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東京本社 大阪営業所
〒106-0044東京都港区東麻布1-26-8 〒550-0005大阪市西区西本町1-11-7
TEL：03-5562-3381　/　FAX：03-5562-3380 TEL：06-6531-7416　/　FAX：06-6531-7437

ホテル料金表
2014年1月1日～12月31日

EURASTOURS, INC.

≪表示料金及び有効期限≫

○有効期限：2014年1月1日から2014年12月31日までの宿泊（一部途中まで）。

○表示料金：日本円。(2014年5月2日現在）

○表示の日付はすべてチェックインベースです。

○表示料金に含まれるもの：
  　1)すべてバスまたはシャワー付のスタンダードルームの室料です。
  　2)特に明記した場合を除き、料金には税・サービス料が含まれています。

○表示料金に含まれないもの：
  　1)予約通信手配料   1都市1件につき   2,100円。
      （ホテルとあわせて航空券のご依頼がない場合は1都市1件につき　3,150円）
　  　 ビザサポート料　　1手配先1件につき 3,150円。
　   　その他、渡航手続きに要する費用。
  　2)ホテルにおけるポーター代、電話料、飲食代、ルームサービス、
 　 　チップその他個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料は含まれません。
　  3）外国人登録手数料はチェックイン時にホテルでお支払ください。

○表示の料金は為替相場の急激な変動、ホテル側の都合により予告なく変更される場合
があります。ただし、すでに予約済みの料金は変更されません。

株式会社ユーラスツアーズ



【ホテル料金表】 ウラジオストク ～No.1～ 2014年1月01日～12月31日

ホテル名 部屋タイプ シングル ツイン

朝食
(おひとりに

つき)

¥25,800 ¥29,100

¥27,100 ¥30,500

¥31,200 ¥33,900

¥27,800 ¥31,200

¥31,200 ¥33,900

¥21,000 ¥27,100

¥22,400 ¥28,500

¥28,500 ¥34,500

¥17,300 ¥23,800

¥18,000 ¥25,200

¥15,100 ¥17,300

on request on request

ECONOMY TWN
SGL-use/TWN-
use
(EAST)

on request on request

4階
SUPERIOR DBL/
SGL-use/
TWN-use
(formerly
Business DBL)
(EAST)

on request on request

¥18,000 ¥18,700

¥18,700 ¥19,500

¥19,900 ¥20,900

¥20,900 ¥21,600

on request on request

on request on request

on request on request

3/01-3/31

4/01-6/30

7/01-8/24,10/11-12/31
2015/1/01-2/28

4/01-5/31

○

4/01～12/31

4/01～未定

66室。1964年開業。最近改装し
たばかりの清潔感のある評判の良
いﾎホテル。ビジネスセンター、
フィットネスクラブもある。中心
地に近い。

ECONOMY　TWN
SGL/TWN
(EAST)

備考

5/01-10/31

ヒュンダイ
HYUNDAI　4☆

STANDARD SGL
/TWN
(EAST)

ウラジオストク　VLADIVOSTOK

○

155室。韓国現代（ヒュンダイ）
グループﾟ経営、ウラジオストク
内では最高級のホテル。ビジネス
センター、美容室など、施設が
整っている。日本円からのルーブ
ルへの両替も可能。ウラジオスト
ク駅から北東へ徒歩約15分。

ベルサイユ
VERSAILLES　4☆

SGL/TWN
(EAST)

42室。市の中心地にある。ホテ
ル内は静かで落ち着いた雰囲気。
ビジネスセンターもある。ウラジ
オストク駅から徒歩約10
分。

ウラジオストク　3☆
VLADIVOSTOK

4/01-4/30,11/01-12/31

プリモーリエ
PRIMORYE　2☆

SGL-ECONOMY
TWN-ECONOMY
(EAST)

130室。市内中心部から500m、
ウラジオストク駅から1km。美容
室、ビジネスセンター、ギフト

ショップあり。

1/01-2/28

○

○

3/01-5/31,10/01-12/31

6/01-9/30

○

1/01-2/28

エクアートル　2☆
EQUATOR

8/25-10/10

3/01-3/31

¥2,200

期間

1/01-3/31

改修中　2014/1月～

ガヴァニ
GAVAN　3☆

ECONOMY
SGL/TWN
(EAST)

1/01-2/28

405室。1975年開業。部屋数が
多いので団体客の利用が多い。旧
ソ連時代の建物のため、水周りの
設備が古く、ﾊﾞｽﾀﾌﾞはなくシャ
ワーオンリー。中心地に近いが、
料金重視の方向け。
ホテルチェーン"アジムット”傘
下のホテル。

＊注＊4階部分はかつては「ヴィ
ジット・ウラジオストク」として
別経営だったが、現在はウラジオ
ストクホテルの一部として経営は
統一されている。他階よりも設備
が良く、より清潔感がある。バス
タブ付とシャワーオンリーの部屋
あり。全室ダブルルーム（1ベッ
ド）。

6/01-12/31

改修中　2014/1月～

1/01-3/31

アクフェス・セイヨー
ACFES-SEIYO　3☆

SGL/TWN-A
(EAST)

1/01-3/31
35室。1993年開業。元日露合弁
ホテル。各部屋にバスタブあり。
ウラジオストク中心部から7㎞離
れているため、個人旅行には不向
き。フタラーヤ・レーチカ駅付近
にある。

○

65室。シコト半島に位置する
1993年開業のホテル。市内中心
地より車で約10分。ウラジオス
トク駅から約3km。個人旅行には
やや不向き。

 2014/1/16作成
※料金は予告なく変更されることがあります.

株式会社ユーラスツアーズ 大阪営業所
TEL：06-6531-7416 FAX：06-6531-7437



【ホテル料金表】 ウラジオストク ～No.2～ 2014年1月01日～12月31日

¥13,700 ¥15,900

¥15,900 ¥17,300

¥17,300 ¥19,500

¥15,100 ¥16,600

¥16,600 ¥22,300

¥18,000 ¥22,300

¥18,000 ¥22,300

¥19,500 ¥23,800

¥19,500 ¥25,900

¥23,800 ¥28,100

¥19,500 ¥23,800

¥17,300 ¥23,800

¥16,600 ¥18,000

¥17,300 ¥18,700

¥18,700 ¥20,200

¥18,000 ¥18,700

¥16,600 ¥18,000

¥15,100 ¥29,500

¥16,600 ¥31,700

¥15,900 ¥19,500

¥17,300 ¥20,900

¥18,000 ¥21,600

○

全140室。客室の内装はエレガン
トで、薄型テレビ、ホットドリン
クメーカー、バスルーム、無料の
Wi-Fiが備わっている。
客船ターミナルおよび鉄道駅から
は金角湾を挟んだ対岸にある半島
に位置している。金角湾横断橋を
渡って約1km。

4/01-5/31,11/01-12/31

6/01-7/31

2/01-3/31

4/01-10/31

○

ウラジオストク市内中心部に位置
する評判の良いホテル。全84
室。パクロフスキー公園から東に
約500m、客船ターミナルおよび
鉄道駅から約3km。
ホテル全館で無料のWi-Fiを利用
でき、客室にはテレビ、冷蔵庫、
デスク、バスルーム（シャワー
キャビン）、ティーポット、が備
わっている。

＊2010年末にオープンした新し
く清潔感のあるホテル。全87
室。客船ターミナルおよび鉄道駅
（市内中心部）から約400mの便
利な立地。
モダンな客室、レストラン、サウ
ナ、無料のWi-Fiを提供してお
り。客室にはケーブルテレビ、冷
蔵庫、ワークデスク、バスルーム
が備わっている。

3/01-3/31

ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ　2☆
MERIDIAN

STANDARD
SGL/TWN

1/01-3/31

4/01-12/31

7/01-9/30

2/01-2/28

ジムチュージナ　2☆
ZHEMCHUZHINA

ECONMY　TWN/
SGL-use/TWN-
use

1/01-1/31

11/01-12/19

12/20-12/31

○

4/01-5/31,10/01-10/31

4/01-6/30,10/01-10/31

アバンタ　2☆
AVANTA

STANDARD
TWN
SGL-use/TWN-
use

1/01-1/31

8/01-9/30

11/01-11/30

12/01-12/31

○

¥1,800

SGL/TWN
BREAKFAST
CONTINENTAL
(EAST)

27室。ウラジオストク空港ター
ミナルB（旧メインターミナル）
から100mの立地。ターミナルＡ
（現メインターミナル）からは車
で約10分。トランジットに便
利。ウラジオストク市内から車で
40分(50km)。

空港ちかくのホテル（ウラジオストク）

ベニス
VENICE　3☆

6/01-10/31

1/01-3/31

215室。1988年開業、2006年改
装。市内中心部から1km、ウラジ
オストク駅から1kmのブールヌィ
岬近くに立つホテル。ウラジオス
トクホテルと同様、ホテルチェー
ン"アジムット"傘下。

ECONOMY TWN/
SGL-use/TWN-
use
(EAST)

アムールスキー・ザリフ　2☆
AMURSKY ZALIV

11/01-12/31

1/01-3/31

 2014/1/16作成
※料金は予告なく変更されることがあります.

株式会社ユーラスツアーズ 大阪営業所
TEL：06-6531-7416 FAX：06-6531-7437


