2012 年 2 月 27 日 【第 11-17 号】
クラブツーリズム株式会社
総務部広報課
報道関係各位

アラブ首長国連邦 建国 40 周年

5 つ星全室スイートの最高級ホテル
「バージュ・アル・アラブ」に宿泊するドバイツアー2 種発売中
クラブツーリズム・ジュメイラホテル＆リゾーツ協同企画
クラブツーリズム株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：岡本邦夫、以下クラブツーリズム）は、ジュ
メイラ ホテルズ＆リゾーツとの協同企画により、ドバイの 5 つ星ホテル「バージュ・アル・アラブ」に宿泊する
ドバイツアーを 2 コース設定しています。このツアーは、アラブ首長国連邦の建国 40 周年を記念して実現
したラグジュアリーなツアー企画で、「バージュ・アル・アラブ」にグループツアーが宿泊するのは当ツアー
が初めてとなります。
「バージュ・アル・アラブ」は、321 メートルの高さを誇り、全室アラビア湾に面したオーシャンビューのデラ
ックススイート、2 階建てメゾネットタイプ客室を有するドバイのランドマークとも言われるホテルです。今回
のツアーでは、「バージュ・アル・アラブ」の滞在時間を存分に満喫していただくため、チェックイン時に、ア
ラビア湾一望の室内プール・ジャグジーや、ビュッフェスタイルの夕食、美しい庭園を眺めながらの朝食を
召し上がっていただくレストランなど主要な施設を案内するので、滞在中のプランを思い思いに計画して過
ごしていただけます。
【本ツアーのポイント】
ツアーのポイント】
 5 つ星ホテル「
ホテル「バージュ・アル・アラブ」
バージュ・アル・アラブ」に滞在するドバイツアー
滞在するドバイツアー
ラグジュアリーホテル「バージュ・アル・アラブ」のオーシャンビュー・デラックススイート（170 ㎡）に滞在。客室
の窓は、アラビア湾の素晴らしい眺望を楽しめるように、床から天井まで一枚ガラス窓を採用。また、ホテル内に
は日本語を話せるスタッフや、有名ブランドのバスアメニティ、プライベートビーチ、アラビア湾一望の室内プー
ル・ジャグジーなど、一流の設備とサービスが備わっている究極のラグジュアリー空間での滞在を満喫できます。
ホテル内のレストランでの朝食・夕食もツアーに組み込まれているので、豪華なホテルでの滞在を思う存分楽し
んでいただけます。
選べる 2 コース：
コース：2 連泊してじっくりホ
連泊してじっくりホテルライフを
してじっくりホテルライフを満喫
テルライフを満喫するコース
満喫するコース、
するコース、または中東周遊
または中東周遊コース
中東周遊コース
ドバイに 2 連泊して「バージュ・アル・アラブ」のホテルライフを存分に楽しむツアーと、世界遺産のペトラ
遺跡観光・死海浮遊体験の中東で人気の高いルートに加えて、ドバイの「バージュ・アル・アラブ」に宿泊す
る 2 種のツアーを設定。好みに応じてツアーを選んでいただけます。


クラブツーリズムは、既存のツアーとは異なり、顧客の方々に本当に満足して頂ける内容のツアーを企
画し、旅仲間との絆も深められる旅を、今後も積極的に展開してまいります。
◆報道関係のお問合せ先
クラブツーリズム 広報担当： 株式会社プラップ ジャパン 担当：小竹 茜、中村 由帆
TEL：03-4580-9105 FAX：03-4580-9131
E-mail: club-tourism@ml.prap.co.jpクラブツーリズム株式会社
総務部広報課 担当：久保田 智子、木村 佳世
TEL：03-5323-6875（月～金 9：15～17：30／土日祝除く） FAX：03-5323-6956
E-mail: ｃｔｐｒ@club-tourism.co.jp

クラブツーリズム株式会社
クラブツーリズム株式会社
〒160-8308 新宿区西新宿 6-3-1 新宿アイランドウイング 15 階
TEL.03-5323-6875／FAX.03-5323-6956／Email：ctpr@club-tourism.co.jp

＜「バージュ・アル・アラブ
＜「バージュ・アル・アラブ」
バージュ・アル・アラブ」に泊まるドバイツアー 商品概要＞
商品概要＞

バージュ・アル・アラブ

「華麗なるアラビアンナイト
華麗なるアラビアンナイト ドバイ・アブダビ 5 日間」
日間」
 出発日：
5 月 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、8 月 9 日、9 月 13 日・20 日


出発地：

東京・成田発



最少催行人数：

10名



旅行代金：

258,000円～288,00円（2名1室利用1名）

*国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、燃油サーチャージを含みません



日
1

コース番号：

18007-036

スケジュール：
地名
時間
予定
21:20 空路、直行便にて、首都アブダビへ
成田
宿泊地 ： （機内泊）
アブダビ
朝
到着後、一路、超近代都市ドバイへ
午前
ドバイ

2

昼
夕刻

宿泊地 ：
ドバイ
宿泊地 ：
ドバイ

3

4

アブダビ
成田

5


朝食後、ドバイ市内観光（ドバイ博物館、スパイススーク、ゴールドス
ーク、アブラ乗船体験、ショッピングセンター「ドバイモール」）
昼食後、世界一の高さのタワー「バージュ・カリファ」を見学
観光後、憧れの 5 つ星ホテル・ドバイの象徴ともなっている「バージ
ュ・アル・アラブ」へ

（ドバイ泊：バージュ・アル・アラブ滞在）
終日 自由行動（バージュ・アル・アラブ滞在）
（ドバイ泊：バージュ・アル・アラブ滞在）
午前 自由行動
午後

昼食後、一路アブダビへ。アブダビ市内観光へ（エミレーツパレス、
ブレークウォーター地区、シェイクザイードモスク）

夜
観光後、空路、帰国の途に。直行便にて空路帰国の途へ
12:50 成田空港到着。通関後、自由解散

ツアーのポイント： バージュ・アル・アラブ2連泊でゆったりとホテルライフを満喫
チェックイン時に館内施設を巡るガイドツアーを実施
朝食2回、夕食2回をホテル内レストランでご用意
朝食は美しい庭園に囲まれたレストランで、屋外テラスではアラビア湾
の海風を感じながらお召し上がりいただけます。
2日目の夕食はホテル内レストラン「JUNSUI」で、本格アジア料理（和
食・中華・タイ・インドネシア・韓国料理）をビュッフェ形式で堪能

「5 つ星全室スイートの
星全室スイートの最高級
スイートの最高級ホテル
最高級ホテル『
ホテル『バージュ・アル・アラブ』
ージュ・アル・アラブ』に宿泊
ぺトラ遺跡
遺跡・
死海・アラビアの
・アラビアの楽園
楽園ドバイ
ドバイ周遊
至福の
日間」
ぺトラ
遺跡
・死海
・アラビアの
楽園
ドバイ
周遊 至福
の 7 日間
」


出発日：

5 月 1 日、 6 月 5 日、7 月 10 日、
8 月 7 日・28 日、9 月 11 日、9 月 18 日



出発地：

東京・成田発



最少催行人数：

10名



旅行代金：

338,000円～398,00円（2名1室利用1名）

*国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、海外空港税、燃油サーチャージを含みません



日

1

2

3

4

コース番号：

18008-036

スケジュール：
地名
時間
予定
成田発
22:00 空路、アラブ首長国連邦・ドバイへ
宿泊地 ： (機中泊)
ドバイ
着後、航空機を乗り継ぎ、ヨルダンの首都アンマンへ
アンマン
着後、一路、古代都市ぺトラへ
ペトラ
リトルぺトラ観光後、ホテルへ
宿泊地 ： (ペトラ泊)
ペトラ
終日 朝食後、【世界遺産】ぺトラ遺跡観光
宿泊地 ： (ペトラ泊)
朝食後、ネボ山とモザイクの街マタバを経て、世界で最も低地に
アンマン
終日 位置する死海（海抜マイナス 400m）へ

死海
宿泊地 ：

早めのホテル入り（15:00 頃予定）で死海浮遊体験
(死海泊)
朝食後、アンマンへ

アンマン
終日

5

空路、中東の近代未来都市ドバイへ
着後、バージュ・アル・アラブへ
宿泊地 ： (ドバイ泊：バージュ・アル・アラブ）
朝食後、ドバイ観光（ドバイ博物館、スパイススーク、ゴールドス
ーク、世界一高い「バージュ・カリファ」、世界一の噴水「ドバイファ
ウンテン」）
宿泊地 ： (機内泊)
ドバイ発
ドバイより成田へ
成田着
17:20 通関手続き後、自由解散
ドバイ

6

7



ツアーのポイント： ヨルダン・ドバイの見所①ペトラ遺跡（世界遺産） ②死海（浮遊体験）
③ドバイをコンパクトな日程で効率よく訪問
ドバイでは「バージュ・アル・アラブ」に宿泊。16時ごろチェックインし、
翌日12時のチェックアウトで約20時間、ゆったりと滞在
ペトラ、死海でもデラックスホテルに滞在
ドバイ滞在時の夕食はホテル内レストラン「JUNSUI」で、本格アジア料
理ビュッフェを堪能



ツアー申し込み ： クラブツーリズム株式会社 海外SIT旅行センター
電話：03-5323-5700
（月～土曜日9：15～17：30/日祝はナビダイヤルのみ対応）
http://www.club-t.com/（クラブツーリズム公式サイト）

