
 
 
 
 
 この度は弊社の ISU フィギュアスケートパッケージプランにお問い合わせを頂きましてありがとうございます。 
7月 29日(木)現在ロシアにかかわらずほとんどの国が新型コロナウィルス影響のため外務省はレベル３：渡航は止めてくだ
さい。（渡航中止勧告）となっております。そのため例年のようなツアー募集を皆様にご案内することができません。また現状、
ロシア入国時には PCR検査証明書（英語・ロシア語翻訳のもの）オリジナルがロシア入国時には必要となります。日本帰
国時につきましても同様にロシアで受けた PCR 検査証明書のほか、スマートホンが必ず必要となります(空港にてレンタル可
能です)。また日本入国後につきましては公共交通機関利用禁止、また 14 日間の自主待機が義務付けられております。
現在はソチは含まれておりませんが、モスクワ市に滞在した場合は到着後 6日間、ペテルブルクに滞在した場合は到着後 3
日間検察所長の定める所定の場所にて強制待機となっております。今後ワクチンパスポートの普及や、新型コロナウィルスの
感染状況によって日々変動することが予想されます。弊社では最新情報を元に皆様が困ることがないようにサポートいたしま
す。 
※8月 1日よりクラスノダール州（ソチ市含む）ではホテルチェックイン時に PCR検査陰性証明書の提示が必要となりまし
た。 
■航空券について 
ロステレコムの日程は 11月 26日(金)‐28日(日)となります。前日練習の見学を含むと 25日(木)‐28日(日)の日程を
希望されるお客様が多いのではないかと思います。10月1日からは日本航空はモスクワ線毎日運航、アエロフロート航空は
週 2便となっております。11月 1日以降は日本航空は、アエロフロート航空共にモスクワ線が毎日運航となっておりますが、
フライトは減便になる可能性が非常に高いと考えています。そのため安易にスケジュール上で発表されているフライトをご提案
できない状況にございます。10 月以降のフライトスケジュールにつきましてはおそらく 9 月に入ると状況が見えてくる可能性が
高く、航空券のご提案については 9 月に入ってスケジュールが確定してきた段階で再度現状も踏まえ皆様にご提案させてい
ただきたいと考えております。フライトとしては羽田発着のモスクワ経由のソチ行き、またはヘルシンキ・モスクワ経由など中近東
系フライトも視野にいれご提案する予定です。また日本到着後は 14 日間の自主待機となりますので羽田発着が難しいお
客様につきましては個々に対応させていただく形になると思います。弊社ご提案フライト以外でご予約いただいた場合は別途
空港⇔ホテル間の送迎料金が必要となります。弊社ご提案フライトにつきましては 10 月以降のフライトがおおよそ確定した
ときに再度ご案内する予定です。 
■観戦パッケージプラン 
◆日程 

日次 時間 旅  程  概  要 食事 
1日目 
11/24 
(水) 

 ソチ到着。 
日本語ガイドが出迎えホテルへ 

 <ソチ泊> 

 
 

夕× 

2日目 
11/25 
(木) 

 
終日 

ホテルにて朝食 
ホテル⇔会場は専用車にて日本語ガイドがご案内します（1日 1往復） 
公式練習 

<ソチ泊> 

朝〇 
昼× 
夕× 

3日目 
11/26 
(金) 

終日 

ホテルにて朝食。 
ホテル⇔会場は専用車にてご案内(1日 1往復) 
観戦： 

<ソチ泊> 

朝○ 
昼× 
夕× 
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4日目 
11/27 
(土) 

終日 

ホテルにて朝食。 
ホテル⇔会場は専用車にてご案内(1日 1往復) 
観戦： 

<ソチ泊> 

朝○ 
昼× 
夕× 

5日目 
11/28 
(日) 

終日 

終日自由行動。 
ホテル⇔会場は専用車にてご案内(1日 1往復) 
観戦： 

<ソチ泊> 

朝○ 
昼× 
夕× 

6日目 
11/29 
(月) 

 ホテルにて朝食。 
出発まで自由行動 
ホテルロビーに集合後、日本語ガイドが同行し空港へ移動。 
モスクワ到着後各自 PCR検査手続き。 
 

朝○ 
昼× 
夕× 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■観戦チケット料金（オプション） 
※3 日間分の観戦チケット代は別途かかります。発売後すぐの購入となります。観戦チケット代は購入後いかなる理由がある場合でも
払戻しは出来ませんが、中止または無観客の場合でチケット発売元が払戻しに応じた場合はお手数料を差し引いてご返金いたします。 
※1日あたり約10,000円～20,000円を予定しております。チケット発売状況によってどのあたりのお席をご案内出来るかどうかは分か
りません。 
※チケット料金は例年の場合 8月頃となりますが、コロナウィルス影響によって発売が遅くなる場合もあります。 
※観戦チケットをお申込みされた場合は発売と同時に購入いたします。人数が 8名様満たない場合は、別途新たに個人手配旅行とし
てご提案させていただきます。パッケージプランが催行されない場合でもチケット料金の払い戻しはできません 
■お申込手続き：  
手配依頼書をご記入の上パスポートのコピーとあわせてメール添付またはファックスにてお送り下さい。 
申込金（旅行費用内金）50,000円を下記口座へお振込下さいませ。 
◆口座名義：株式会社ユーラストラベル 
みずほ銀行 神谷町支店 （普）1370507 
ゆうちょ銀行 記号番号 00180‐8‐265002（O一九店）  
※領収書は銀行あるいは郵便局が発行する明細書をもって替えさせて頂きます。 

上記 3点（手配依頼書・パスポートコピー・申込金）の受領をもって正式なご契約(お申込み)となります。 
受領確認できた方から先着順とさせて頂きます。 

◆旅行期間：2021年 11月 24日（木）～11月 29日（月） 5泊 6日 ソチ空港発着 
◆観戦パッケージプラン料金：  130,000 円 （2名 1室利用） 
◆お一人様部屋追加料金： 48,000円 
◆8名様以上で催行します。 
※参加人数が 8名様に満たなかった場合は再度ご提案となります。 
別途費用(ご旅行代金以外にかかる費用について) 
◆弊社ロシアビザ取得手続代行手数料：5,500円（税込） 
◆ロシアビザセンター手数料：4,500円 
◆ロシア観光査証料実費：4,000円 
◆利用ホテル：ホテルブリッジ等 同等クラスホテル(4 つ星ホテル・2名様 1室利用) 
◆食事回数：朝食 5、昼食０、夕食０ 
◆日本語ガイドと専用車：日本語ガイドが空港⇔ホテル間の往復送迎に同行します。 
２日目・３日目・４日目・5日目は観戦に合わせ、ホテルと会場を１往復します。日本語ガイドは同行します。 

※ソチ空港到着から出発までのパッケージプランのご案内となります。 
モスクワから日本語ガイドが同行いたしますので安心です。また日本入国に必要な PCR検査の予約方法等についてもご案内いたします。 
もちろん今後の新型コロナウィルスの影響でやフライト運航状況によっては日程が変更になる可能性もございます。 
※弊社ご提案のフライト以外でご出発される場合は空港⇔ホテル間の送迎料金が別途かかります。 
 



お申込み受付後、渡航手続書類一式(ご提出が必要な書類のご案内など)をお送りします。 
ロシアへの渡航にはビザが必要となります 
パスポート残存期間：ロシア出国時から 6 ヶ月以上あり、かつ空白査証欄が 2頁以上必要 
 

お申込み前には必ず旅行条件書をあらかじめご確認下さい。 

① 旅行条件書をあらかじめご確認下さい。 
手配旅行約款：https://www.euras.co.jp/zyoukensyo/pdf/tehai.pdf 
渡航手続き代行契約：https://www.euras.co.jp/zyoukensyo/pdf/tokou.pdf 
②ロシアへの渡航にはビザが必要です。下記ご確認下さい。 
パスポート:残存有効期間がロシア出国時から 6 ヶ月以上あり、かつ空白査証欄が 2頁以上必要。 
■手配旅行契約（抜粋） 
当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又
は一般に確立された慣習によります。 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又
は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」と
いいます。）の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行
サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金（変
更手続料金及び取消手続料金を除きます。）をいいます。当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手
配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との
間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当
社所定の旅行業務取扱料金（以下「取扱料金」といいます。）を支払わなければなりません。 
 
■旅行契約の解除 
最少催行人数に達しなかった場合、再度パッケージ料金の再提案をすることがあります。この場合は、出発の 1 か月前までにお知らせします。 
■取消料（観戦パッケージプラン） 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます（お一人様）。 
契約解除の日 取消料 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の 10％ 
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の 20％ 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 10日目に当たる日以降に解除する場合 旅行代金の 30％ 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって５日目にあたる日以降の解除または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

※観戦チケット代につきましては購入後の払い戻しは一切できません。あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。 
※査証（ビザ）取得実費代金、渡航手続手数料は、そのまま申し受けます。 
■パッケージ料金に含 まれるもの（ 一 部 例 示）  
宿泊料金：２人部屋基準 、税 ・ サービス料  
食事代：旅程 に表 記 のもの  
空港⇔ホテル間 の送 迎料 金 ・ ホテル⇔会 場 間往復送迎料金  
日本語 ガイド代  
チップ  
■パッケージ料金に含まれないもの（ 一 部 例 示）  
航空運賃 ・ 空 港 施 設使 用料 、航 空 保 険 料 および保 安料  
旅程以外 に行 動 される場 合 の交 通 費 、宿 泊料 、飲 食 費等  
渡航手続費用：旅券印紙代（新規 に申 請 される場 合 ）  
渡航手続手数料：査証（ ビザ） 取 得  実費 ・ 手 数 料  
超過手荷物料金：規定 の重 量 ・ 大 きさ・ 個 数 を超 える分  
個人的費用：電話 、電 報 、FAX、クリーニング代 、追 加 飲食 費 用  
お一 人 部屋 追加料金（相部屋 の方 がいない場 合 も同 様 ）  
任意 の海 外 旅 行傷害保険料  

https://www.euras.co.jp/zyoukensyo/pdf/tehai.pdf
https://www.euras.co.jp/zyoukensyo/pdf/tokou.pdf

