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取引先ロシア企業の訪日旅行のお手伝いをします！
ジェーアイシー旅行センターでは、ロシア、ウクライナ、カザフなど旧ソ連諸国からの訪日旅行、
ビジネス視察の手配を行っております。
訪日観光旅行は旅行社間取引が中心ですが、日本の企業や団体から直接依頼されて、ビザサポートやホテル予約、
通訳ガイドの手配などもやっております。取引先のロシア企業の代表を商談や慰労のために日本に招待される場合、是非
お手伝いさせてください。ビザの書類作りなど結構面倒です。観光ビザでよろしければ弊社で引き受けます。
商談や関係先訪問などは別として、観光部分まで社員の方がアテンドされるのは大変です。
観光などの部分的な手配だけでもお役に立つことができます。
また、モスクワで日本大使館へのビザ申請取得も代行させていただきます。

＜ビザ手続き＞
日本ビザは大使館に申請後４労働日で取得できますが、準備期間を含めて通常 2 週間かかります。
緊急の案件であれば最短 1 週間でビザを取得することができます。
手続きには来日される方の個人データや訪日中の日程が必要です。
（下記参照）
＜航空機の手配＞
日本航空（JL）
、ロシア航空（SU）など、モスクワ発航空機の予約・手配もいたします。
＜日本国内の手配＞
ホテルの予約、黒塗りリムジンから大型バスまで専用車の手配、ロシア語通訳ガイド、観光プログラムの手配など、何で
もご用命に応じます。
国内ホテルは、超高級 5 つ星ホテルからビジネスホテルまで、インバウンド料金(訪日外国人料金)でかなり安く予約･手配
が可能です。見積り依頼を含めて、何でもお気軽にお問合せください。
弊社インバウンド部ではロシア人スタッフ 1 名を含む 4 名の経験豊富なスタッフと、
関東圏 20 名、関西圏 10 名以上の通訳ガイドグループがお客様のお世話に当たっております。
●弊社インバウンド部の実績；以下のグループのほか、多数の視察グループの受入を行ないました。
２００２年

ワールドカップ観戦団(120 名)

２００３年

世界ガス会議(15 名)、木材関係視察(15 名)、公証人訪日団(20 名)、生け花関係(35 名)

２００４年

ペテルブルグ市・大阪市姉妹都市 25 周年記念訪日団(50 名)、ウラル地方建設企業視察グループ（45 名）
、

２００５年

愛知万博（5 グループ/150 名）
、農業視察団（12 名）

２００６年

橋梁視察団（34 名）
、弁理士グループ（15 名）

２００７年

建築視察団(4 グループ/160 名）
、自治体交流団(15 名）
、不動産視察(14 名）
、日本食レストラン視察(16 名)

２００８年

建築視察団（4 グループ/110 名）
、エネルギー関係（3 グループ/30 名）
、銀行関係（36 名）

２００９年

横浜博民族舞踊団（30 名）
、企業視察・インセンティブ（2 本/48 名）

２０１０年

企業視察・インセンティブ（4 本/92 名）
、橋梁視察団(22 名)、鉄道省視察団(2 本/22 人)

２０１１年

企業視察・インセンティブ（9/119 名）

２０１２年

学会フォーラム・インセンティブ（3 本/59 名）ペテルブルグ GW グループ（26 名）
、F1 グループ（35 名）
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＜補足資料＞
●ビザ取得に必要なデータ：名字・名前 （英語・海外渡航用のパスポートに表記してある通り）
1. 国籍
7. 電話番号
2. 生年月日
8. 会社名 （英語表記）
3. パスポート番号
9. 会社住所
4. パスポート有効期限
10. 会社電話番号
5. フライトデータ（便名、到着時間、出発時間）
11. 役職 （英語表記）
6. 現住所
12. 日本滞在中のホテル名

＜具体例＞
要望 1：1 名様 日本滞在 6 泊 7 日
4 星ホテル、ビザ、ホテル⇔成田空港の送迎車（アシスタントなし）が必要
ホテル代 （グランドプリンスホテル新高輪） シングル朝食付

18700 円

x1 部屋 x6 泊

=112200 円

ビザ申請書類作成・申請代行料

15000 円

x1 名様分

= 15000 円

送迎車（黒塗りハイヤー（ゼロクラウン・フーガクラス）
）

34700 円

x2 回

= 69400 円

（空港、ホテルロビーで運転手がお出迎えします）
合計

196600 円

＋1 名様分 飛行機代

要望 2：４名様 日本滞在４泊５日
3 星ホテルとビザが必要
ホテル代 （品川プリンスホテル メインタワー指定） シングル朝食付

16700 円

x4 部屋 x4 泊

=267200 円

ビザ申請書類作成・申請代行料

15000 円

x4 名様分

= 60000 円

合計

327200 円
＋4 名様分 飛行機代

要望 3：２名様 日本滞在３泊４日
4-5 星ホテル、ビザ、ホテル⇔成田空港の送迎車とアシスタント、１日東京観光が必要
ホテル代 （ニューオータニ ガーデンタワー指定） ツイン/ダブル朝食付
ビザ申請書類作成・申請代行料

29200 円

x1 部屋 x3 泊

8000 円 x2 名様分

=87600 円
=16000 円

*ガイド付き観光お申し込みの場合、ビザ書類作成・申請代行料をお一人様当り 15000 円⇒8000 円に割引いたします！

送迎車（黒塗りハイヤー（ゼロクラウン・フーガクラス）
）

34700 円

x2 回

=69400 円

アシスタントガイド

20000 円

x2 回

=40000 円

98000 円

x1 回

=98000 円

東京観光（10:00-18:00 / 皇居、浅草寺、都庁、銀座、秋葉原）
（含まれるもの：ガイド、上述クラスハイヤー、昼食）

合計

311000 円

＋2 名分様 飛行機代

＜お問い合わせ先＞
◆東京本社
〒160-0004 新宿区四谷2-14-8 YPCビル7F ジェーアイシー旅行センター
Tel. 03-3355-7297 FAX.03-3355-7289 inbound@jic-web.co.jp

