ロシア軍事体験ツアー ご旅程表
○日程：2018 年 3 月 19 日（月）～3 月 23 日（金）/

3 泊 5 日（機中 1 泊）

○催行予定人数：個人手配・最小人数 2 名様より催行（添乗員なし）／ 団体手配・6～12 名様（添乗員付）

【ご旅程表】
日付
1

訪問都市

訪問地・プログラム

食事

交通手段・ガイド

【出国日】

成田発

【推奨フライト】
（お客様自主手配または弊社手配） 夕食×

航空機

3 月 19 日

モスクワ着

13:10

成田空港第 1 ターミナル発

専用バス

（アエロフロート・便名 SU263）

日本語ガイド

モスクワ着（シェレメチェヴォ空港）

(空港-ホテル送迎)

月曜日
17:35

シェレメチェヴォ空港‐ホテル送迎
現地集合可
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3 月 20 日
火曜日

ホテル
モスクワ近郊

モスクワ泊（3 ツ星クラス）

特殊訓練センター

朝食○

専用バス

07:15

ホテル出発

昼食○

日本語ガイド

08:45

特殊訓練センター・基地到着

夕食○

09:00-11:00
小火器取り扱い講習、実弾射撃訓練（拳銃）
11:00-13:00
障害物走、ラペリング（ロープ降下）訓練
（オリエンテーションと実践）
13:00-14:00
昼食、休憩
14:00-16:30
戦術訓練および*想定訓練（元スペツナズ
隊員との対戦訓練：建物制圧戦）
（※想定
訓練はオプションのため追加代金を頂戴
します）
16:30-17:00

ティータイム、休憩

17:00-19:00
護身術および徒手格闘訓練
（対ナイフ、対拳銃、対ライフル）
19:15

訓練証明書授与、夕食（基地内）

20:30

基地出発、ホテルへ

ホテル

モスクワ泊（3 ツ星クラス）
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3 月 21 日

モスクワ周辺

水曜日

ロシア連邦軍軍事愛国公園“パトリオット”

朝食○

専用バス

08:30

ホテル発

昼食○

日本語ガイド

10:00

テーマパーク・パトリオット到着

夕食×

10:00-11:45
パトリオット内展示物見学（第二次世界大
戦期からの戦車、装甲車両、戦闘機、大陸
間弾道ミサイル等）
12:00-12:45
昼食（パトリオット内パルチザン村にて）
13:00-15:00 Firetag 体験

モスクワ

15:15

パトリオット出発、モスクワ市内へ

16:30

射撃場着*

16:30-18:30
オリエンテーションおよび射撃訓練
（小火器：拳銃、ライフル、マシンガン等）
※射撃場はオプショナルツアーとなります。
（料金現地清算）
ホテル
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3 月 22 日

モスクワ

07:30

木曜日

モスクワ泊（3 ツ星クラス）
ホテル発

朝食○

地下鉄

モスクワ市内観光（地下鉄駅構内、クレム

昼食×

専用バス

リン城壁外、赤の広場、アルバート通り散
策、お土産購入等）
12:30

日本語ガイド
(ホテル-空港送迎)

空港へ向けて市内出発 ・モスクワ市内‐
シェレメチェヴォ空港送迎

航空機

【推奨フライト】
（お客様自主手配または弊社手配）
モスクワ発

16:10

（便名：アエロフロート SU1700）

現地解散可
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【帰国日】
3 月 23 日
金曜日

モスクワ（シェレメチェヴォ空港）発

ウラジオストク

07:40

（乗り継ぎ）

【推奨フライト】
（お客様自主手配または弊社手配）

成田着

13:15

ウラジオストク着

ウラジオストク発
（便名：シベリア航空 S7 565）

14:30
日本との時差：モスクワ‐6 時間

成田着

食事：○印（食事付）／ ×印（食事別・各自）

2

航空機

○ホテル情報（スタンダードルーム）
・宿泊予定 IBIS ホテル キエフスカヤ（3 ツ星）/ Kievskaya str., 2 , MOSCOW, 121059, Russia
・代案 IBIS ホテル パヴェレツカヤ（3 ツ星）/ Shchipok str., 22 Bld. 1, 115054, Russia
または同等クラスのホテル

○ツアーおよびオプション料金
（1）ツアー基本料金（お 1 人様あたり）

個人手配(添乗員なし)2 名 1 室利用
2 名様参加の場合

500,000 円

団体手配(添乗員付)2 名 1 室利用

3 名様参加の場合 4 名様参加の場合 5 名様参加の場合

427,000 円

391,000 円

6‐12 名様参加の場合

369,000 円

390,000 円

※1 名 1 室利用追加代金 27,000 円（@9,000 円×3 泊）
※航空券別途：旅行代金には、日本⇔モスクワ間の国際線航空券代金が含まれておりません。別途手配が必要に
なりますのでご相談下さい。お客様による自主購入も可能です。

（2）オプション料金（お 1 人様あたり）

個人・団体手配
3 月 20 日：想定訓練参加料（用具・装備品・ペイント弾レンタル料込）

30,000 円

3 月 21 日：Firetag 追加マガジン（1 個＠装弾数 30 発）

現地清算

※初回プレイにて 3 マガジン（装弾数 30 発×3 個）が無料で渡されます。

1 マガジン@1,000 ルーブル

3 月 21 日：モスクワ市内射撃場料金

現地清算

※射撃場料金ホームページ参照：http://en.mgssk.ru/price/

左記ホームページ参照

○ツアー申込方法・申し込み締め切り

お手数ですが、電話またはメールにて申し込みの旨ご連絡下さい。
申し込み締め切り：2018 年 2 月 13 日（火）18:00
株式会社 大陸トラベル 営業部 担当：浅野
TEL.：
（03）6222-0580
FAX：（03）6222-0551
E-mail: asano@tairiku-travel.co.jp
/
administrator@tairiku-travel.co.jp
〒104-0033 東京都中央区新川 2 丁目 21 番 10 号 リードシー八丁堀 5 階
【注意事項】
・当ツアーではロシアビザの所持が必要です。当社にて取得代行手続き致します。
・お申し込みに際し、必ず旅行条件書をお受け取り頂き、事前に内容をご確認の上、お申し込み
下さい。
・特殊訓練・想定訓練代金については、お申込み後 2 月 14 日（水）まで、特殊訓練・想定訓練を
除くツアー代金については、2 月 28 日（水）までのご連絡で無料キャンセルが可能です。
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○ツアーのご案内
弊社株式会社大陸トラベル（以下、弊社）は、ロシア専門商社の大陸貿易株式会社（1965
年設立）のグループ会社として 1979 年に設立されました。以来、ロシアおよび CIS 諸国へ
の業務渡航手配のみならず、ロシアの文学、音楽、美術品鑑賞等のテーマ性を重視したツ
アーを実施して参りました。近年では、日本人宇宙飛行士が搭乗するソユーズロケット打
ち上げをバイコヌール基地（カザフスタンにあるロシアの飛び地）で見学するツアー他、
寒いロシアの冬をあえて体験するツアー等、他社にはない特徴を打ち出したツアーを実施
しております。
ロシア軍事体験ツアーは、弊社が現地旅行会社の協力により独自のルートを用いてプロ
グラムを作成し、ツアーにおける実体験を重視した内容に仕上げております。

○ツアーの目的
弊社が提供するロシア軍事体験ツアーの目的は、4 つあります。
1．モスクワ郊外の特殊訓練センターにて元スペツナズ隊員が指導する訓練に参加
2．元スペツナズ隊員との訓練を通してスペツナズの戦術を模擬体験
3．サバイバルゲームのチーム戦術強化、実戦を想定した特殊技術のレベルアップに活用
4．ロシア流サバイバルゲームの決定版 Firetag にて実戦の現実味ある銃撃戦を体験
スペツナズは、その任務の多くで徹底した攻撃重視型の戦術を採用しています。隊員
一人ひとりの身体能力がずば抜けて高いことでも知られており、素手の格闘技といわれ
るサンボや敵を一瞬に制圧するシステマの遣い手でもあります。
弊社が提供するスペツナズ訓練体験プログラムでは、元スペツナズ隊員による模擬訓
練を見学するだけでなく、お客様自身に訓練に参加して頂くことを目的のひとつにして
います。訓練内容による参加は任意ですので、当日のオリエンテーションと元スペツナ
ズ隊員による模範訓練のあとにお客様が参加する訓練を選んで頂けます。
訓練の一押しポイントとしては、元スペツナズ隊員との対戦により建物制圧想定訓練
を体験して頂けます（想定訓練ではペイント弾を使用）。総合的戦闘能力を向上させる
ための障害物走や護身術・徒手格闘訓練、ラペリング訓練（ロープ降下訓練）も用意さ
れています。拳銃の射撃訓練では実弾を使用します。
スペツナズ訓練の翌日には、市街戦を模した専用フィールドでロシア流サバイバルゲ
ームの決定版 Firetag をプレイして頂けます。Firetag の最も大きな特徴は、完全可動
する実銃の AK ライフルを使用することです。空包射撃によるリコイルやマズルジャン
プをコントロールし、実戦の現実味ある銃撃戦を体験して頂けます。また、オプショナ
ルツアーにより、モスクワ市内射撃場で各種小火器による実弾射撃をお楽しみ頂けます。
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○サバイバルゲーム“Firetag”とは
完全可動する実銃の AK ライフルに空砲を装填し、射撃が可能です。銃のハンドガー
ド上部に設置された赤外線発光器から照射された赤外線が装備品に取り付けられた受
光器に当たるとランプが点灯し、命中の判定が分かります。
モデル：AK74M（使用するモデルは異なることがあります）
オリジナル発射メカニズム（ガス圧作動方式）
赤外線発光器設置位置

マガジン総弾数 30 発

フルオート・セミオート射撃

屋内フィールド（軍事テーマパーク・パトリオット）
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