クレムリン・ダイヤモンド庫から夏の宮殿までロシアの旅ハイライト

千歳発着10日間 ㈱世界紀行

日次

都市名

部に円を描くように点在する中世ロシア
の古都群であり、その多くはヴォルガ河沿
いに位置しています。12〜18世紀にロシ
ア正教の建造物が建てられ、かつての諸
公国の首都や聖都として発展しました。
で、素朴な田園風景が広がっています。古
き良き時代のロシアは、
とても懐かしく、
心に安らぎを与えてくれるかのようです。

朝、千歳空港より、国内線にて、成田へ。
午前、
アエロフロート・ロシア航空にて、
ロシアの首都・モスクワへ［12:15
発／16:05着］。着後、専用バスにて、
ホテルへ。
モスクワに連泊 です。
［モスクワ泊］×ＫＤ
─
終日、
モスクワ市内観光。世界遺産 赤の広場とワシリー寺院 、武器庫、
ダ
モスクワ
［ダイヤモンド庫］ イヤモンド庫、
ウスペンスキー寺院、大砲の王様、鐘の王様など 世界遺産
地下鉄試乗
クレムリン 、
「地下宮殿」
とも呼ばれるモスクワの地下鉄、 世界遺産 ノヴ
ォデヴィチ女子修道院 などへご案内します。
昼食は、
ボルシチとピロシキをお楽しみください。
［モスクワ泊］ＢＬＤ
─
午前、モスクワ川沿いの自然保護公園・コローメンスコエにて、
ロシア最古
モスクワ
コローメンスコエ の石造建築 世界遺産 ヴォズネセニエ教会 を見学します。
その後、千年の歴史を誇るスズダリへ。
スズダリ
スズダリに連泊 です。
［スズダリ泊］ＢＬＤ
─
午前、 世界遺産 古都スズダリ の観光。スパソ・エウフェミエスキー修道
スズダリ
院、
リズポロジェンスキー修道院、
ポクロフスキー修道院、
クレムリン（ロジ
ェストヴェンスキー教会）、木造建築博物館へご案内します。
（ウラジミール） 午後、
『 黄金の環』の一つ 世界遺産 古都ウラジミール へ。着後、
ウスペン
黄金の環
スキー寺院、黄金の門へご案内します。また、
ウラジミール郊外のボゴリュ
ーボヴォにて、
「白鳥」
と称される 世界遺産 ネルリ河畔の生神女庇護聖堂
を見学いたします。
民族舞踊
夕食は、
ロシアの民族舞踊とともにお楽しみください。
［スズダリ泊］ＢＬＤ
─
午前、
セルギエフ・パサードにて、 世界遺産 セルギエフ・
トロイツェ大修道
スズダリ
セルギエフ・パサード 院 を見学します。マトリョーシカ誕生の地の人形博物館にもご案内します。
マトリョーシカ その後、
モスクワへ戻ります。昼食は、
キエフ風カツレツです。
モスクワ
午後、高速特急サプサン
（1等）
にて、
サンクトペテルブルグへ約4時間の列
鉄道の旅
車の旅をお楽しみください（夕食は車内にて）。
サンクトペテルブルグ 着後、専用車にて、
ホテルへ。
サンクトペテルブルグに4連泊 です。
［サンクトペテルブルグ泊］ＢＬＤ
─
サンクトペテルブルグ 午前、 世界遺産 サンクトペテルブルグ歴史地区 の観光。イサク寺院［外
観］、デカブリスト広場（青銅の騎士像）、スモーリヌイ修道院、血の上の教
会（スパス・ナ・クラビー教会）
をご覧いただきます。
昼食には、
ロシア風のギョウザ・ペリメニをお召し上がりください。
［琥珀の間］ 午後、郊外のツァールスコエ・セロ（旧プーシキン）へ。琥珀の間で有名な
世界遺産 エカテリーナ宮殿 を観光します。
音楽鑑賞
夜、
ご希望の方はバレエ、又はオペラ鑑賞へご案内します
（実費）。
千歳
成田
モスクワ

2

日々近代化する現在のロシアとは対照的

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

黄金の環は、モスクワを拠点として北西

1

モスクワ・サンクトペテルブルグと黄金の環

ロシア人の心の故郷『黄金の環』

3
4

スパスキー修道院（スズダリ）

ご旅行条件

5

ご旅行期間とご旅行代金

2019年

8月27日（火）発〜9月5日（木）着…￥438,000
一人部屋利用追加料金 ￥52,000

世界遺産ピョートル大帝の夏の宮殿（イメージ）

6

ツアーのポイント
■モスクワ、スズダリ、サンクトペテルブルグにそれぞれ連
泊し、世界遺産の街々を巡ります。
■毎回ご好評をいただいております名物のロシア料理を各
地にてご用意しております。
■心のふるさと・スズダリでは、
ロシアの民族舞踊とともに夕
食をお召し上がりいただきます。カチューシャや黒い瞳な
ど懐かしい調べとともにお楽しみください。

7

■モスクワからサンクトペテルブルグまでは、高速特急を利
用いたします。ロシア大平原の雄大な景色を眺めながら

Ｐ

サンクトペテルブルグ
（4泊）
旧プーシキン

エルミタージュ

8

スズダリ
（2泊）

ヴォルガ河

9

ウラジミール
モスクワ
（2泊）
コローメンスコエ

ヨーロッパ・ロシア大平原

Ｐ

セルギエフ・パサード

昼食は、
オーブン焼きのジュリェーンです。
午後、
『ロシアの五稜郭』ペテロパブロフスク要塞や、美しい町並みをご覧
運河クルーズ いただける運河クルーズへご案内いたします。
■モスクワ／コスモス、
イズマイロ・ベガ、
ホリデ
夕食は、
ジャルコイェ
（壺焼き）
とブリヌイ（ロシア風パンケーキ）をお召し
イ・イン
上がりください。
［サンクトペテルブルグ泊］ＢＬＤ
■スズダリ／GTKリザリット、
ソコル、ポルクロ ─
サンクトペテルブルグ 終日、世界三大美術館の一つエルミタージュ美術館をたっぷりと見学しま
フスキー、
ゴリヤチ・クルチェ、ニコラエフスキ
［エルミタージュ］ す。
ー・ポサド
午前、
日本語ガイドと共に鑑賞。午後、館内にて自由鑑賞。
■サンクトペテルブルグ／プルコフスカヤ、ナッ
昼食は含めておりませんので、美術館内のカフェにて、軽食をご案内しま
シュ、
ネフスキーグランド、
プリバルチスカヤ、
す。
サンクトペテルブルグホテル、
アムジット・ホテ
［サンクトペテルブルグ泊］Ｂ×Ｄ
─
ル
サンクトペテルブルグ 午前、出発までサンクトペテルブルグ市内観光。
※上記ホテル又は同等クラスとなります。
モスクワ
午後、アエロフロート・ロシア航空にて、モスクワを経由し、帰国の途へ
［16：10発］。
※右記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。
［機中泊］Ｂ×Ｋ
※現地の都合でスケジュールは変更される場合がござい
─
ます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ ス
午前、成田着後［10:30着］、入国審査・税関検査ののち、国内線にて、千歳
成田
をご提供できるよう万全の手配努力を致します。
空港へ。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
10 千歳
着後、解散。
食」を示してます。

ご利用予定ホテル

約4時間の列車の旅をお楽しみください。
ツアーマップ

■募集人員／18名様定員
■最少催行人数／10名様
■お食事／朝食8回・昼食6回・夕食7回
■成田空港使用料／￥2,610
（別途必要）
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
■ロシア査証料・同取得手数料／￥9,800（別途必要）
■パスポート必要残存期間／ロシア出国時６ヶ月
査証欄／見開き2ページの余白要
※事前にパスポートをお預かりいたします。
■査証用証明写真／1枚（カラー縦4.5cm×横3.5cm）
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
［サンクトペテルブルグ泊］ＢＬ×
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
─
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
サンクトペテルブルグ 午前、
フィンランド湾に面した郊外の町・ペテルゴフにて、 世界遺産 ピョー
※ビジネスクラス利用追加料金はお問い合わせください。
［夏の宮殿］ トル大帝の夏の宮殿 を観光します。テラス状の庭園や仕掛け噴水などを
※成田発着：￥10,000引き
お楽しみください。
※大阪・中部・福岡発着：同一料金

ラトビア
ロシアの超特急『サプサン号』でロシア平原を駆け抜けます

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

0

※利用予定航空会社：アエロフロート・ロシア航空、
フィン
ランド航空

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

0

−××

株式会社 世界紀行 ☎：011−272−6006

（5）★★★★★

