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日本からロシアへの旅行市場が好調だ。昨年の訪露ビザの緩和をきっかけに、
今年のサッカー・ワールドカップ（W杯）や「ロシアにおける日本年」開催が市場を活性化。
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連の旅行・航空関連事業を行うジャパ
ン・エア・トラベル・マーケティング
（JATM）の羽田ダッシュ社長は、11
月に都内で開催されたロシア旅行セミ
ナーで「18年もロシアは好調で、当社
の取扱人数は1万人を初めて超え、航
空券の発券も2万3000以上となり、売
上高は20億円を超えた」と説明。業績
好調をアピールした。
25年以上にわたり日露間の旅行手配
を手掛けるインツーリスト・ジャパンも、
W 杯の開催期間を中心にロシア旅行の
各種問い合わせやビザ業務などで多忙
を極め、大会期間の前後も行政機関な
サッカー W 杯で一躍有名となったタタールスタン共和国。世界遺産のボルガル遺跡など観光素材も豊富
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