
Vladivostok&Khabarovsk

初めての方も、2度目以降の方にもお勧め！
冬景色は別格。こんなに近くてこんなに
異国情緒を味わえる場所は他にありません！

★別途必要費用★１成田空港施設使用料2610円（子供1570円）
２燃油サーチャージ 約1500円（17年9月現在）３査証代行手続手数料 5400円

ヤクーツク航空でアクセスも改善！
－40度でも人々はたくましく生きるサハ共和国！

3日間コース フリープラン 観光付きプラン

10月 31

11月 2.7.9.10．13.16.20.23.28.30

11月 3.10（金発） 79,800 104,800

12月 5.712.14.19.21.26.28

1月 4．9.11.16.18.23.25.29

12月 29(金発）

1月 2

3月 1.6.8.13.15.20.22 73,800 98,800

3月 23（金発） 79,800 104,800

4日間コース フリープラン 観光付きプラン

10月 27.28

11月 3注）.4　.10注）.11.17.18.24.25

12月 1.2.8.9.15.16.22.23 79,800 111,800

12月 29.30. 99,800 131,800

1月 5注）.6.12.13119.20.26.27 79,800 111,800

2月 2.3.9.10.16.1723.24 77,800 109,800

3月 1.6.8.13.15.20.22.23注） 81,800 113,800

5日間コース フリープラン 観光付きプラン

10月 31 87,800 119,800

11月 7.14.21.28 87,800 119,800

12月 5.12.19 89,800 121,800

12月 26 99,800 131,800
1月 2.9.16.23.30

2月 6.13.20.27

3月 6.13.20 89,800 121,800

出発日

毎週

火発のみ

（一部除く）

■旅行代金[2名1室利用］お一人様 大人・子供同額(日本円）

一人部屋利用追加代金 29,000

87,800 119,800

出発日

毎週火・木発

（一部金発
注帰国乗継便）

一人部屋利用追加代金（2泊3日分） 15,000

73,800 98,800

93,800

94,800

118,800

■旅行代金[2名1室利用］お一人様 大人(日本円）

69,800

■旅行代金[2名1室利用］お一人様 大人(日本円）・子供は2割引

77,800 109,800

出発日

毎週

金･土発

（一部除く）

一人部屋利用追加代金（3泊4日分） 22,000

＊裏道小路でも雑貨屋さんへ＊
まるで横浜の赤レンガ倉庫のよう。古い倉庫や港
町の古い建物を改装した最新スポットへご案内。
ここにも、観光客には分かりにくい雑貨屋カフェ
があります♪

17年11月～18年3月出発

＊自由港宣言！お洒落な
お店も続出！ビザも簡素化＊

お洒落な雑貨屋に、ロシアの伝統を残し
つつも西の文化を取り入れて進化したカ
フェ！インスタ映えも間違いなし♫
ウラジオストク出入国の8日間以内
滞在に限りE-VISAが開始しました！

ウラジオストク1都市滞在コース 3・４・5日間

株式会社ジャパン・エア・トラベル・マーケティング
-旅のコンシュルジュデスク リテール事業部ＲＴＢ-

105-0013 東京都港区浜松町1-2-11 浜松町鈴木ビル7階
代表：電話：03-5408-5550 FAX:03-5408-5551
EMAIL:rtbinfo@jatm.co.jp
http://www.jatm.co.jp https://www.instagram.com/rtb_jatm/

日程表詳細は
お問い合わせ
下さい

http://www.jatm.co.jp/


異国情緒を味わう

暮らすように旅する
モデルコース

↑ 冬の夜行鉄道の旅は、夜景か
ら始まり、幻想的なタイガの朝
靄に包まれ駅を目指す。

人々の生活の一部、ロ
シア正教会。機会があ
れば是非中へ。圧巻の
イコン画に身が引き締
まる。

↑クリスマスイルミネーションも

見たことのあるキャラ
クター♫あえて名前は
伏せておきますが、こ
んな発見もある氷祭。

3日間 4日間 6日間 訪問都市 時間 食事

金 木・土 木 □出発2時間前には空港にお進みください。

■空路、直行便にてウラジオストクへ。（時差日本＋1時間）

成田発 　※火・木・土発　成田15:25発/18:55着　Ｓ７航空機材 機：軽食

　※金発　成田13:20発/17:15着　オーロラ航空機材 夕：X

ウラジオストク着 ■ウラジオストク到着。

土 金・日 金 ウラジオストク ■ホテルにて朝食。 朝：○

□フリープランは、終日自由行動♪ 昼夕：X

10:00 ◆観光付きプラン◆ 昼：○

ウラジオストク市内観光

　中央広場、町を一望できる鷹の巣展望台、Ｃ-56 夕：○

　潜水艦博物観（入場）、スハノフの家博物館（入場）

　ニコライ凱旋門とアンドレイ教会の写真ストップ

・・・市内レストランにて名物ビーフストロガノフをどうぞ・・・

　お洒落な歩行者通りフォーキナー散策、

　最新のスポット百貨店の裏道、海のターミナルと

　ウラジオストク駅のキロポストの写真ストップ

・・・名物ボルシチ（赤カブスープ）をどうぞ・・・

　観光後、ホテルへ戻ります。

（チェックアウトは12:00迄）

20:00 □フリープラン、観光付プランともにホテルロビーで日本語係員と合流。

(予定）     送迎車にてウラジオストク駅へ。

21:00

(予定）

土 ■ホテルにて朝食。(チェックアウトは12:00迄） 朝：○

□出発まで自由行動。 昼：×

■オプショナルツアーなどでお楽しみください。 夕：×

□フリープラン、観光付プランともにホテルロビーで日本語係員と合流。

   送迎車にてウラジオストク駅へ。

ウラジオストク発 21:00

(予定）

日 土・月 日 ハバロフスク着 8:00 ■ハバロフスク駅到着。

朝：Ｘ

■駅ホームで日本語係員と合流し、駅前で写真ストップ。 機:軽食

■送迎車にてハバロフスク空港へ。

ハバロフスク発 11:45

成田着 13:25 ■成田着。

■駅ホームで日本語係員と合流し、送迎車にてホテルへ。

(予定） （チェックインは14:00以降）

□ホテル到着後、フリープランの方は自由行動♪ 朝昼夕：X

◆観光付きプラン◆ハバロフスク市内観光 朝：○

　ホテルで朝食後、観光へ。 昼：○

　アムール川展望台、栄光広場とスパソ・プレオブランジェン 夕：Ⅹ

　スキー大聖堂、レーニン広場、教会広場へご案内。

・・・市内レストランにて名物ペリメニをどうぞ・・・

　自由市場、ムラヴィヨフアムールスキー通りを散策。

月 ハバロフスク ■ホテルにて朝食。 朝：○

□終日：自由行動。 昼：×

■オプショナルツアーなどでお楽しみください。 夕：×

日・火 火 朝：○

機:軽食

ハバロフスク発 11:45

成田着 13:25 ■成田着。
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■入国審査後、到着ロビーにて日本語係員と合流。

＜ウラジオストク泊＞

　　　　　　　　　　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル

■ホテルで朝食。

■送迎車にてホテルまでご案内。

■日本語係員と共に送迎車にて空港へ。

■Ｓ７航空直行成田行きにて帰国の途へ。

3日間・4日間コース※鉄道内係員無し　＜車中泊＞

＜ハバロフスク泊＞

＜ハバロフスク泊＞

　　約11時間の鉄道の旅をお楽しみください。

6日間コース※鉄道内係員無し　＜車中泊＞

■シベリア鉄道[オケアン号（2等:4名1室コンパートメント）]にて,

2

6日間コース＜ウラジオストク泊＞

■シベリア鉄道[オケアン号（2等:4名1室コンパートメント）]にて,

　　約11時間の鉄道の旅をお楽しみください。

*****3日間・　4日間コース　*****

2

3

3 4

***4日間･6日間コース***

***3日間コース***

■Ｓ７航空直行成田行きにて帰国の途へ。

3

17年11月～18年3月 ウラジオストク・ハバロフスク
シベリア鉄道の旅 4・5･6日間２都市周遊

5日間 訪問都市 時間 食事

火・日 ■出発2時間前には空港にお進みください。

1 成田発 14:25 ■S7航空直行便にてハバロフスクへ。

　※所要時間：約2時間半/日本との時差＋1時間 機:軽食

ハバロフスク着 18:20 ■ハバロフスク到着。 夕：×

水・月 ハバロフスク ■ホテルにて朝食。 朝：○

□フリープランは、終日自由行動♪ 昼夕：X

10:00 ◆観光付きプラン◆ハバロフスク市内観光

　ホテルで朝食後、観光へ。 昼：○

　アムール川展望台、栄光広場とスパソ・プレオブランジェン 夕：○

　スキー大聖堂、レーニン広場、教会広場へご案内。

・・・市内レストランにて名物ペリメニをどうぞ・・・

　自由市場、ムラヴィヨフアムールスキー通りを散策。

・・・市内レストランにて名物キエフカツレツをどうぞ・・・

■現地日本語係員とウラジオストク駅へ向かいます。

ハバロフスク発 21:00

(予定）

木・火 ウラジオストク着 8:00 ■駅ホームで日本語係員と合流し、送迎車にてホテルへ。

(予定） （チェックインは14:00以降）

□ホテル到着後、フリープランの方は自由行動♪ 朝昼夕：X

◆観光付きプラン◆ウラジオストク市内観光 朝：○

　中央広場、町を一望できる鷹の巣展望台、Ｃ-56 昼：○

　潜水艦博物観（入場）、スハノフの家博物館（入場） 夕：○

　ニコライ凱旋門とアンドレイ教会の写真ストップ

・・・市内レストランにて名物ビーフストロガノフをどうぞ・・・

　お洒落な歩行者通りフォーキナー散策、

　最新のスポット百貨店の裏道、海のターミナルと

　ウラジオストク駅のキロポストの写真ストップ

・・・名物ボリシチ（赤カブスープ）どうぞ・・・

土・木 ウラジオストク ■ホテルにて朝食。 朝：○

■終日：自由行動。 昼：×

■オプショナルツアーなどでお楽しみください。 夕：×

土・木 ■ホテルにて朝食 朝：○

■日本語係員と共に専用車で空港へ。 機：軽食

ウラジオストク 13:15 ■Ｓ７航空直行成田行きにて帰国の途へ。

成田発 14:30 ■成田着。

＜ウラジオストク泊＞

■シベリア鉄道[オケアン号（2等:4名1室コンパートメント）]にて,

　　約11時間の鉄道の旅をお楽しみください。

※鉄道内係員無し　＜車中泊＞

　　　　　　　　　　ス　ケ　ジ　ュ　ー　ル

■入国審査後、到着ロビーにて日本語係員と合流。

■送迎車にてホテルまでご案内。

＜ハバロフスク泊＞
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＜ウラジオストク泊＞

❑利用航空会社:【【成田-ウラジオストク／ハバロフスク間】 Ｓ７航空/オーロラ航空
注）コードシェアのｱｴﾛﾌﾛｰﾄ・ﾛｼｱ航空のチケットになる場合もあります。 尚、航空便スケジュールは、17年9月現在となり、変更になる場合がございます。

❑最少催行人数:2名（最大各プラン8名様）注）送迎や観光はプラン問わず当社ツア-混載です。 ❑利用予定ホテル:スタンダードクラス（10ページ参照）
❑添乗員 日本からの同行は無し。現地日本語係員がご案内
❑食事：機内食を除く （お弁当を含む）★2都市周遊（フリープラン）★（3日間）朝1/昼0/夕0（4日間）朝2/昼0/夕0（5日間）朝3/昼0/夕0（6日間）朝4/昼0/夕0
★2都市周遊（観光付プラン）★（3日間）朝1/昼1/夕1（4日間）朝3/昼2/夕1（5日間）朝4昼2/夕1（6日間）朝5/昼2/夕1

まだ間に合う年末年始！
❑17年12月30日（土）発❑

年越しシベリア鉄道の旅
ウラジオストク・ハバロフスク 4日間

★フリープラン 112,800円
★観光つきプラン 152,800円
注）別途諸税、査証費用あり

他出発日、詳細はお問い合わせ下さい！


