
夏は6月中旬位から9月の中旬位で、雨が多くなり、気温が下がります。
夏でも1日の気温の差が大きいので、長袖があるといいかもしれません。

ハバロフスク

1ルーブル＝約1.68円（2019年 5月現在）
※補助通貨はコペイカで100コペイカで1ルーブルとなります。
ロシアではすべての支払いを現地通貨のルーブルで行うことが法律で定められています。
クレジットカードの利用はVISAカード・マスターカードがやや普及しています。

ハバロフスク／ウラジオストク　　夏／+2時間
ハバロフスク地方紋章
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ウラジオストク
ハバロフスク
6日間

魅力ある極東ロシア、
一番近いヨーロッパへのご案内

ハバロフスク地方友好提携 50 周年記念・兵庫県民交流団

ウラジオストク
ハバロフスク
6日間

ウラジオストク
ハバロフスク
6日間

2019 年 8月17 日（土）～8月22 日（木）

旅行企画・実施：㈱日本旅行　神戸支店
企　画　協　力：公益財団法人　兵庫県国際交流協会

旅行条件（要約）詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上、お申込み下さい。

■企画に関するお問い合わせ

■ご旅行に関するお申込み・お問合せ
旅行企画・実施　〈一般社団法人　日本旅行業協会正会員〉〈観光庁長官登録旅行業　第2号〉

〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通1-5-1　国際健康開発センター2F

※出発前の旅行説明会を7月末頃に神戸市内で開催予定です。日時・会場については、お申込みいただいた方に、別途ご連絡いたします。

TEL:078-230-3090/FAX:078-230-3280
受付時間／平日9：00～17：30　土・日曜日・祝日は休日となります。　担当：雫石／簗田（公財）兵庫県国際交流協会

お申込締切日　7月5日（金）

総合旅行業務取扱管理者　平阪和久

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引の責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明に不十分な点があれば、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

受付時間 /午前10時 00分～午後18時00分（土・日・祝休み）担当：平阪／久保田
神戸市中央区東川崎町1-3-2（JR西日本神戸支社5階）
TEL:078-371-2810（代） FAX:078-371-2816

株式会社 日本旅行　神戸支店

この旅行条件は2019年 5月20日現在の運賃・料金を基準としております。

パンフレット番号 西日本19-093

このパンフレットは旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

しずくいし　  やなだ

お客様の状況によっては、 当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、 措置が必要になる可能性がござい

ます。

特別な配慮や措置が必要となる可能性のある方は、 ご相談させていただきますので、係員に必ずお申し出く

ださい。



大人お一人様／エコノミークラス／1名1室利用

添乗員

ベテラン添乗員が
同行いたします
ご利用ホテル（デラックスクラス：弊社基準）

●ウラジオストク：ロッテホテル（指定）
●ハバロフスク：ヴェルバホテル又はインツーリストホテル（指定）

●S7航空　●アエロフロート・ロシア航空（ロシア国内区間）　●全日空（日本国内区間）

利用予定航空会社（エコノミークラス）

25名様 朝5回・昼4回・夕5回
（機内食を除く）

最少催行人員 食　事

3 5 0 , 0 0 0円旅 行
代 金

兵庫県国際交流協会が企画協力する“快適で安心”な友好の旅のご案内兵庫県国際交流協会が企画協力する“快適で安心”な友好の旅のご案内
　兵庫県とハバロフスク地方は、昭和44(1969) 年 4 月の友好提携締結以来、多様な分野で友好交
流を行っておりますが、5０周年を迎える本年は、交流を一層促進するために８月に県民交流団を派遣
します。
　今回は、記念式典が行われるハバロフスクと、極東の顔となりつつあるウラジオストクを訪れ、歴史
的な建造物等有名な観光地のほか、新しい見どころを訪問します。「日本から一番近いヨーロッパへ！」 
皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ロシア極東の最南部、日本海に突き出すムラヴィヨフ・アムール
スキー半島の先にある人口 70 万人余の極東最大の都市。沿海州
の州都。主な産業は造船業と漁業、軍港関連産業。2012 年に
APEC 開催。坂が多く、ヨーロッパ風の町並みは「東洋のサンフ
ランシスコ」と言われる。

ハバロフスク

大阪

成田

ウラジオストク

主な訪問地 主な訪問地ウラジオストク (Vladivostok)

最高地点海抜 200m の丘は「鷲ノ巣」と呼ばれ、ウラジオスト
クを一望できる展望台からの景色は日中も夜も抜群です。

鷲の巣展望台

金角湾とウラジオストクのメインストリート、帝政ロシア時代の建造物
に囲まれた広場。「革命戦士」の像はウラジオストクのシンボル。

中央広場

ウラジオストクの北北東 700km にある人口 60 万人の都市。ハ
バロフスク地方の中心地。町の西側をアムール川が流れ、南西
30km のウスリー川との合流地点が中国との国境。主な産業は、
機械工業、金属工業、木材業。

ハバロフスク (Khabarovsk)

美しい並木と花壇に彩られたメインストリート。レトロな路面電
車が行きかう極東ならではの奥深さを発見できます。

ムラヴィヨフ・アムールスキー通り

一際目立つ金色のタマネギ形の屋根を冠したロシア正教の大聖堂。
大聖堂のドームの高さは７０ｍで極東ロシアで最大。広い堂内に
は数多くの美しいイコンが並ぶ。

スパソ・プレオブラジェンスキー教会

旧ソ連の潜水艦「C56」がそのまま博物館になった人気の観光ス
ポット。全長70mもあり、迫力満点。

潜水艦 C-56 博物館

金角湾を中心に遊覧するクルーズ。船上から港町ウラジオストク
の美しい風景をお楽しみください。

金角湾クルーズ

ハバロフスクはシベリア鉄道の重要な
拠点であり、名実ともに「ロシア極東部
の首都」。静寂な街並みだけではなく
自然や歴史も多く感じられます。

ウラジオストクは 2012
年のＡＰＥＣ会議を機にイ
ンフラが大幅に向上した極
東アジアの玄関口です。海
と坂が印象的な街並みをお
楽しみください。

月　　日 区分 内　　　　　　容
8月17日
（土）

午前
午後
夜

17:15 関空発 (S7 6286)
20:25 ウラジオストク着
夕食（ホテル内）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ロッテホテル（ウラジオストク）泊＞　

8月18日
（日）

午前

午後

夜

朝食 (ホテル内 )　
ウラジオストク市内視察
（ニコライ2世凱旋門、アンドレイ教会、潜水艦C56博物館 等）
昼食 (市内レストラン )
ウラジオストク市内視察（鷲の巣展望台、金角湾クルーズ 等）
夕食：シーフードレストラン（新鮮な魚介料理をご賞味下さい）
(オプショナルツアー（別料金）設定予定 )　   
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜ロッテホテル（ウラジオストク）泊＞

8月19日
（月）

午前

午後
夜

朝食 (ホテル内 )
ウラジオストク市内視察　（スヴェトランスカヤ通り、中央広場、グム百貨店・海軍百貨店周辺）
昼食 (市内レストラン )
16:50　アエロフロート・ロシア航空にてハバロフスクへ
18:10　ハバロフスク着
着後ホテルへご案内。夕食、（兵庫県代表団との意見交換会）(市内レストラン等 )
　　　　　　　　　　　　＜ヴェルバホテル又はインツーリストホテル（ハバロフスク）泊＞

8月20日
（火）

午前

午後

夜

朝食（ホテル内）
ハバロフスク市内視察（日本人墓地、日本センター視察 等 )
昼食：市内レストラン (日本語学習者との交流 )
ハバロフスク市内視察（スパソ・プレオブラジェンスキー大聖堂、ムラヴィヨフ・アムールスキー通り、レーニン広場 等）
16:30 友好提携50周年記念式典・調印式
18:00 記念レセプション
　　　　　　　　　　　　＜ヴェルバホテル又はインツーリストホテル（ハバロフスク）泊＞

8月21日
（水）

午前

午後

夜

朝食 (ホテル内 )
ハバロフスク市郊外視察 (ダーチャ (農地付き別荘 )訪問、昼食作り・交流等 )
ビール工場バルチカ視察
ハバロフスク市内視察
夕食 (市内レストラン )
　　　　　　　　　　　　＜ヴェルバホテル又はインツーリストホテル（ハバロフスク）泊＞

8月22日
（木）

午前

午後

夜

朝食後、ホテル発、ハバロフスク空港へ
11:55 ハバロフスク発 (S7 6441)
13:35 成田着 
16:40 成田発（ANA 2177)
18:00 伊丹着

日　程　表

２名１室利用の場合　割引額　お一人様あたり25,000円

※2019年 5月31日現在のフライトスケジュールです。航空会社の都合により変更となる場合がございます。
※現地事情等により観光内容等に変更が生じる場合がございます。ご出発前にお渡しします最終日程表でご確認下さい。　
※日程表記載の「午前」「午後」「夜」の時刻の目安は次のとおりです。（午前6：00～12：00　午後12：00～18：00　夜18：00～23：00）
※食事につきましては、伝統的ロシア料理、パシフィック・ロシア・フード等バラエティ豊かに準備いたします。

ダーチャは、ロシア・旧ソ連圏で一般的な菜園付きセカンドハウ
スであり、ロシアの方々は夏の週末ともなると、家族や友人とと
もにゆったりと過ごします。

ダーチャ訪問

燃油サーチャージ：
　旅行代金に含まれておりません。2019年6月現在、0円です。
　今後、金額の変更があった場合、追加で請求させていただきます。
現地空港諸税：
　空港施設使用料、旅客サービス料及び海外空港諸税が別途必要
　です。2019年6月現在、5,670円です。ご旅行代金と合わせて
　お支払いください。

お一人あたり200,000円
ご利用区間：国際線区間のみ　
座席数に限りがあり、ご希望に沿えない場合もございます。

ビジネスクラス追加代金●

パスポート：ロシア出国時6ヶ月以上必要です（日本国籍の場合）
　査証：査証の取得が必要です。
　※査証貼付のために未使用査証欄は見開きで余白２頁以上必要です。
　※日本国籍以外の方は自国の領事館、入国管理局等へお問合せ下さい。
・㈱日本旅行が査証取得代行を行い、代行手数料は旅行代金に含まれて
  おります。
・渡航先の衛生状況は厚生労働省のホームぺージでご確認下さい。
　（http//www.forth.go.jp/)


