
H.I.S.は観戦席にとことんこだわります。

パンフレット有効期限：2017年7月15日～2017年11月15日

●表示代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられている
ものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●日本円目安額は、2016年6月19日現在のIATA公示レートを参考に算出しています（10円未満は切り上げ）。また航空
券発券時に徴収される航空諸税額が予告なく増減・新設された場合、徴収額を変更する場合がありますが、レートの変
動による過不足が生じても追加徴収・返金は致しません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを頂いた時点での換算
となります。

共通のご案内 ※お申込みの際、必ずお読みください（詳しくはCiaoドバイパンフレット最新号にてご確認ください。）

D U B A I  T R A V E L  I N F O R M A T I O N

●ドバイ：日本国籍ビザ（査証）なし　渡航条件；入国時にパスポートの有効期限6ヶ月以上かつ30日以内の観光滞在
●日本国籍以外の方は、上記とは異なります。
●ご自身にて自国及び渡航先の領事館、入国事務所等にお問い合わせのうえ、必要な手続きをお済ませくだだい。

日本国籍の方のビザ（査証）について

●お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。
お買い物についてのご注意

●旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又
はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。また、為替レートの変動による過不足分については追加徴収
またはご返金はいたしません。尚、国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

■ 航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧

●渡航先（国又は地域）によっては、外務省危険情報など安全関係の情報が出されている場合があります。外務省ホーム
ページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）などで確認ください。
●渡航先（国又は地域）の衛生情報は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」ホームページ
（http://www.forth.go.jp）でご確認ください。

現地危惧情報・衛生情報

空港諸税等について

燃油サーチャージについて

国名 税・料の名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円
目安額

2016年4月10日現在

幼児子供

成田国際空港旅客サービス施設使用料 大人：￥2,090 子供：￥1,050 ー 対象

（2017年6月末現在）

不要国際線出発

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。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下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。

１ 募集型企画旅行契約 ２ 旅行のお申込みと契約の成立

（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、海外旅行保険のご加入をお勧めします。（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に
担当者へお申し出ください（一部有料。歩行に自信がない、病気による食事制限があるなど）

5 その他

お客様は次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。

３ 取消料

（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」のご確認、および「たびレジ」のご登録をお願
いします。
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/
たび レジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

４ お客様の確認事項

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。

旅行代金の額
30万円以上

15万円以上30万円未満
15万円未満

申込金（お一人様）
60,000円以上旅行代金まで
30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで

特定日：4/27～5/6、7/20～8/31、12/20～1/7

旅行契約の取消日
旅行開始日の前日から起算して

特定日以外に
開始する旅行

特定日に
開始する旅行

40日前～31日前
30日前以降～3日前以前
2日前～旅行開始日

旅行開始後または無連絡不参加

無料旅行代金の10％
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100

成田空港旅客保安サービス料 ￥520（大人・子供同額） ー 対象 不要国際線出発

羽田空港旅客サービス施設使用料 大人：￥2,570 子供：￥1,280 ー 対象 不要国際線出発

羽田空港旅客保安サービス料 ￥100（大人・子供同額） ー 対象 不要国際線出発

関西国際空港旅客サービス施設使用料 大人：￥2,730 子供：￥1,370 ー 対象 不要国際線出発

関西国際空港旅客保安サービス料 ￥310（大人・子供同額） ー 対象 不要国際線出発

旅客サービス料 75ディルハム ￥2,400 対象 不要国際線出発

旅客審査料 5ディルハム ￥160 対象 不要国際線出発

保安料 5ディルハム ￥160 対象 不要国際線出発

旅客サービス料 35ディルハム ￥1,120 対象 不要国際線出発

アラブ
首長国
連邦

日本

■ 時間帯の目安
早 朝 朝 午 前 昼 午 後 夕 刻 夜 深夜
04：00～ 06：00～ 08：00～ 12：00～ 13：00～ 16：00～ 18：00～ 23：00～

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第724号 JATA会員 〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

スポーツイベントセクション 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.sports-his.com

03-5360-4681東京

045-410-1571

＜営業時間＞月～金曜／ 11:00～19:30　土曜／ 11:00～18:30　日曜・祝日／ 11:00～18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F　総合旅行業務取扱管理者　生岡 陽

＜営業時間＞月～土曜・ 日曜・祝日／ 11:00～19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F　総合旅行業務取扱管理者　森 雅弘

※写真はすべてイメージです。

横浜

F1アブダビGP
観戦ツアー2017

同じカテゴリースタンドでも「ここだったらよかったのに」って経験ありませんか？
人気スタンドから、さらに！厳選エリアを指定した席にて確保！

DRS後のオーバーテイクが見どころ。UPPER階で見晴しもバッ
チリ！観戦範囲はターン10～18までと広範囲にわたり観戦を
楽しめ、コースをまたいで建設されたホテルをマシンがくぐる
様子まで見渡せちゃいます。H.I.S.では、SOUTH/UPPEＲ階
の中でも最も観やすい最上段エリアの、ビッグスクリーン前
にて座席を確保。観戦範囲が広すぎて写真ではお伝えきれな
いのが残念・・・。レース好きな方にオススメスタンド！

SOUTHスタンド：UPPER階 
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F1観戦は

観戦席が
重要な
ポイント

【MAINスタンドご案内】
※ガレージ位置は昨年の位置をもとにしています。今年度の正式ガレージ位置は確定していないため、位置が多少変わる場合もございますので予めご了承ください。
※観戦スタンドアレンジ後の変更・キャンセルは、追加代金の全額(100%)のお取消料がかかります。手配完了後はいかなる理由の取消もご返金は一切出来かねますので、予めご了承ください。
【H.I.S.厳選エリア席共通のご案内】
※弊社で事前に確保した枚数が売り切れた場合、追加にて確保いたします。その場合は、スタンド席内の事前エリア指定は出来ません。その際は、ご予約時にお伝えいたします。

Yas Viceroy Abu Dhabi Hotel

H.I.S.はココ

H.I.S.はココ

● 通貨
● 時差
● 気候と服装
● 電圧
● 使用可能プラグ

1Dh（UAEディルハム）=約32円（通貨レートは2017年6月現在　）
日本より5時間遅れ
10月～4月にかけては、日本の初秋のような気候で過ごしやすく、観光に最適。
220ボルト・240ボルト
BFタイプ

1 装い、マナーは大事です
モスク内はドレスコードがあります。体のラインを強調した服装や土足・半袖・短パン・ミ
ニスカートは禁止です。女性の方は髪を隠すスカーフをご用意ください。ドバイメトロで
は、飲食はもちろん、居眠りも禁止。罰金対象です。

2 写真撮影は注意して
空港内、政府関連建物や軍事施設は保安のため撮影禁止です。また民族衣装をまとっ
た女性を許可なく撮影することもNG。メトロやタクシーに女性専用車車両があるほど
社会全体が女性に優しく敬意を払っています。カメラを向けるだけで拘束されることも
あるので注意が必要です。

3 タクシーを使いこなそう
初乗りDh3と安くて便利。基本的に現金のみでクレジットカードは使えません。事前に小
銭の準備を。チップは運賃の10%が目安です。

4 アルコール事情
スーパーではアルコール販売がライセンス制のため購入場所が別出入口になっているこ
とも。レストランやホテルによってはアルコールを提供していないところもあります。

ドバイで特に注意すべき4つのこと

　　　は
観戦席に
とことん
こだわりますコース名：Yas Marina Circuit

　　　　（9年連続9回目）
コース全長：5.554km
周回数：55周
トータル距離：305.355km
初開催：2009年

ピットガレージ前スタンド。H.I.S.なら大人気チーム「Mercedese」
「Red Bull」両チームが観れるガレージ前エリアを確保。
さらに、MAINスタンドでも最上段エリアにて座席を確保。
上段エリアのが観やすいというのもありますが、MAINスタンドは、日
が沈むまで日差しが直撃し、座っていられないほどの暑さです。最上
段エリアなら屋根の影に入ります。またこのエリアからはポディウム
（表彰台）はもちろん、最終戦ならではのドライバーのコース上での記
念撮影や、ドライバーズパレードの入場口に近く、レース以外の見ど
ころもいっぱい。

MAINスタンド：追加代金 25,000円

ツアーに含まれているチケット

他の観戦スタンドへのアレンジも可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

※写真はすべてイメージです。

※写真はすべてイメージです。

DRS ACTIVATION ZONE 1

DRS ACTIVATION ZONE 2

【サーキットへの送迎について】
アブダビGPでは毎年、Formula1レースの他に、GP3、GP2レースや、各チーム
のAutograph Session(サイン会)などイベントも多く開催されています。
その為、サーキットへの送迎バスは、イベント時間に合わせ早めにサーキットへ到
着となりますので、予めご了承ください。

コースデータ



ホテル紹介

アブダビ宿泊プラン

オプショナル

エティハド航空 アブダビ/フライトスケジュール

燃油サーチャージ含む

「バージュ・カリファ」展望台入場事前予約

特別代金オプショナルツアー （日本申込限定）1 1/24（金）限定

H.I.S.オリジナル　ドバイ市内観光

【代金】 通常 US$70     特別価格 5,000円

砂漠サファリ＆バーベキュー ディナー付

【代金】 通常 US$75     特別価格 7,000円

【代金】 通常 US$145     特別価格 10,000円

2016年OPENの新ホテルで、エミレーツモールから
徒歩圏内。ドバイメトロ駅も近く移動に便利。客室は
プレミアムチャンネル付HDTV、ワークデスク、ミニ冷
蔵庫、コーヒーメーカーと利便性を追求したサービス
を提供しています。屋外にはインフィニティプールも
あります。

「バージュ・カリファ」の展望台は124階（地上442m）にあり、360℃ガ
ラス張りで真下に見えるダウンタウン・ドバイから、まだ未開発状態の
砂漠、海まで見下ろすことが可能！ 昼間でも夜でも楽しめる「バージュ・
カリファ」展望台は完全予約制なので、事前に日本で予約していくこと
をおすすめします。

ドバイの見どころを日本語ガイドがご案内いたします。水上
タクシーのアブラに乗船や、歴史的地区のバスタキヤ地区、
ドバイ一美しいと言われるジュメイラ・モスク、ゴールド・ス
パイススーク、バージアルアラブ写真スポット、世界一高い
ビル バージハリファの写真スポットへご案内いたします。

■所要時間：約6時間(9：00頃～14：00頃)　■日本語ガイド・往復送迎付(食事なし)　■最少催行人数：
1名様　■運行事業者：H.I.S.ドバイ支店

金融とショッピングエリアの中心地に2013年にオープ
ンした54階建てのスタイリッシュでモダンな高級ホテ
ル。客室は42インチのLCDテレビ、Nespresso®コー
ヒーメーカーが完備してあり、バスルームにはバスタ
ブ、そして浴室テレビもあり、優雅で快適にお過ごしい
ただけます。

落ち着いた佇まいのアラビアンスタイルのホテル。外観
や客室はアラブの宮殿をイメージして建てられ、ホテル
内にはクリークが張り巡らされております。世界最大の
ショッピングモール「ドバイ・モール」にも徒歩圏内で、世
界一高いビル「バージュ・カリファ」もホテルに隣接して
います。ハネムーナーにおすすめ。

※往復：北京経由
●ヤスサーキット周辺には、ヤスプラザ・ホテル群に6つのホテルがあり、こちらのホテル手配も可能です。
●F1開催期間中は、宿泊代金が高騰しドバイ宿泊より旅行代金は高くなります。また、ホテルにより最低宿泊日数の条件等があり、空室状況により料金も変動します。ご希望のお客様はお見積りいたしますので、
　詳しくはお問い合わせください。

※3名1室利用不可　※宿泊年齢制限。代表者の方が21歳以上より宿泊可能です。　※ご利用頂くお部屋は同姓同士のお客様でもダブルベットのお部屋になる場合がございます。
【ツーリズムデルハム課税】 ドバイにある全ての宿泊施設に滞在する際、課税がかかります。1泊1部屋15～ 20ディルハムを、お客様ご自身にてチェックイン又はチェックアウト時にお支払いただきます。
【アフターレースコンサートについて】アブダビGPはレース終了後に、フェラーリワールド前のステージにてLIVEが開催されます。当ツアーはレース終了後、ドバイ市内のホテル、最終日はドバイ空港に向かい帰国となりますのでコン
サートにご参加は出来ません。コンサートにご参加ご希望のお客様は、サーキットからのドバイへのお戻りは、お客様ご自身にてタクシーでお戻りいただきます。最終日の場合は、延泊が必要です。

※上記発着時間は予告なく変更になる場合があります。

ヒルトン・ガーデンイン・ドバイモール・
オブ・ザ・エミレーツ コンラッド・ドバイ ザ・パレス・ダウンタウン・ドバイ

ハネムーンアレンジメント、お祝いのカード、
チーズプレート、ジュース

ハネムーナーのお客様 ホテルからのうれしいおもてなし

外観 / イメージ 外観 / イメージ 外観 / イメージ

成田発着

名古屋発着※

EY871

EY889

EY878

EY888

アブダビ発 22：10

アブダビ発 21：45

成田着    13：05（翌）

名古屋着 13：55（翌）

成田発　 17：05

名古屋発 21：05

アブダビ着  00：25（翌）

アブダビ着  06：30（翌）

288,000円

日程 11/23（木）発 / 5日間コース 11/22（水）発 / 6日間コース

11/22
（水）

11/23
（木）

11/24
（金）

11/25
（土）

【成田便】成田（EK319便21：20）発　  （直行）ドバイへ。
【関西便】関西（EK317便23：35）発　  （直行）ドバイへ。
【名古屋便】（名古屋駅15：00）発  エミレーツ航空無料シャトルバスにて関西
空港へ。  関西（EK317便23：40）発     （直行）ドバイへ。 機中泊

【成田便】成田（EK319便22：00）発　  （直行）ドバイへ。
【関西便】関西（EK317便23：35）発　  （直行）ドバイへ。
【名古屋便】（名古屋駅15：00）発  エミレーツ航空無料シャトルバスにて関西
空港へ。  関西（EK317便23：40）発     （直行）ドバイへ。

●観戦スタンド：厳選エリア「SOUTH」スタンド　※追加代金にて厳選エリア「MAIN」スタンドへのアレンジ可能
●専用車にてサーキットへ（日本語ガイド同行）　（フリー走行3）14：00-15：00 (予選)17：00

機中泊 ドバイ泊

＜ツアー条件＞■利用航空会社：エミレーツ航空　■食事：5日間コース：朝3、6日間コース：朝4（機内食除く）　■添乗員：なし、現地係員　■最少催行人数：1名様。但し、お1人様でのご参加の場合、別途1人部屋追加代
金が必要になります。　■利用ホテル：ヒルトン・ガーデンイン・ドバイモール・オブ・ザ・エミレーツ、コンラッド・ドバイ、ザ・パレス・ダウンタウン・ドバイ　■延泊：可。(最大旅行日数：14日間)　■子供代金：設定なし

328,000円 388,000円

28,000円 58,000円 128,000円
12,000円 20,000円 38,000円

2016年OPEN 新ホテル

11/23（木）出発 5日間

【成田/関西/名古屋発着 同料金】

11/22（水）出発 6日間

1人部屋追加代金

延泊代金

ヒルトン・ガーデンイン・ドバイモール・
オブ・ザ・エミレーツ

ヒルトン最高級ブランド

コンラッド・ドバイ

アラビアンスタイルのホテル

ザ・パレス・ダウンタウン・ドバイ

お1人様大歓迎 特別価格

旅行代金に燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も
旅行代金の変更はございません。※尚、国内空港施設使用料・空港保安料及び海外空港諸税が別途必要となります。

F1アブダビＧＰ/フリー走行観戦

F1アブダビＧＰ/フリー走行観戦

F1アブダビＧＰ/フリー走行 ＆ 予選観戦

※金曜日のF1観戦を外してのご案内となります。

●観戦スタンド：厳選エリア「SOUTH」スタンド
※追加代金にて厳選エリア「MAIN」スタンドへのアレンジ可能
●専用車にてサーキットへ（日本語ガイド同行）
（フリー走行1）13：00-14：30　　（フリー走行2）17：00-18：30 ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠｠

せっかくのUAE旅♪　F1観戦だけでなく観光も楽しんで欲しいから
11/24(金)限定　特別料金オプショナルツアー

【成田便】ドバイ（05：10）着。　　【関西/名古屋便】ドバイ（05：45）着。
着後、現地係員と共に ｠朝食会場（ヒルトンホテル予定）へご案内します。
※ホテルにて朝食をお召し上がり下さい。
（到着時間によっては朝食をお取り出来ない場合もございます。
その際のご返金はございません。）※お部屋のご利用は出来ません。
　　

●観戦スタンド：厳選エリア「SOUTH」スタンド
※追加代金にて厳選エリア「MAIN」スタンドへのアレンジ可能
●専用車にてサーキットへ（日本語ガイド同行）
★5日間コース限定！追加代金不要で、
＜ドバイ半日市内観光プラン＞にアレンジ可能！(日本語ガイド付)
アグラ（水上タクシー）乗船、スパイス＆ゴールドスーク、ジュメイラ・モスク、
ドバイ・モールなどドバイの見どころをご案内致します。
ホテルチェックイン後、自由行動。

ライトアップグランドモスク見学　昼間とは違う、ライトアップされた神秘的なモスクをご覧いただけます。周囲には何もないので、モスクの煌びやかさがさらに
増します。 ※夜の見学は、外観見学となります。｠

ドバイ泊（朝） ドバイ泊（朝）

ドバイ泊(朝)

11/26
（日）

●観戦スタンド：厳選エリア「SOUTH」スタンド　※追加代金にて厳選エリア「MAIN」スタンドへのアレンジ可能
●専用車にてサーキットへ（日本語ガイド同行）　（決勝）17：00 

F1アブダビＧＰ/決勝観戦

リピーター様割引 5,000円割引

観戦終了後、夜、現地係員と共に空港へ。
※観戦出発前にホテルはチェックアウトをします。お荷物はホテル又は車にてお預かり致します。 機中泊(朝)

11/27
（月）

【成田便】ドバイ（EK318便02：55）発　　（直行）成田へ　成田（17：20）着。着後、解散となります。
【関西便】ドバイ（EK316便03：20）発　　（直行）関西へ　関西（17：10）着。着後、解散となります。
【名古屋便】ドバイ（EK316便03：00）発     （直行）関西へ。エミレーツ航空無料シャトルバスにて名古屋へ。　名古屋駅（22：40）着。着後、解散となります。

出発地 往 路 復 路

Wi-Fi 客室 無料 Wi-Fi 客室 無料Wi-Fi 客室 無料

　  【代金】 US$50（10：00～11：30、12：00～13：30、19：30～22：00）
　  【代金】 US$65（14：00～15：30、16：00～17：30、18：00～19：00）

■ アットザトップ（124階展望台）　

■ アットザトップスカイ（148階展望台）

※アットザトップスカイでの最長滞在時間は、お時間ごとの予約のため、約30分となります。その後124階に下りることができます。
※ご希望の時間帯を担当者までお申し出ください。　※予約完了後の日付及び時間の変更は一切できません。※予約の時点で全額お取消料がかかります。
■営業時間：日～水/10：00 ～ 22：00、木～土/10：00 ～ 24：00   ※都合により急遽クローズになる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

　  【代金】 US$150 

迫力満点のドライブを満喫したのち、砂漠に沈む
美しい夕日を観賞します。その後、ラクダ乗り体
験やバーベキューディナー、ベリーダンスショーな
どをお楽しみください。水タバコ、ヘナペイントも
無料で体験できます。

■所要時間：約7時間(14：30頃～22：00頃)　■英語ガイド・
往復送迎付(食事付)　■最少催行人数：1名様　■運行事業者：H.I.S.ドバイ支店、バタフライツーリズム

お得♪ ドバイ市内観光＆砂漠サファリ＆バーベキューセットで

【成田便】ドバイ（04：30）着。　　【関西/名古屋便】ドバイ（05：45）着。
着後、日本語ガイドと共に朝食会場（ヒルトンホテル予定）へご案内します。
その後、アブダビへ。
フェラーリワールド、ヤスモールへご案内
※着後、自由行動。フェラーリワールドへ入場の際は、別途入場料が必要です。
　世界最大級のフェラーリショップへは入場可能です。
ピット・レーン・ウォークへご参加
普段はアクセスできないピットレーンやメインストレートをじっくり見学できるイベ
ントです。  

グランドモスク見学　アブダビを訪れるなら絶対にはずせない名所。

Formula1

2017年シーズンフィナーレを飾る
ゴージャスなアブダビGP
～夕焼けから日没まで刻々と移り変わる空の美しさを楽しめるトワイライトレース～

普段はアクセスできないピットレーンやメインストレートを
じっくり見学できます。
アブダビGPのピットウォークは開催時間も長くゆっくり見学
できるのでオススメです。

1. ピット・レーン・ウォーク付！

T O U R  P O I N T

時速240kmの世界最速のジェットコースターをはじめ20を
超えるアトラクションや、往年のフェラーリ名車コレクション
など、大人から子供まで楽しめます。ここでしか買えないフェ
ラーリグッズもあります。

2. フェラーリワールドへご案内！ 6日間コース限定

6日間コース限定

※フェラーリワールドへの入場は、別途入場券が必要です。
　館内のフェラーリショップ内には、入場券なく入れます。

UAE建国の父である前大統領のシェイク・ザイードが眠る、参拝者が4万人
収容できる白亜のモスク。80個のドーム、約1,000本の円柱、スワロフスキー
製のきらめくシャンデリア、そして1本1本の糸を結んだ世界最大の手織りカー
ペットが有名です。H.I.S.では昼間の内観見学の他に、夜もご案内します。昼間
とは違う、ライトアップされた神秘的なモスクをご覧いただけます。
※夜は、写真撮影の外観見学となります。

3. 充実の「グランドモスク」観光付！

4. ホテル⇔サーキット間　日本語ガイド同行送迎付！
5. お1人様大歓迎　1人部屋追加代金は特別価格！
6. H.I.S.ドバイ支店が24時間安心サポート！日系旅行会社唯一の直営支店

2016年又は2017年のH.I.S.F1観戦ツアーにご参加のお客様

スーパー早期予約割引 15,000円割引 10,000円割引7月31日までにお申し込みのお客様 早期予約割引 8月31日までにお申し込みのお客様

<ご注意＞
※モスク内はドレスコードがございます。体のラインを強調した服装や土足・半袖・短パン・ミニスカートは禁止です。女性の方は髪を隠すスカーフをご用意ください。
※モスク内は大きな声でのガイドが禁止されています。※モスクには宗教的な事情により予告なく入場できない場合がございます。予めご了承ください。

※スーパー早期予約割引又は早期予約割引とリピーター様割引は併用可能（最大2万円引き）
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