
※こちらのツアーはいずれも、シティエリアにあるホテルからの出発です。

　砂漠のホテル（「Bab Al Shams Desert Resort and Spa」や「Al Maha, A Luxury Collection Desert」）からの

　ご参加はできません。

大人 子供

12,500円

9,500円

※5歳以上

12歳未満

株式会社　旅工房　オプショナルツアー

ドバイ発オプショナルツアー　2018/10/1～2019/9/30催行　【2019年9月更新】

ツアー名 催行日 所要時間（目安） 食事
ツアー代金

1

4WDに乗って砂漠をドライブ！鷹狩ショーやらくだ乗り体験、ヘナペイントや水タバコなどアラ

ビアンな体験を楽しめる人気ツアーです。夕食は、砂漠の遊牧民・ベドウィンのテントでバーベ

キューとお飲物（飲み放題）をお楽しみください。星空の下、妖艶なダンサーによるベリーダンス

ショーが砂漠の夜をさらに盛り上げてくれます！（ラマダン期間中および、ドバイ政府が定めるド

ライデーは中止です。）

※天候によっては催行不可となったり、ツアー内容が変更される場合があります。

※4歳以下、65歳以上の方はご参加いただけません。

※4WDに乗りハイスピードで砂丘を駆け抜けるスリリングなアクティビティです。乗り物酔いを

しやすい方はご遠慮ください。

2

人気No.2

アブダビ日帰り観光

Abu Dhabi City Tour

【英語/日本語ガイド】

(A)英語ガイド

月・火・水・土

終日 なし

人気No.1

砂漠を疾走！デザートサファリ

Sundowner Dune Dinner Safari

【英語ドライバー】

毎日

午後発

15：00頃～16：30頃　発

20：00頃～22：00頃　着

夕食

8,500円 6,000円

(B)日本語ガイド

水・日
11,000円 8,500円

UAE（アラブ首長国連邦）の首都アブダビへ！個人ではなかなかアクセスが難しいので、オプショ

ナルツアーでの参加がおすすめです。アブダビを象徴する豪華絢爛なシェイク・ザイード・ビン・

スルタン・アル・ナヒヤーン・モスク観光後、古き良きアラブの雰囲気を残すヘリテージ・ビレッ

ジへ。マリーナ・モールで昼食休憩後（昼食代は含まれません）、ビーチから摩天楼までアブダビ

の美しい景観を一望できる東海岸沿いの大通り、アブダビ・コルニッシュへ。その後、2017年11

月にオープンしたアブダビの新名所ルーブル・アブダビにて写真撮影（入場はしません）。

※モスクは、当日許可された場合のみ入場できます。（モスク入場の際は土足・半袖・半ズボン・

ミニスカート等は禁止です。女性は頭に巻く大きめのスカーフをご持参ください。アバヤの貸し出

しはありませんのでご注意ください。）
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人気No.3

ドバイ市内観光（オールドドバイ）

Traditional Dubai City Tour

【日本語ガイド】

毎日

(A)空港発【成田・関空発】

5：00頃～14：00頃
朝食 10,000円

古き良きアラビア情緒が漂うオールドドバイを観光。ドバイのシンボル、ジュメイラ・モスク観光

（外観のみ）、アラブ伝統の暮らしに触れられるドバイ博物館を見学後、昔ながらの渡し船アブラ

に乗ってクリークを渡り、ゴールド・スークやスパイス・スークを訪れます。ツアー終了時はご宿

泊ホテルまで送迎いたしますが、そのままスークでの自由行動をご希望の際は、ご予約時にお申し

つけください。

※金曜日は現地の休日のため、ドバイ博物館は訪れません。また、スークでは多くの店が午前中は

休業となります。

※(A)(B)はエミレーツ航空利用の場合です。出発地によりプランが異なりますのでご注意くださ

い。（羽田発(B)は朝食なしです。）

8,000円

(B)空港発【羽田発】

7：00頃～14：00頃
なし 8,000円 6,000円

(C)ホテル発

9：00頃～14：00頃
なし 6,500円 5,000円

6,000円

※4歳以上

12歳未満

ピークタイム以外

8：30～15：30

18：30～23：00

4,500円

3,500円

※4歳以上

12歳未満

バージュ・カリファ展望台「At The

Top　Sky」入場チケット

At The Top, Burj Khalifa Sky,

Observation Deck Level 148

※124、125、148階が入場可能

毎日

ピークタイム

9：30～18：00

なし

17,500円

17,500円

※4歳以上

12歳未満

バージュ・カリファ展望台「At The

Top」入場チケット

At The Top, Burj Khalifa,

Observation Deck Level 124

※124階のみ入場可能

毎日

ピークタイム

16：00～18：00

なし

7,000円

ピークタイム以外

19：00～22：00
12,500円

12,500円

※4歳以上

12歳未満

地上828m、160階建ての世界一の展望台、バージュ・カリファからドバイを一望！有名ハリウッ

ド映画のロケ地としても注目された、常に多くの観光客で賑わうドバイのシンボル。360度ガラス

張りの展望台の壮大なスケールに圧倒されること間違いなしです！

＜ご予約手順＞

ご希望の入場時間を第1～第3希望までお知らせください。混雑状況によってはご希望に沿えない場

合があります。

※「At The Top」は30分ごと（例：12：00、12：30）、「At The Top Sky」は1時間ごと

（例：12：00、13：00）のご予約となります。

※チケットは入場日の1か月前からのお手配開始となります。予約確定後のキャンセルは、100％

のキャンセルチャージがかかります。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※3歳以下のお子様は無料です。

4
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ドバイ市内観光（ニュードバイ）

Modern Dubai City Tour

【英語/日本語ガイド】

※At the Top入場チケットつき

(A)英語ガイド

毎日

午前 なし

11,000円 9,500円

(B)日本語ガイド

月・木
13,000円 11,000円

高層ビル群が立ち並ぶニュードバイエリアへ！パーム・ジュメイラをドライブし、ドバイ・マリーナでボートに乗ってビーチを満

喫。世界最高級の7つ星ホテル「バージュ・アル・アラブ」や「ドバイ・フレーム」を写真に収め、ドバイ水族館を通ってダウンタ

ウンエリアへ。世界一高い展望台バージュ・カリファの入場チケット付きなので、124階のAt the Topから進化し続ける街ドバイを

一望できます！最後はドバイ・モールで解散なので、ご自由にショッピングをお楽しみください。

※復路ホテルへの送迎は含まれません。

※15kg以下のお子様は、ドバイ・マリーナでのボート乗り体験はできません。

＜At the Top入場チケットなしの場合＞

　1名様あたりのツアー代金　(A)英語ガイド　　大人：7,000円　子供：5,500円

　　　　　　　　　  　　　　(B)日本語ガイド　大人：9,000円　子供：7,500円

6

ドバイ市内観光（No.3＆No.5）

Combo Traditional and Modern

Dubai  City Tour

【英語ガイド】

毎日 終日 なし 11,500円 9,500円

アラビア情緒たっぷりのオールドドバイと、高層ビル群が立ち並ぶ成長著しいニュードバイを1日でまるっと観光！ジュメイラ・モ

スクやドバイ博物館で伝統的なドバイの姿を肌で感じ、パーム・ジュメイラやバージュ・カリファで活気あふれる大都会のパワーに

圧倒される、まるで生き物のように日々変化するドバイの歴史を堪能するツアーです。昔ながらの雰囲気が郷愁を誘うスークや、高

級ブランドや人気ショップが軒を連ねるドバイ・モールでは、きっと時間を忘れてショッピングに夢中になるはず。

※金曜日は現地の休日のため、ドバイ博物館は訪れません。

　また、スークでは多くの店が午前中は休業となります。

※復路ホテルへの送迎も含まれています。

※At the Top入場チケットは含まれません。

※15kg以下のお子様は、ドバイ・マリーナでのボート乗り体験はできません。

7

ウォーキングドバイ観光

Old Dubai Walking Tour

【英語ガイド】

※往復送迎付き

日・火

※5月～9月は不

催行

午前　10：00～13：30頃

午後　17：30～21：00頃
なし 5,500円 3,500円

今日のドバイ発展の礎となったドバイ・クリークを巡るウォーキングツアー。ドバイ博物館からスタートし、古き良き時代の面影を

残すアル・ファヒディ歴史地区で有名な風の塔やアートギャラリー、石畳の小道を散策。オールド・スークでショッピングを楽しん

だ後、昔ながらの渡し船アブラに乗ってクリークを横断。スパイス・スークとゴールド・スークを探索し、ドバイの豊かな伝統を肌

で感じてください。

※金曜日は現地の休日のため、ドバイ博物館は訪れません。また、スークでは多くの店が午前中は休業となります。



(A)(B)

12,500円

(C)(D)

8,500円

(C)(D)

6,000円

絶対外せないアブダビのランドマーク、純白に輝くシェイク・ザイード・ビン・スルタン・アル・

ナヒヤーン・モスクへ！街のパノラマを楽しめるアブダビ・コルニッシュをドライブ後、午後は4

つの選べるアクティビティでお楽しみください。

（A）フェラーリ・ワールド・アブダビ（Bronze entrance）

（B）ワーナー・ブラザーズ・ワールド・アブダビ（Bronze entrance）

（C）ヤス・モール

（D）ルーブル・アブダビ

※（A）（B）：身長130㎝以下のお子様は一部アトラクションは体験できません。

※（D）：美術館のチケット代金は含まれません。現地でお買い求めください。

※モスクは、当日許可された場合のみ入場できます。（モスク入場の際は土足・半袖・短パン・ミ

ニスカート等は禁止です。女性は頭に巻く大きめのスカーフをご持参ください。アバヤの貸し出し

はありませんのでご注意ください。）

9

バトー・ドバイ　ディナークルーズ

Bateaux Dubai Dinner Cruise -

Premium

【英語ドライバー】

※アルコール飲み放題

毎日

※

12/24,25,31,

2/14を除く

夜（往復送迎有）

18：30頃～19：30頃　発

23：00頃～24：00頃　着
夕食

20,000円

8

シェイク・ザイード・モスクと選べる

アクティビティ

Sheikh Zayed Grand Mosque and

Abu Dhabi Attractions

【英語ガイド】

木・日 終日 なし

(A)(B)

15,500円

14,000円

※5歳以上

12歳未満

夜（復路送迎無）

18：30頃～19：30頃　発
16,500円

11,000円

※5歳以上

12歳未満

全面ガラス張りのラグジュアリーシップ、バトー・ドバイに乗って夜のドバイを優雅にクルージン

グ。心地よい生演奏の音楽に身を委ねながら、アラビア情緒たっぷりのスークやきらめく摩天楼の

夜景をお楽しみください。フレンチディナーは、乗船後に前菜からデザートまでメニューを選ぶこ

とができ、新鮮な食材と斬新な盛り付けが雰囲気をさらに盛り上げてくれます。ちょっぴりおしゃ

れをして、大切な人とロマンチックで贅沢な時間をお過ごしください。

※ドレスコードは、スマートカジュアルです。目安は、男性はジャケット・襟付きシャツ・長ズボ

ン・つま先が覆われた靴など、女性はワンピースドレス・ドレッシーなスカート・スーツなどで

す。Tシャツや半ズボン、ビーチサンダルやスポーツシューズなどはご遠慮ください。

10

ダウ船ディナークルーズ

Dhow Cruise with Dinner

【英語ドライバー】

※往復送迎付き

毎日

※12/31を除く

夜

18：00頃～19：00頃　発

22：00頃～23：00頃　着

夕食

夜のドバイを伝統的な木造のダウ船に乗ってクルージング。今日のドバイ発展の礎となったクリー

ク周辺の歴史地区、またはドバイの中でも最先端を行く注目のマリーナ地区のどちらかをお選びく

ださい。ディナーはブッフェ形式で、中東諸国ではポピュラーなスパイスたっぷりの濃いコー

ヒー、アラビアコーヒーもお試しあれ。ゆったりクルーズでアラブの風を感じてください。

クリーク

9,500円 6,500円

マリーナ

10,500円 7,000円



11

ダウ船サンセットクルーズ（マリー

ナ）

Sunset Dhow Cruise with Dinner

【英語ドライバー】

※往復送迎付き

毎日

※

12/25,12/31,

2/14を除く

夕刻

16：30頃～17：00頃　発

19：30頃～20：00頃　着

夕食

都会の喧騒から離れてドバイ砂漠保護区へ。政府の保護活動によって絶滅の危機から脱したアラビ

アンオリックスや、ガゼルなどの野生動物と出会える貴重な機会です。ゆったり砂丘をドライブし

ながら砂漠特有の動植物の保全活動を学ぶスタディツアーなので、“砂漠＝不毛の地”のイメージが

覆ります！

（ツアー料金の一部は現地の保護地区に寄付されます。）

13

アラブの鷹匠体験

Falcon Experience

【英語ドライバー】

月・水・金・日

※5月～9月は不

催行

午前 朝食

9,000円 5,500円

暮れゆくドバイの街並みを眺めながら、伝統的な木造のダウ船で優雅にディナークルーズ。高層ビルが建ち並び、おしゃれなショッ

プやカフェ・レストランが揃うマリーナ地区をお楽しみください。

12

ネイチャーサファリ

Nature Safari

【英語ドライバー】

毎日 午前 朝食 7,500円

7,500円

※5歳以上

12歳未満

朝の光を浴びて美しく輝く砂漠は、日中や夜とはひと味違う雰囲気。早朝のドライブは、砂漠に生

息する野生動物たちに出会えるチャンスでもあります。らくだに乗って砂漠を散歩したり、まるで

砂漠のスノーボードのようなサンド・ボーディング体験など、砂漠ならではのアクティビティも満

載。爽やかな1日の始まりを砂漠で迎えてみませんか。

※天候によっては催行不可となったり、ツアー内容が変更される場合があります。

※サンド・ボーディング体験は、つま先とかかとが覆われた靴でご参加ください。サンダルでは参

加できません。

※夏季期間（5/1～9/30）は、サンド・ボーディング体験がありません。

14,000円 14,000円

ゆったりとした砂丘ドライブで貴重な野生のアラビアンオリックスを探しながら、ドバイ砂漠保護区へ。ハヤブサのキャンプ場に到

着後、名人による伝統の鷹狩の技やショーをご覧ください。見学の後には、実際にハヤブサの訓練を体験できます！砂漠では砂漠の

民ベドウィン風の朝食をお楽しみください。

14

モーニング砂漠ドライブ

Morning Dune Drive

【英語ドライバー】

毎日 午前（早朝発）
ソフトド

リンク
7,500円

7,500円

※5歳以上

12歳未満
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ナイトサファリ

Wildlife Night Drive

【英語ドライバー】

毎日

夜

19：00～19：30頃　発

23：00～23：30頃　着

ソフトド

リンク
8,500円

8,500円

※5歳以上

12歳未満

スリル満載の夜の砂漠をドライブ！スポットライトと暗視スコープ双眼鏡を使って、砂漠の野生動

物を観察します。目玉はやはり砂漠の雄・サソリ。ブラックライトで骨格が青白く発光する姿は、

何とも魅惑的です。砂漠ならではの特権・漆黒の夜空にきらめく星々を眺めながら味わうホット・

チョコレートは忘れられない味になるでしょう。

※足をしっかりと包む靴でご参加ください。

※砂漠の夜は大変冷え込みます。ジャケットなどの防寒着をお持ちください。

16

ワイルド・ワディ入場チケット

Wild Wadi Waterpark Ticket

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし 9,000円 7,000円

「ジュメイラ・ビーチ・ホテル」にあるウォーターパーク。アラブの伝統的な風景をコンセプトに

した造りで、大人も子供も楽しめる人気スポットです。最高時速80km以上というスリル満点の

ウォータースライダーや、まるで本物の海のような波を体験できるサーフィンプールなど、見どこ

ろはたくさん。パーク内にはトレーニングを受けたライフセーバーが数多くおり、小さなお子様専

用の浅いプールもあるので安心して遊ぶことができます。ショッピングセンターやメニュー豊富な

レストランもあるので1日中楽しめます。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※ロッカー使用料は含まれておりませんので、現地でお支払いください。

17

ボート・アドベンチャー

Boating Adventure

【英語ガイド】

※チケットのみ

毎日

60分

なし

大人気のエキサイティングなボートツアー！ガイドが同行してドバイを代表するビーチ沿いの観光スポットをご案内いたします。

＜60分コース＞ドバイ・マリーナ、アイン・ドバイ、ジュメイラ・ビーチ・レジデンス

＜75分コース＞パーム・ジュメイラ、バージュ・アル・アラブ、アイン・ドバイ、

　　　　　　　ジュメイラ・ビーチ・レジデンス

＜90分コース＞パーム・ジュメイラ、アトランティス・ザ・パーム、バージュ・アル・アラブ、

　　　　　　　ドバイ・マリーナ、ジュメイラ・ビーチ・レジデンス

※ツアー出発の20分前までにご自身でドバイ・マリーナのボート乗り場にお越しください。

※妊娠されている方、腰に持病のある方、5歳以下または体重15kg以下のお子様はご参加いただけません。

5,500円 4,500円

75分 7,000円 5,500円

90分 9,500円 7,500円



8,000円 8,000円

12,000円 12,000円

18

ヘリコプター遊覧

Heli Dubai

【英語ドライバー】

毎日

※リクエストで

のご案内

12分

なし

22,000円

上空からドバイを捉える贅沢ツアー！特別な旅行にぴったりの唯一無二の経験を。

＜12分コース＞パーム・ジュメイラ、アトランティス・ザ・パーム、バージュ・アル・アラブ、

バージュ・カリファとビジネス・ベイ周辺

＜22分コース＞パーム・ジュメイラ、アトランティス・ザ・パーム、ザ・ワールド、バージュ・ア

ル・アラブ、バージュ・カリファ、アル・ファヒディ歴史地区

＜40分コース＞ジュメイラ・ビーチ・パーク、バージュ・アル・アラブ、ザ・ワールド、パーム・

ジュメイラ、バージュ・カリファ、メイダン競馬場、ナド・アルシバ競馬場、エミレーツ・ヒルズ

（世界で最も地価が高いとされる高級別荘地）、ジェベル・アリ港、パーム・ジェベル・アリ

※往復ともに送迎はありません。

※3歳以下のお子様はご参加いただけません。16歳以下の方は大人の同伴が必要です。

※安全上の理由で写真撮影や一部カメラの持ち込みに制限があります。

22,000円

22分 32,000円 32,000円

40分 57,000円 57,000円
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スキー・ドバイ入場チケット

【Ski Dubai】

毎日

（パーク営業

日）

スキー（スロープ）：2時間

なし

7,000円

雪遊び：終日

（パーク営業時間内）

ポーラー

ポーラー・エクスプレス

夏は外気温が40℃を超える灼熱のドバイでスキー！ドバイ・モールに併設された世界最大級の屋内

スキー場には、初級～上級向けの5つのスキー用スロープ、ソリ、ボブスレー、ペンギンショーな

どスノーアクティビティが満載です！

＜スキー（スロープ）＞2時間スキー三昧！リフト代とスキーウェア・スキー用具一式のレンタル

代が含まれています。（手袋は含まれません。）

＜雪遊び（ポーラー）＞スノーパークで1日遊び放題！リフト、透明な巨大ボールの中に入ってス

ロープを転がる「ジャイアント・スノーボール」、ボブスレーに乗って氷の斜面を滑走する「マウ

ンテン・スリラー」が体験できます。スキーウェアのレンタル代が含まれています。

　※3歳以下のお子様はご参加いただけません。

＜雪遊び（ポーラー・エクスプレス）＞リフト、ジャイアント・スノーボール、マウンテン・スリ

ラーに加え、スキーレッスンorペンギンとの触れ合い体験orパーク内ジップラインのいずれかひと

つをお選びください。スキーウェアのレンタル代が含まれています。

　※3歳以下のお子様はご参加いただけません。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※アトラクションによっては年齢・身長・体重制限があります。

7,000円
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フェラーリ・ワールド・アブダビ入場

チケット

Ferrari World Abu Dhabi - One day

Park Access

毎日

終日

9：00～10：00頃　発

パーク営業時間まで

なし

10,000円 9,000円

クイックパス

14,000円 12,500円

アブダビの超人気スポット、世界初のフェラーリ・ブランドのテーマパーク。F1マシーンやスポー

ツカーをイメージした20種類以上の最先端アトラクションや、オフィシャルグッズのショップなど

が揃うファンにはたまらない夢の国です。一番の目玉は、最高時速240kmに達する世界最速の

ジェットコースター「フォーミュラ・ロッサ」。更には、フェラーリのドライバーが実際にトレー

ニングで使用しているシュミレーションマシーンも体験できます。ご家族みんなでお楽しみくださ

い！

※復路ホテルへの送迎は含まれません。追加代金にて復路送迎のお手配もできます。

※身長130㎝以下のお子様は、一部アトラクションは体験できません。
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ドバイ水族館＆水中動物園

【Dubai Aquarium & Underwater

Zoo】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし
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ルーブル・アブダビ見学

【Louvre Abu Dhabi】

※チケット＆往復送迎

火曜（休館日）

以外

6時間

営業時間　9：00～18：00

（水・金は～21：45まで）

なし

4,000円 4,000円

エクスプローラー・パッケージ

5,500円 5,500円

ドバイ・モール内にあり、ギネスにも登録された世界最大の水槽が有名なドバイ水族館。幅

32.88m、高さ8.3m、厚さ75cm、重量約245tの水槽は大迫力です！水中トンネルや水中動物園

を探索して、140種以上の生物が生息する幻想的な海の世界をお楽しみください。

＜通常チケット＞水中トンネル、水中動物園の入場

＜エクスプローラー・パッケージ＞水中トンネル、水中動物園の入場、潜水艦シミュレーション、

バックヤード見学ツアー、グラスボート

　※3歳以下のお子様、妊娠中の方はご参加いただけません。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

18,000円

ガイド同行

29,500円 29,500円

2017年11月にオープンしたばかりのルーブル・アブダビ美術館。アラブの幾何学模様が美しいドームに覆われた美術館は、まるで

水面に浮かんでいるかのよう。当に建物そのものが芸術作品です。パリのルーブル美術館から貸し出された絵画をはじめ、様々な昨

品が展示されています。ホテルから専用車による往復送迎つき、日本語ガイド同行も可能なので、じっくりと芸術の世界に触れてく

ださい。

＜時間延長料金＞　8時間（+2時間）：20,000円（大人・子供共通）

　　　　　　　　　　　　　　　　　【日本語ガイド同行】36,000円（大人・子供共通）

18,000円



なし

9,000円 8,000円

ロスト・チェンバー水族館

【Lost Chambers】
3,500円 3,000円

アクアベンチャー＆ロスト・チェン

バー

【Aquaventure & LC Combo】

11,000円 9,000円

「アトランティス・ザ・パーム」内のラグーンで、イルカと一緒に遊ぶ感動体験！

＜フォト・ファン＞水中に入らずにイルカと触れ合い体験＆写真撮影

＜エンカウンター＞浅瀬でイルカとキス・ハグ・ダンス！（講習15分＆約30分の水中体験）

　※3歳以下のお子様はご参加いただけません。

＜アドベンチャー＞イルカと遊泳体験＆キス・ハグ・ダンス！（講習15分＆約30分の水中体験）

　※8歳以下のお子様、立ち泳ぎができない方はご参加いただけません。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※大変人気のアクティビティのため、ご予約のご希望をいただいてから空き状況を確認いたしま

す。

※11歳以下のお子様は、大人(18歳以上)の同伴が必要です。（大人1名につきお子様3名まで）

※同日にアクアベンチャー・ウォーターパークへ無料で入場できます。
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アトランティス・ザ・パーム　ウォーターアミューズメント

アクアベンチャー・ウォーターパーク

【Aquaventure】

毎日

（パーク営業

日）

20,000円

ドルフィン・エンカウンター

【Dolphin Encounter - Shallow

Water】

30,000円
30,000円

※4歳以上

ドルフィン・アドベンチャー

【Dolphin Adventure -Deep

Water】

36,000円
36,000円

※9歳以上

幻の大陸アトランティスをテーマにした、エンターテインメント施設充実のリゾートホテル「アト

ランティス・ザ・パーム」。「アクアベンチャー・ウォーターパーク」では、絶叫好きにはたまら

ないスリル満点のスライダーや流れるプール、プライベートビーチなどがあり、tripadvisorが発表

した“世界のウォーターパークランキングTOP10”にもランクインしています。

古代文明をイメージした「ロストチェンバー水族館」には、7万匹近くの海洋生物が生息してお

り、水中トンネルや迷路、餌付けやヨガ体験を楽しむことができます。じっくり海の世界を満喫し

たい方は、コンボチケットの購入がお得です！

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※子供料金は、3歳以上11歳未満かつ身長120㎝以下のお子様に適用されます。

※アトラクションによっては年齢・身長・体重制限があります。

ドルフィン・ベイ（写真のみ）

【Dolphin Bay - Photo Fun】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）

※リクエストでのご案内

なし

20,000円

終日

（パーク営業時間内）
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ハブ・ゼロ入場チケット

【Hub Zero】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし 6,000円

6,000円

※4歳以上

12歳未満

中東初のVR（バーチャル・リアリティ）技術を駆使した大型室内テーマパーク。世界の有名ゲー

ムを活用したアトラクションの70%以上が、ここでしか体験できないオリジナル版。シューティン

グゲーム、サバイバルゲーム、4Dシネマ、サッカーゲーム、ビリヤード、カラオケなど、日中の

暑さも気にせず熱中できるエキサイティングな施設です。ショッピングやカフェ・レストランを楽

しめる大型モール「シティ・ウォーク」内にあるので、ご家族みんなで楽しめます。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※アトラクションによっては年齢・身長・体重制限があります。

※追加代金にてファストパスチケットに変更できます。詳しくはお問い合わせください。
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IMGワールド入場チケット

【IMG World of Adventure】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし 8,000円

7,000円

※身長120cm

以下のお子様

2,500円 2,500円

ドバイ・モール内にあるオリンピックサイズのリンクでアイススケート！ここが常夏のリゾート地

だということを忘れてしまいそうです。ショッピングの合間にクールダウンはいかがですか。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

2016年にオープンした、世界最大の屋内テーマパーク。スパイダーマンやアイアンマンなど

MARVELのスーパーヒーローをテーマにしたエキサイティングなアトラクション、パワーパフガー

ルズやレイジータウンなどカートゥーン・ネットワークのキャラクターたちに出会えるアトラク

ション、古代のスリリングな体験ができるロストバレー恐竜ゾーン、お化け屋敷エリアのホーン

テッド・ホテルなど、お子様はもちろん大人も童心に帰って楽しめます！ご家族全員でドキドキの

1日をお過ごしください。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

※入口で身長を測った際に120cm以上あったお子様は、大人料金となります。差額はその場でお

支払いください。

※アトラクションによっては年齢・身長・体重制限があります。
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アイスリンク入場チケット

【Dubai Ice Rink】

毎日

（パーク営業

日）

105分 なし



4～16歳

6,500円
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キッザニア・ドバイ入場チケット

【KidZania Dubai】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし

12,000円

※13歳以上17

歳未満

手つかずのマングローブ原生林が残る東海岸・カルバの自然保護区へ。スタンドアップ・パドルボートやカヤックで透き通るように

青い海を巡り、海辺の生き物を観察しましょう。

※12歳以下のお子様はご参加いただけません。

※復路ホテルへの送迎は含まれません。

※ショートパンツやTシャツ・スニーカーなど濡れても構わない格好でご参加ください。

約3000種の動植物が生息する、中東初の室内熱帯雨林施設。自然の熱帯雨林と同じく、常に25～

27度・湿度70%に保たれた空間に広がる緑豊かなジャングルには、色鮮やかな鳥やアマゾンの

魚、隠れ上手な昆虫・爬虫類、ナマケモノやヤマアラシなどが悠々と生活しています。砂漠にある

ことが嘘のような、熱帯雨林をまるごと閉じ込めた“緑の王国”をお楽しみください。

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。
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東海岸アドベンチャー

【East Coast Adventure】

火・木

※5月～8月は不

催行

午前　9：00～12：00頃

午後　14：00～17：00頃

入場料

3,500円

なし

日本でも大人気の子供向け職業体験テーマパーク、キッザニア。日本のように入れ替え制ではない

ので、1日まるごと楽しむことができます。ドバイ・モール内にあり、大人たちが買い物している

間にお子様だけで楽しめるのも嬉しいところ。人気は中東ならではの香水作りです。

＜子供チケット＞1日券+50キッゾ（キッザニア通貨）

＜大人入場券＞1日券+ビジネスラウンジ入場可

※往復ともに送迎はありません。チケットのみのお手配です。

28

グリーン・プラネット入場チケット

【The Green Planet】

毎日

（パーク営業

日）

終日

（パーク営業時間内）
なし 3,500円

12,000円

1～3歳

3,500円

3,500円

※4歳以上11

歳未満



最少催行人数：1名

料金：子供料金は、大人と同行する2歳から11歳のお子様の料金です。

　　　特記されているツアーを除き、2歳未満のお子様は無料です。

ご注意：

①特記されているツアーを除き、全て英語でのご案内です。

②軍事施設及び特定の政府関係施設は、写真撮影が禁止されていますのでご注意ください。

　現地の方を撮影する場合は、必ず事前に許可をお取りください。

　また、民族衣装の女性を撮影することはお控えください。

③モスク等宗教施設を訪問する際は、服装にご注意ください。

　土足・半袖・半ズボン・ミニスカートは禁止です。過度なアクセサリーもご遠慮ください。

　女性は身体のラインが隠せる服装で、頭から被れる大きめのスカーフをご持参ください。

④サファリについて

※シートベルト付、冷房完備のロングホイールベース、4輪駆動車両を使用しており、

　運転手の他6名までの乗車許可があります。

　他のツアー車両や本部と連絡が取れるように電話を装備しております。

※走行中はシートベルトの着用が法律で定められています。

　また、出発前に運転手またはガイドがお見せする注意事項を必ずお読みください。

※サファリの特色であるオフロード走行の為、4歳以下、65歳以上のお客様、妊娠中、

　心臓・腰・首等に疾患のある方、その他健康上に問題があるお客様はご参加いただけません。

⑤送迎は全てビーチエリア及び市内のホテルからのお迎えです。

　砂漠やその他のエリアのホテルへは送迎ができません。

⑥ツアーにご参加いただいている間、所持品は常にお客様ご自身で管理してください。

　紛失・盗難は一切の責任を負いません。

⑦ツアー内容は、現地事情により予告なく変更になる場合があります。

⑧ご出発時間・到着時間は、ご宿泊ホテルにより大きく異なります。

　最終行程表でご案内いたしますので、ご確認ください。

キャンセル：特記されているツアーを除き、ご出発10日前から全額のキャンセルチャージがかかります。

　注意事項

 


