回はあり得ないツアーが実現。
スペシャルゲスト：石田和靖さん
ワールドインベスターズTV代表兼総合プロデューサー、香港政府観光局経済
観光大使、日本証券業協会公益委員、新興国起業塾PEMS塾長／アジア・中
東など新興国中心に海外渡航歴多数。各国企業に太いパイプを持つ。ドバイ
渡航歴は10年40回を超える。ワールドインベスターズTV、ワールドインベスター
ズSNS、ワールドインベスターズトラベルカフェ運営。越境せよ（講談社）、オイ
ルマネーの力（アスキーメディアパブリッシング）など新興国経済に関する著
書多数。日テレ「太田総理」、テレ東「モーニングサテライト」「WBS」、東京FM
「池上彰のPeople」等、テレビ・ラジオ出演多数。雑誌掲載多数。

このツアーのポイント
１）
２）
３）
４）
５）

ドバイを知り尽くす石田和靖氏が同行！
世界一の政府系ファンドに潜入！勉強会開催！
今回は世界一お金持ちの国カタールもセット！
豪華な食事とアトラクションもすべて込み！
連休なのに協力企業によりこの価格が実現！

スケジュール
月日

ツアー概要

場所

時間

交通

行程

食事

Ａ日程（ドバイ・アブダビ）

会員参加：298,000円
一般参加：328,000円

A日程

B日程

9/13
（金）

9/13
（金）

東京
ドバイ

PM
AM

航空機

成田22:00発 EK319 空路ドバイへ

機内

9/14
（土）

9/14
（土）

ドバイ

AM
PM

航空機
専用車

ドバイ03:50着
朝食はホテルにて、その後旧市街観光
問屋街、オールドスーク、ドバイ博物館等
夕食はダウ船ディナークルーズにて

朝：○
昼：○
夕：○

Ｂ日程（ドバイ・アブダビ・カタール）

朝：○
昼：○
夕：○

（税サ・燃油・空港諸税別）

＜ドバイ泊＞
9/15
（日）

9/15
（日）

ドバイ

AM
PM

専用車

朝食はホテルにて、その後新市街観光
パームジュメイラ、ブルジュカリファ、ドバイモー
ル、スキードバイ、等
夕食はデザートサファリにて
＜ドバイ泊＞

9/16
（月）

9/16
（月）

アブダビ
ドバイ

AM
PM

専用車

朝食はホテルにて、その後アブダビへ
金融機関で現地経済の勉強会、ヤス島、
政府系ファンド、シェイクザイードモスク等
夕食はドバイファウンテンにて
A日程、B日程とも深夜空港へ

朝：○
昼：○
夕：○

＜ドバイ泊＞
9/17
（火）

9/17
（火）

ドバイ
ドーハ

AM
PM

専用車

A日程はドバイ0250発、成田1735着
B日程はドバイ0230発、ドーハ0230着
着後ホテルへ その後カタール観光＆視察

朝：○
昼：○
夕：○

＜B日程ドーハ泊＞
×

9/18
（水）

ドーハ

AM
PM

専用車

朝食はホテルにて、出発まで自由行動
フライトに合わせて、空港へ
ドーハ1815発、ドバイ乗継

朝：○
昼：○

＜B日程機内泊＞
×

9/19
（木）

航空機

成田1735着

機内

会員参加：398,000円
一般参加：428,000円
定員：40名
※１名１室利用の際の追加代金
A行程 48,000円追加 B行程 68,000円
※利用予定航空会社：エミレーツ航空
※利用予定ホテル：ジュメイラ・ザビール・サライ予定
（ドバイ）、MOVENPICK DOHA予定（ドーハ）
※別途 成田発別途空港使用料￥2,540
出国税：A日程￥2,500 B日程￥ 3,990
燃油サーチャージ：A日程￥23,060 B日程￥46,040
が必要です。（6月現在）
【代金に含まれるもの】
往復エコノミークラス航空運賃、ホテル代金（２名１
室）、観光＆視察アレンジ、各所入場料、団体行動中
のチップ、行程中の全食事、車代、資料代

申込締切：2013年8月1日（木）
入金締切：2013年8月16日（金）
申込は以下フォームからお願いします

A日程 http://goo.gl/PSRvu
B日程 http://goo.gl/vZPPX
申込・問合先：株式会社エイチ・アイ・エス
ビジネスツアーデスク 担当：小林・伊藤
TEL03-6863-4095 study@his-world.co.jp

協力：エミレーツ航空・ジュメイラホテルス＆リゾーツ、 旅行企画・実施：エイチアイエス、企画監修：ワールドインベスターズTV

《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)◆最少催行人
員：15名 ◆食事：朝食 ※機内食は除く ◆減延泊：不可 ◆利用予定宿泊先：ドバイ ザビエルサライ
カタール MovenpickDoha ◆渡航条件：パスポート有効残存期限 入国時６ヶ月以上必要※上記フライト
スケジュールは2013年6月現在のものです。予告なく変更になる場合がございます。※日本国籍：ビザ
（査証）ドバイ不要 カタール要（空港でクレジットカードにて100カタールリアルで取得可） ※天候・
交通のほか現地事情により、スケジュールが変更になる場合があります。※送迎及び観光時は他のお客様
とご一緒になる場合がございます。※上記日程表内の現地時間はあくまでも目安であり、道路事情及びそ
の他の事情により前後する場合もございます。※現地連絡先・電話番号は最終日程表にてご案内致します。
●旅行代金に燃油サーチャージが含まれていません。航空会社の申請により燃油サーチャージの増減がで
る可能性がございます。利用航空会社の燃油サーチャージが値上げされた場合には、増額分をお支払い頂
きます。また、値下げされた場合には、減額分を返金させていただきます。但し、為替変動による追加徴
収及び返金はいたしません。

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。

１ 募集型企画旅行契約
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。

２ 旅行のお申込みと契約の成立
当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、右記申込金を添えて
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。

３ 取消料
お客様は右記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。
特定日：4/27〜5/6，7/20〜8/31，12/20〜1/7

旅行代金の額

申込金（お一人様）

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

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日以前

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％

４ お客様の確認事項
（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「海外危険情報」「海外感染症情報」をご確認ください。
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/

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、海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業724号

ツアーに関してのお問い合わせ お申込は・・・・

H.I.Sスタディツアーデスク
〒１６３-６０２９ 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー29階
日本旅行業協会正会員
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。この旅行契約に関し、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。

TEL： 03-6863-4095
study@his-world.com
☆お申し込みはスタディツアーデスクのみの受付となります。
H.I.S他店舗でのお申し込みはできませんので予めご了承下さい。

