
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロシアのフィギュア・スター

が日本のフィギュアスケー

トを愛する皆さまに贈る 

一大プロジェクト！ 

10/15㊊ ☛締切： 

元フィギｭアスケート選手 ユリヤ＝リプニツカヤ、 

マクシム＝ミロシキン、エレナ＝ 

イリニフが講師として直接レッスン！ 

 直接レッスン！会食付！ 

直接レッスン！ 

EU JAPAN SPORTS 企画 

 EU JAPAN SPORTS : 中学生高校生世代の国際サッカー交流や 

プロのサッカー選手の移籍交渉などを手掛ける一般社団法人 

企画  

一般社団法人 EU JAPAN SPORTS 

180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-28-7-301 

お問い合わせ先：saigusa@eujapan.jp 

☛期間： 

360,000 円（燃油代・諸税別） ☛料金： 

ここがツアーのポイント！ 

 
◉世界最高峰の元スケーター選手によるレッスン  

☛3 日間連続のレッスンが受けられます。（初心者歓迎！） 

☛通訳も付くので、十分にレッスン内容を理解できます。 

☛オプションでプライベートレッスンもご用意 

(中・上級・プロ志望の方向け。別料金) 

☛最後の夜は講師達と会食・記念撮影。記念品も 

◉  現地に精通したガイドがモスクワ市内をご案内  

☛モスクワの政治経済・文化の中心、クレムリン 

☛世界最大のロシア美術専門のトレチャコフ美術館 

☛540 メートルの高さを誇るオスタンキノ・テレビ塔 

☛フィギアスケート用品・ロシア土産のショッピング時間も 

企画 

11/29㊍～12/4㊋ 6日間 

 
以下すべて 

含まれます 

アカデミー・オブ・ 
チャンピオンズ 

レッスン体験ツアー 

 

IN モスクワ 

【アカデミー・オブ・チャンピオンズ】とは？ 

ユリア・リプニツカヤ、エレーナ・イリニフ、マキシム・ミロシキン

らが主催するフィギュアスケート・アカデミー。 

未来のフィギアスケーター養成を目指し、2018 年 2 月から活動を開

始している。 



 

旅行日程  2018 年 11 月 29 日㊍～12 月 4 日㊋  6 日間  ▸以下は旅行費用とは別料金となります  

旅行代金  360,000 円  ※子ども料金の設定はありません  燃油代・諸税  32,250 円  

実施人数  40 名様（最低実施人数 10 名様）  
ビザ取得手数料  

ビザ申請料金 (実費 ) 

5,400 円  

4,000 円  

発  着  地  成田空港（午前 10:45 頃集合予定）  一人部屋追加料金  15,000 円  

▸利用予定航空会社：アエロフロート・ロシア航空  ※日本国内線特別代金設定はありません。 

▸利用予定のホテル：コスモスホテル（モスクワ） 

▸食事回数：朝食 4 回、昼食 3 回、夕食 3 回（機内食は回数に含んでいません）▸添乗員：同行します 

スケジュール  あ◉アカデミー講師陣プロフィール         

▸ユリヤ・リプニツカヤ  
1998 年 6 月 5 日ロシア・エカテリ

ンブルグ生まれ   

4 歳からスケートを始め、10 歳で拠

点をモスクワに移す。ソチオリンピ

ックでは団体戦で SP・FP ともに出

場。金メダルの獲得に大きく貢献

し、冬季オリンピック史上最年少の金メダリスト  

となった。  

2014 年ソチ冬季オリンピック  団体金メダル   

2014 年さいたま世界選手権  シングル銀メダル   

2014 年ブタペスト欧州選手権  シング

ル金メダル   

2013 年福岡グランプリファイナル  

シングル銀メダル 

▸イリニフ・エレーナ  

：1998 年 6 月 5 日ロシア・エカテ

リンブルグ生まれ   

4 歳からスケートを始め、10 歳で

拠点をモスクワに移す。ソチオリ

ンピックでは団体戦で SP・FP と

もに出場。金メダルの獲得に大きく貢献し、冬季  

オリンピック史上最年少の金メダリストとなった。  

2014 年ソチ冬季オリンピック  団体金メダル   

アイスダンス銅メダル   

2014 年ブタペスト欧州選手権アイスダンス銀メダル   

2013 年ザグレブ欧州選手権  アイスダンス銀メダル   

2010 年ハーグ世界ジュニア選手権  アイスダンス金ﾒﾀﾞﾙ 

▸マキシム・ミロシキン  

1994 年 5 月 22 日  

ロシア・エカテリンブルグ生まれ   

幼少のころから才能を認められ、ジュ

ニアグランプリファイナル金メダル

獲得など、ジュニア選手権で数多くの

戦績を残す。怪我を乗り越えて、現在

はアカデミーにコーチとして参加。  

2015 年タリン世界ジュニア選手権  ペア銅メダル   

2012 年ソチジュニアグランプリファイナル   

ペア金メダル   

2012 年インスブルック・ユースオリンピック  

ペア金べダル   

 

①  

11/29 

㊍  

13:10 成田発空路 SU-265 便にてモスクワへ  

17:35 モスクワ着  

 モスクワ泊  -✈✈ 

②  

11/30 

㊎  

午前：モスクワ市内観光  ●クレムリン＝モスクワの政治経済・文

化の中心  ●聖ワシーリー寺院＝「たまねぎ教会」として有名  

  ◎赤の広場＝ロシアで最も美しいと言われる広場  

午後：市内スケートリンクにて、ユリヤ・リプニツカヤら講師が直

接フィギュアスケートレッスンを致します。  

 (1 時間半～2 時間程度 ) 

ご希望の方にはプライベートレッスンもお受けいただけます。  

（オプション：3 日間 70,000 円 /3 名以上で実施）  

 モスクワ泊  🍴🍴🍴 

③  

12/1 

㊏  

午前：モスクワ市内観光  ●トレチャコフ美術館＝ロシア美術で有

名。イコン画、アイヴァゾフスキー・レーピン等  ◎モスクワ大学

＝スターリン建築様式で有名  ◎雀が丘展望台でモスクワを一望  

午後：市内スケートリンクにて、ユリヤ・リプニツカヤら講師が直

接フィギュアスケートレッスンを致します。  

 (1 時間半～2 時間程度 ) 

 モスクワ泊  🍴🍴🍴 

④  

12/2 

㊐  

午前：モスクワ市内観光  ●土産市場「ヴェルニサーシュ」＝ロ

シアの工芸品などのショッピングをお楽しみいただけます  

午後：市内スケートリンクにて、ユリヤ・リプニツカヤら講師が直

接フィギュアスケートレッスンを致します。  

 (1 時間半～2 時間程度 ) 

夕刻：市内レストランにて講師達と会食。  

元選手達との記念撮影もお楽しみ頂けます  

 モスクワ泊  🍴―🍴 

⑤  

12/3 

㊊  

午前：モスクワ市内観光  ●オスタンキノ・テレビ塔＝ロシアで

最も高いテレビ塔。◎スケート用品ショップにてショッピング  

20:00 モスクワ発 SU-260 便にて帰国の途へ  

  機中泊  🍴 🍴✈ 

⑥  

12/4 

㊋  

11:40 成田着  

着後：解散  

  ✈――  

▸日程中の表記＝●入場見学､◎ -＝自由食､✈＝機内食  

ツアー参加・レッスン受講についての規定  

①参加可能：小学生以上の心身ともに健康な方のみご参加いただけます  

②同伴者：小学生～高校生までは必ず保護者同伴でお申込ください  

③同意書：20 歳未満でお 1 人参加の場合は、保護者同意書の提出が必要です。  

④保険：海外旅行傷害保険に必ず加入の上ご参加ください。  

別途ご自身で加入される場合は必ず保険証書をご準備ください。  

（ご出発前にコピーの提出をお願いします）  

レッスンを受けるにあたって、スケート靴など必要な用品は事前にご準備ください。  

レッスンについてのお問合せ先：EU JAPAN SPORTS：  saigusa@eujapan.jp 

問合せ 

送付先 

東京都知事登録旅行業  第 3-6973 号  日本旅行業協会正会員  株式会社ユーラストラベル   【企画・実施】  

ユーラスツアーズ  ☎ :03-6453-6632 FAX:03-6453-6630 
観光庁長官登録旅行業第１９０６号  JATA 正会員  

株式会社タビーズ  
〒108-0014 東京都港区芝 5-13-18 いちご三田ビル 9F  
http://www.euras.co.jp ※アカデミー  元選手の写真は全てアカデミー側より提供  

アカデミー・オブ・チャンピオンズ フィギアスケートレッスン体験ツアー  IN モスクワ 

mailto:saigusa@eujapan.jp

