
　　　Romantic travel by train in Russia

※スケジュールは変更になる場合がございますので、必ずお問い合わせ下さい。

※予約と同時に発券が必要です。料金はお問い合わせ下さい。

2016年12月現在

2016年12月現在

2016年12月現在

ロシア、旅情の鉄道旅　２０１６年冬-２０１７年春スケジュール

毎日

隔日

約11時間20分

ウラジオストク発（Ｎｏ．1） 19:10 14:13
約146時間3分

（6泊7日）

モスクワ発(Ｎｏ．2) 23:45 6:55
約144時間10分

（6泊7日）

ウラジオストク発（Ｎｏ．5） 21:00 8:15 約11時間15分

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間

毎日

ハバロフスク発(Ｎｏ．2)

隔日

隔日

21:10 8:30

19:50 5:38
約62時間48分

（2泊3日）

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間 運航日

モスクワ発（Ｎｏ．56） 13:18 7:47
約62時間29分

（2泊3日）
隔日

運航日

クラスノヤルスク発(Ｎｏ．55）

寝台列車　ロシア号（モスクワ⇔ウラジオストク）　　　　　　　　　　　　　

寝台列車　オケアン号（ウラジオストク⇔ハバロフスク）　　

寝台列車　エニセイ号（モスクワ⇔クラスノヤルスク）　　　　　　　　　　　

運航日

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間

シベリア鉄道

夢の架け橋9297KM ウラジオストク～モスクワ
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＊毎日運行

■サプサン号　タイムテーブル

11:10 約4時間

11:00 約4時間

毎日

モスクワ発(Ｎｏ．754） 7:30 11:30 約4時間

モスクワ発(Ｎｏ．756） 7:40 11:40 約4時間 毎日

☆サプサン号はロシア語で「隼-はやぶさ-」の意味を持ち、最高時速は２５０ｋｍに達します。

車両はドイツのシーメンス社（SＩＥＭＥＮＳ）が製造し、とても快適。車両は1等車両が2両、2等車両が8両の

計10両編成で、一度に最大約600名の乗客を運びます。

サンクトペテルブルク発（Ｎo．767） 毎日

毎日

毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．751）※ノンストッ 5:30 9:10 約3時間40分 毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．753）
サンクトペテルブルク発（Ｎo．755）

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間 運航日

毎日

毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．757） 9:00 12:50 約3時50分 毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．759） 9:10 13:00 約3時間50分 毎日

7:00

7:10

サンクトペテルブルク発（Ｎo．765） 13:00 17:00 約4時間 毎日

13:10 17:10 約4時間

サンクトペテルブルク発（Ｎo．771） 15:10 19:00 約3時50分

サンクトペテルブルク発（Ｎo．775） 17:10 21:00 約3時50分

モスクワ発(Ｎｏ．752）※ノンストップ 5:40 9:20 約3時間40

毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．777） 19:00 23:00 約4時間 毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎo．779） 19:10 23:10 約4時間 毎日

19:30 約3時間50分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．758） 9:30 13:20 約3時間50分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．768） 13:40 17:40 約4時間 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．760） 9:40 13:30 約3時間50分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．766） 13:30 17:30 約4時間 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．780） 19:40 23:40 約4時間 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．776） 17:40 21:30 約3時間50分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．778） 19:30 23:30 約4時間 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．770） 15:30 19:20 約3時間50分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．772） 15:40

超高速列車 サプサン号 （サンクトペテルブルグ⇔モスクワ）　　　　　　

超高速列車の特徴的な流線型車両

清潔感のある客室
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寝台列車　モスクワ⇔サンクトペテルブルグ 2016年12月現在

■寝台列車　赤い矢号　

■寝台列車　エキスプレス号　　

■寝台列車　サンクトペテルブルク発-モスクワ号　

■寝台列車　北極圏号　　

■寝台列車　メガポリス号　　

■寝台列車　スメナ・A・ベタンクール号　　

■寝台列車　グランドエクスプレス号　

特急列車　モスクワ⇔サンクトペテルブルグ 2016年12月現在

■トルストイ号　

■ヴォルガ川号

■サマラ号　

寝台列車　トルストイ号（モスクワ⇔ヘルシンキ）　　　　 　　　　　　　2016年12月現在

寝台列車　（サンクトペテルブルグ⇔ヘルシンキ）　　　　 　　　　　　　2016年12月現在

　　　☆記載以外の国内区間も、ロシア発の国際列車も手配可能です。お問い合わせ下さい☆

　　　　＊列車の料金は予告もなく変更となる場合もございますので、予めご承知ください。

　　　　＊鉄道のみ、鉄道と査証のみのご予約は、査証必要書類が十分に揃わないためお断りさせて頂きます。

　　　　＊査証申請書類上、鉄道予約は日本で行う必要があります。またチケットは買取となりキャンセルの場合も返金できません。

　　　　＊列車の出発日、出発時間が何の予告もなく変更となる場合もございますので、予めご承知ください。

　　　　＊天候等諸事情により、出発・到着時間が遅延する場合がございます。

　　　　＊その他、条件書はご確認下さい

約6時間36分 毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．3） 23:30 8:30 約8時間1分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．４) 23:30 8:30 約9時間 毎日

到着時刻 所要時間 運航日

約8時間1分 毎日

約8時間1分 毎日

列車番号

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．１）

毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．15） 22:41 6:50 約7時間28分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．16) 0:41 約8時間31分

モスクワ発(Ｎｏ．2)

出発時刻

23:55 7:56

23:55 7:56

～鉄道手配条件～

22:50

モスクワ発(Ｎｏ．32) 23:10 5:46

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．19） 22:29 5:57 約7時間28分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．20) 0:20 8:59

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．25） 23:36 7:19 約7時間43分

約8時間39分

約8時間56分 毎日

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．53） 23:44

毎日

毎日

毎日モスクワ発(Ｎｏ．26) 22:28 6:27 約7時間59分

毎日

6:45 約7時間55分

モスクワ発(Ｎｏ．7) 21:50 6:06 約8時16分

サンクトペテルブルク発（Ｎｏ．5）

9:12

隔日

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間 運航日

1:35 10:11 約8時間36分

サンクトモスクワ発(Ｎｏ．59) 18:03 2:09 約8時間6分 毎日

モスクワ発(Ｎｏ．54) 23:40 8:36

モスクワ発(Ｎｏ．59) 毎日

8:14 約8時間30分 毎日

毎日

サンクトペテルブルグ発(Ｎｏ．783)　アレグロ 11:30 13:57 約3時間27分 基本毎日

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間 運航日

モスクワ発（Ｎｏ．32） 23:10 12:27 約14時間17分 毎日

サンクトモスクワ発(Ｎｏ．107) 14:31 23:48 約9時間17分

モスクワ発(Ｎｏ．107) 1:35 10:11 約8時間36分

隔日

サンクトペテルブルグ発(Ｎｏ．787)　アレグロ 20:30 22:57 約3時間27分 基本毎日

サンクトペテルブルグ発(Ｎｏ．785)　アレグロ 15:30 17:57 約3時間27分 基本毎日

サンクトペテルブルグ発(Ｎｏ．781)　アレグロ 6:40 9:07 約3時間27分 基本毎日

列車番号 出発時刻 到着時刻 所要時間 運航日
サンクトペテルブルグ発(Ｎｏ．32)　トルストイ 6:01 12:27 約7時間26分 毎日
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トイレと停車時間 飲み物

荷物 食堂車

その他
★スリッパや本があると便利です。トイレットペーパーや洗顔道具はすぐ出るように別にしておくと便利です。

★シャワーはありませんので、到着後の楽しみに！乾燥しているので気になりませんが、体を拭くボディペーパーやウェットティッシュがあると便利。

★充電コンセントは、コンパートメント内にはなく、通路に数箇所あるのみ、共用です。なるべく事前に充電を！

★冷暖房は集中管理。体温調整は、上着やショールなどでどうぞ。

★夜間の鉄道では、車掌さんがシーツ、布団カバー、フェイスタオルのセットを配りますので、自分でセットです。

ロシアの鉄道共通　よくあるご質問　Ｑ＆Ａ

Ｑ：1等車（ソフトクラス）と2等車（ハードクラス）の違いは何ですか？

Ｑ２：コンパートメントは相部屋になりますか？1人だけで利用できますか？

Ｑ３：途中下車をして、翌日の同じ便に乗車できますか？

〒105-0013　東京都港区浜松町１丁目２番１１号　浜松町鈴木ビル７階

主要路線の新しい車両はバイオトイレにもなり清潔感に溢れ

ます。タイムテーブルはあるものの、時間調整で停車時間が

変わる場合が多いので、車掌さんに確認して、乗り遅れない

ようにご注意を！古い車両を使っている路線は、停車時間

前後からトイレが利用できない場合もありますので、ご注意下

さい。

スーツケースもコンパートメント内にしまいますので、小さなバッ

クがお勧めです。2等車で4人利用ですと共有の収納スペー

スも手狭です。座席部分を持ち上げると、下は収納場所で

す。上段の布団が入っているスペースも荷物置き場になりま

す。貴重品は身につけて、内側から鍵を、皆出るときには車

掌さんに外鍵をかけてもらうといいでしょう。念のため、かばんに

は錠をかけましょう。

☆楽しいシベリア鉄道☆

サモワールと呼ばれる湯沸かし器が車両ごとにあります。無料ですから

カップにインスタントのお茶をもっていくと便利です。食堂車でミネラル

ウォーターも買えます。（車両によっては有料・湯沸かし器がない場合

もございます）

食堂車にはロシア料理からパスタまで飽きないメニューが揃います。

（短時間の乗車の場合稼動していないこともございます）アルコール

も常備。ただ、今日はこれは無い！言われることもあるので、長旅の

方は、カップラーメンや缶詰などもっていくと重宝します。

Ａ：主な相違点は、コンパートメントに何人泊まるかです。1等車は2つの座席（ベッド）で、2等車は４つのベッドで

す。

Ａ：お1人で参加される場合、1等車であれば、他1名と、2等車であれば他3名と相部屋になります。

　　　誰が一緒になるかは分かりません。（男女も一緒になる可能性があります）貸切りをご希望の場合には、

　　　人数分のチケットを購入する必要がありますが、手配可能です。お問い合わせ下さい。

Ａ：残念ながら同じチケットではできません（座席指定の為）　事前に、ご希望期間、日付でご購入が必要で、チ

ケットも分かれますので、通しの安い料金にはなりません。

　　例）1枚目/ウラジオストク～イルクーツク　（イルクーツクで滞在）　2枚目/イルクーツク～モスクワ

㈱ジャパン・エア・トラベル・マーケティング

サモワール
食堂車のメニュー（イメージ）
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