
テーマ

 
サンクトペテルブルグの観光発展戦略

• １：サンクトペテルブルグの魅力とポテンシャルについて

• ２：観光客の増大に向けた改善点、要望について

• SPBの魅力
• A) “歴史と文化の都”として観光資源を有している。
• エルミタージュ美術館、ロシア美術館など

• マリンスキー劇場

 

バレエ演目など

 

他にも多く紹介するものがある。

• B) サンクト市内のみだけでなく

 

ノブゴロド、プスコフ、カレリア地方など

• 著名な音楽家、作家、画家などのゆかりの地、生誕地、作品

• の舞台になった場所。

 

それらは豊かな自然にめぐまれた場所。

• C) テーマツアー

 

プーシキンツアー

 

お客(参加者）の声を紹介。
• プーシキンスキエゴールイは「ロシアの原風景が色濃く残っている」

• 素晴らしい自然の中です。その場に留まっていたい気持ちになった。

• 彼のお墓の前で参加メンバーと詩を朗読、捧げたのは鮮烈な思い出。



観光客の増大に向けた改善点、要望について

• A) 夏場時期のホテル

 

客室不足、価格帯

 

１５０Euro 以内
• 予算枠で旅費調整要。

• B) 道路事情

 

平日は交通渋滞により、移動時間を考慮し、見学場所

• Program を入れすぎないような工夫が必要。

• C) 迅速な回答
• サンクトのみでロシアへ行きたいという需要が増えており、

• トランスアエロ航空の就航は

 

Timely です。
• SPB の

 

Tour operator との協力関係を強化してまいりたい。
• リクエストに対する迅速な回答を求めます。

• 同日、遅くとも翌日までに何らかのReply を発信する。



Strategic policy for Tourism development in SPB city n Region

• １：

 

SPB Tourism resources and potentility

• SPB attractive points

• A) The old capital of History & Culture   many tourism resources exiting
• The Helmitage museum, Russia museum
• The Marinsky Teatre to see Ballets , operas
• B) Ancient capital of Novgorod,  Puskov, Karelia regions
• These places are related with great writters, composers, painters etc.,
• They used to spend to create their works with beautiful natures
• C)  Introduction of  participated clients impressions of  “Pushkin Tour”
• in Pushikinskiegorui, So-called Russian Authentic scenary remaining
• One of them saying , just stay there for a while also several members
• saying his poems by heart..this is unforgettablr memory



Improvement for increasing tourists from Japan

• A) Lack of rooms during summer period and pricing less than 150euro

• B) Trafic jam
• must make itinerary Not too many sightseeing spots
• considering while taking time from one place to another place

• C) Quick responses are required

• there are increasing demands of visiting  SPB only even in Russia
• TransAero airlines have been operating timely
• And  necessary to corporate more with tour operators in SPB

• Business is speed…require to send the reply within same at least
• up-to next day
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