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サンクトペテルブルク
観光開発



日本と

サンクトペテルブルク

日露交流年
2018年5月 – 2019年5月

東京、大阪、札幌において
サンクトペテルブルク観光ポテンシャルの
プレゼン

2019年10月24日東京に
日本初のVisit Petersburgオフィスを
オープン

2020年10月東京において
ロシア連邦交流庁駐日代表が
プロジェクト「もっとロシアを知ろう！」を始動

JATA Tourism Expoに毎年参加



日本庭園

ピョートル大帝名称植物園内の日本庭園

・エクスカーション (夏期 水曜日および休日)

•「桜まつり」開催 (2021年5月)

•「紅葉祭り」開催 (2021年10月)

折り紙や生け花、

伝統音楽、日本料理の

マスターコース



LED

• 72航空会社

• 163運行ルート

• 領空開放（オープンスカイズ）
条約加盟

• ロシア行きの始発駅および/また
は終点駅：ヨーロッパ、米国

• ロシア行きの始発駅および/また
は終点駅：フィンランド、ラトビア、
エストニア

• ロシアの目的地へのマルチモー
ダル交通体系

サンクトペテルブルク－ヘルシンキ

サンクトペテルブルク－モスクワ

移動時間4時間

• 海上クルーズの始発港および/ま
たは終点港（総合的な観光プログ
ラム）

• リバークルーズの始発点および/

または終点（国内観光、インバウ
ンド観光）

• 72時間ビザ免除（クルーズとフェ
リーの乗客、プリンセス・アナスタ
シア号）

• 近隣地域へのマルチモーダ
ル交通体系（北西連邦管区、
ルートM-11沿線地域）

• 近隣国へのマルチモーダル
交通体系：フィンランド、ラトビ
ア、エストニア

サンクトペテルブルクは地理的好条件で、飛行機・自動車・鉄道・船舶などあらゆる交通機関でアクセス可能

交通機関



運航日:

毎日

高速列車

サンクトペテルブルク－ヘルシンキ
サンクトペテルブルク－モスクワ

所要時間：4時間

72時間ビザ免除

クルーズとフェリーの乗客

プリンセス・アナスタシア号

2019年実績
乗客19百万人、+ 5.3％
新規参入国際航空会社+3

新規目的地+14

交通機関
日本－サンクトペテルブルク間

サンクトペテルブルク –

モスクワ –東京

所要時間: 13時間～



ロシア連邦全土*で

電子ビザ使用可能に

52 ヶ国

ELECTRONIC-VISA.KDMID.RU

発行機関：ロシア連邦外務省

審査日数: 4日
最長60日間まで有効
ロシア滞在許可日数:最長16日間

電子ビザ

日本も対象国
*新型コロナウイルスのロシア国内および世界中での流行により現
在は電子ビザ発行停止中



世界に認められた観光ビジネスの中心都市
サンクトペテルブルク

ワールド・トラベル・アワードの

「最も文化的な旅行先」を受賞

（2016年から毎年受賞）

評価されたサンクトペテルブルクの観光ポテンシャル 2020年実績

Russian Business Travel & MICE Award で
オンラインビジネスイベントの開催を高く評価

Russian Event Awards 2020
組織部門、運営部門、イベント部門の3部門で受賞
「観光イベント地域カレンダー賞」部門グランプリ受賞

ナショナルホテルアワード2020
人口100万人以上の部門で 「ホテル事業におけるベス
トシティ賞」を受賞

ホテル事業におけるロシア都市魅力ランキングで2位



長距離鉄道 飛行機 自動車

49% 26% 16% 9%

長距離鉄道 飛行機

2019～2020年に
サンクトペテルブルクを訪れた観光客

ロシア国内からの観光客 5,5
百万人

その他

外国からの観光客

30% 45% 15%

自動車 海上

クルーズ

0%

2019年– 10,4百万人

4,9
百万人

2019年平均旅行費 36 000 rub.

2020年 – 2,9百万人

ロシア国内からの観光客 外国からの観光客2,3
百万人

0,6
百万人

2020年平均旅行費 37 700 rub.

*日本からの渡航者 - 32 956人
観光目的 27 274人

*日本からの渡航者 - 3732人
観光目的 2356人
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2020年にサンクトペテルブルクを訪れた観光客の
渡航目的
滞在期間
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サンクトペテルブルクのホテル

ホテル数 35 客室数 3 406 収容人数 6 974 

ホテル数 126 客室数 13 732 収容人数 25 239

ホテル数 322 客室数 14 689 収容人数 26 534

ホテル数 93 客室数 2 454 収容人数 4 353

ホテル数 30 客室数 513 収容人数 927

ホテル数 526 客室数 10 449 収容人数 29718

合計 1132 合計 45243 合計93 745

星なし

ロシア連邦のデータによると、

サンクトペテルブルクのホテル

ホテル数1132、客室数45000以上



サンクトペテルブルク
ホテル事業開発プログラム

ホテル事業の投資家との相互協力

ホテル企業の誘致のための建物、非住宅基金の敷地・建物の選定、国有地の区画の選定



プロジェクト
「サンクトペテルブルク新規文化観光マップ」

ニコルスキー市場

セブカベル港新オランダ島



エルミタージュ

青銅の騎士ワシリー島の岬

主な
観光名所

イサク聖堂



観光名所

マリインスキー劇場

エカテリーナ宮殿

ペテルゴフ

主な
観光名所



サンクトペテルブルク観光開発委員会の
イベント

季節ごとのイベントで1年を通して楽しめる

吹奏楽フェスティバル 花のフェスティバル ハイブリッドイベント

ファイヤーフェスティバル 光のハイブリッドフェスティバル砕氷船フェスティバル モーターサミット



テーマ別観光

子供向け ウエディング産業観光宗教 文化学習

愛国者向け

特別プロジェクト

ペテルブルクの万華鏡 グルメ オンラインツアー ウインターツアー



サンクトペテルブルクの
グルメツアー

国際人道協力の促進
と文化的ポテンシャル
の開発を目指した

独自のプロジェクト

ユネスコ創造都市ネットワーク

サンクトペテルブルク観光開発委員会は、
「ユネスコ創造都市ネットワーク」のグルメ部門への登録を目指して
申請書類の作成作業を開始



サンクトペテルブルクの
ロシア伝統料理

ペテルブルクの

ロシア料理店

バンシキ
ペトルーシャ
ガチョウと白鳥

ペトロフ・ウォトキン
グサーリ
LA RUSS

コスーリャ
白痴
テレモク

セベリャーニン
COCOCOUTURE  

吹雪
イワンとマリア
チェーホフ
シャリャーピン
パルキン
皇帝

ポドヴォリエ
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ロシアならでは観光ルート

ロシア北西連邦管区の11の地域

s-necklace.ru

Visit-Petersburg.ruのホームページで

ロシア各地のSPBオフィスのパンフレットで

推奨プログラム「観光パスポート」

サンクトペテルブルクは
ロシア観光ルート
「銀のネックレス」の始発点



スポーツ観光

情報サポートと
プロモーションサポート

テーマごとのペーパーパンフレット

サッカーをテーマにしたルート

サンクトペテルブルクのイベントカレンダーに

スポーツイベント枠を設置

VISIT PETERSBURGのホームページ等で
スポーツイベントの情報を発信



サッカー
欧州リーグ 2020 (2021)

大会スケジュール

2021年5月

サンクトペテルブルクをロシア連邦の都市で欧州
リーグの開催都市として宣伝するイベントが開催

2021年6月12・16・21日、7月2日

サンクトペテルブルクでの欧州リーグ開催期間中、
勝利公園でインタラクティブイベントを開催



サッカー
欧州リーグ 2020 (2021)

インタラクティブ イベント

UEFA EURO2020の公式ロゴマークとサンクトペテルブル
クのメタブランドが付いた移動販売車を勝利公園に設置

市街飾りつけ

UEFA EURO2020 のアートオブジェクトと合わせて、2.9

メートルのロシアチームの得点数が出る丸いオブジェを設
置予定。



サンクトペテルブルクの
ビジネスツアー

CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL PLANETARIUM SOCIETY IPS国際プラネタリウム会議
EUROPEAN CONFERENCE ON SOLID-STATE TRANSDUCER EUROSENSORS固体変換に関する欧州会議
INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS ICM国際数学者会議
WORLD ENERGY COUNCIL WEC世界エネルギー会議
CUMULUSデザイン・メディア・芸術系大学国際協会会議（2020年から開催年変更）
MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR NEUROCHEMISTRY ESN欧州神経学学会欧州会議（2020年から開催年変更）

2021

2022

WORLD CONGRESS ON PROJECT MANAGEMENT IPMAプロジェクト管理交際協会の世界大会
GLEX 国際宇宙探査会議国際宇宙学会
WORLD CONGRESS OF THE WORLD SOCIETY OF CARDIOTHORACIC SURGEONS»WSCTS心臓血管外科学会世界大会
国際合成ゴム製造業者協会（IISRP）第62回総会
Speech and Computer SPECOM国際会議



持続可能な開発の原則に従って運営されている
企業向けの景気刺激策と優遇措置

持続可能な開発
のための戦略

社会的に重要なプロジェクトにおける
NGOとの協力の新しい方向性

効果的な情報システム、
パートナー団体へのコンサルティング
「グリーン活動」のための産業

持続可能な開発

サンクトペテルブルクのビジネスツアー

GDSランキング

主なデータ

41 %

2018

45 %
2020

「会議・展示会運営局の
活動」の基準では

26%

2018

53 %
2020

2022年までに

2019年
サンクトペテルブルクにおける会
議・展示会業界の持続可能な開発
を目指す第一戦略

規制の枠組み：
国連の持続可能な開発目標と、
2035年までのサンクトペテルブル
ク社会経済開発戦略



#visitpetersburg VISIT PETERSBURG

都市観光公式ポータルモバイルアプリ

ソーシャルネットワークc



世界観光機関UNWTOの協力による
サンクトペテルブルク観光事業
国際コンピテンシーセンター

目的 –観光業界における学術教育機関の協力関係発展と

人材ポテンシャルの向上

参加団体: 展示会・会議業界の団体、サンクトペテルブルクのホ

テル・観光業界の団体、サービス業界の団体。ロシア国内外の
業界専門家。



今後の積極的な観光業発展への
起点

本プログラムの実施は、国内外の観光市場におけるサンクトペテルブルクのマーケティングプロモーショ
ンに不可欠なもの
プロモーションツール：
マスコミ、観光情報誌、プレゼンテーション、ロードショー、SNS

ホテルサービス

会議・展示会サービス

療養所・スパ施設

ツアーオペレーター・観光代理店・

エクスカーション運営組織

プログラム「ペテルブルクのホスピタリティー」の実施

サンクトペテルブルクは、「ペテルブルクのホスピタリティー」という
プログラムの枠内で安全で快適な滞在の提供を目的とした «Safe
Travels»にロシアで初めて加盟

観光および関連業界でサービスを提供する組織の活動に対する
安全基準が策定され、ロシア消費監督庁と合意



プログラム「SAFE TRAVELS」参加者
SP

宿泊施設:

618

飲食店: 

68

ツアーオペレーター
と旅行代理店:

821

療養所・スパ施設:

23

観光案内所:

8

内陸水路旅客輸送:

6
ショッピングセンター

およびその他小売業者:

4

美術館博物館: 17

劇場: 2

展示会・会議

会場: 85
健康スポーツ組織:

1



ホスピタリティー業界の主な情報メディア

座席用

ステッカー

床用ステッカー 情報バナー

パートナー企業用ポスターポスター



ご清聴ありがとうございました


