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≪2018 年 7 月（通算 263 回）月例会報告≫ 
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セネガル料理を食べながら聞く 

FIFA ワールドカップロシア大会報告 

―ホットな現地の様子を生き生きと― 

 

徳田 仁（観戦ツアー主催者の立場から） 

守屋俊秀（観戦ツアー参加者の立場から） 

笹原 勉（きままな旅行者の立場から） 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

【日 時】2018 年 7 月 26 日（木）19：00～21：30 

【会 場】セネガル料理屋「Cafe Bar Blue Baobab」（港区麻布台 2-2-12 三貴ビル 2F） 

日比谷線神谷町駅より徒歩６分／大江戸線赤羽橋駅より徒歩６分／日比谷線六本木駅から徒歩 15 分 

【テーマ】セネガル料理を食べながら聞く FIFA ワールドカップロシア大会報告 

      ―ホットな現地の様子を生き生きと― 

【演 者】徳田 仁（観戦ツアー主催者の立場から） 

     守屋俊秀（観戦ツアー参加者の立場から） 

     笹原 勉（きままな旅行者の立場から） 

【参加者（会員・メンバー）15 名】 

今廣佳郎（会社員） 、奥山純一（フットリンク運営者）、金子正彦（会社員）、岸卓巨（日本スポーツ

振興センター）、 木村康子（フリーライター）、齊藤宣彰（会社役員）、笹原勉（日揮(株)） 、白井久

明（弁護士）、竹中茂雄（東海道品川宿 FC）、田中理恵（会社員）、張寿山（明治大学）、徳田仁（株式

会社セリエ）、中塚義実（筑波大学附属高校）、守屋俊秀（世田谷区サッカー協会） 、吉原尊男 

【参加者（未会員）15 名】 

稲富健（会社員）、上田美亜（NPO法人 Alazi Dream Project ）、神谷隼人（オフィス神谷）、 

国島栄市（ビバ！サッカー研究会）、 笹原佐永子、鈴木崇正（会社員）、藤田実樹（順天堂大学）、 

守屋佐栄、 凌竜也（会社員）、他 6 名 

注）参加者は所属や肩書を離れた個人の責任でこの会に参加しています。括弧内の肩書きはあく

までもコミュニケーションを促進するため便宜的に書き記したものであり、参加者の立場を規

定するものではありません（ご本人の了解が得られた範囲で公開しています） 

【報告書作成者】徳田仁、守屋俊秀、笹原勉 
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【スケジュール】 

19:00 参加者受付（ドリンクスタート） 

19:00～19:10 イベントの趣旨説明 

19:10～19:20 参加者一言自己紹介 

19:20～19:45 FIFA ワールドカップロシア大会報告①（徳田氏： 観戦ツアー主催者（株式会社セリエ代 

表取締役））  

19:45～20:10 FIFA ワールドカップロシア大会報告②（守屋氏：観戦ツアーに参加） 

20:10～20:20 フードスタート（セネガル料理の紹介） 

20:20～20:45 FIFA ワールドカップロシア大会報告③（笹原氏：個人で手配し、きままに旅行） 

20:45～    セネガル料理で懇親会！（21:30 で中締め） 

 

【目次】 

 1．FIFA ワールドカップロシア大会報告①徳田仁： 観戦ツアー主催者（株式会社セリエ代表取締役） 

 2．FIFA ワールドカップロシア大会報告②守屋俊英：観戦ツアーに参加 

 3．FIFA ワールドカップロシア大会報告③笹原勉：個人で手配し、きままに旅行 



FIFA ワールドカップ ロシア 2018 報告 

お題：観戦ツアー主催者の立場から 

 

写真はエカテリンブルグ（6/24 日本 vs セネガル）の参加者です。（約 200 名） 

 

ツアーの概要 

（1）立ち上げから本番まで 

12 月 1 日の抽選直後に企画をスタート～本来は 1 月に下見したかったが極寒のため難しく、3 月にようやく 1 回目の下見～3 月末

から募集開始、同時にホテル・航空券・移動等の調整～5 月に 2 回目（最終）の下見～6 月本番スタート。 

下見した 3 月と 5 月で気温が全く違ったので驚いた。3 月はどこの都市もマイナス気温（0℃～－10℃）、5 月は西ヨーロッパ並みの

気候でヴォルゴグラードはすでに暑かった（35℃）この時、ヴォルゴグラードは何かおかしいと感じた。 

【参加者数】 

日本戦の参加者数は、サランスク：約 140 名、エカテリンブルグ：約 200 名、ヴォルゴグラード：約 180 名、ロストフ：約 20 名だっ

た。3 戦目を終えてから R16 を見るために日程を延長した方は 1 名のみ。（復路の航空券を捨てて、新たに観戦チケット、ホテル、帰

りの航空券を買わなくてはならないので） 

日本の試合だけを観戦するコースもありますが、日本は H 組のためグループステージ第 1 戦が遅く、6/14 の開幕戦から日本の第 1 戦

（6/19）までの間に開催されるビッグマッチを組み合わせたコースも企画しました。 

 

6/15 ポルトガル vs スペイン＠ソチ （18 名） 

6/16 アルゼンチン vs アイスランド＠スパルタク（44 名） 

6/17 ドイツ vs メキシコ＠ルジニキ（50 名） 

はまさに豪華 3 連戦。中でもアルゼンチン vs アイスランドはアイスランド国民 35 万人が全員ロシアに来てるのではないかと言われるほ

どチケットが不足し、98 年の日本のワールドカップデビュー戦が思い出されるほどだった。スパルタクはキャパも小さい（4.5 万人）のため

チケット代も高騰し 20 万円以上になっていたようだ。 

 

（2）ロシアへの道 

ロシアへは、欧州経由だと地理的に西に行き過ぎて東に戻る形になり、日本午前発・モスクワ夜着になってしまうため到着日当日の国

内移動ができず 1 日余計にかかる。そのため今回のツアーは、成田からのモスクワ直行便（SU、JL）：日本午前発～モスクワ 16 時

台着の他、中東経由（原則ドバイ）：日本深夜発～モスクワ 13 時台着、アジア経由（原則ソウル or 北京）：日本午前発～モ

スクワ 16 時台着で企画した。  

 

（3）チケットについて～FAN ID という新アイテムの登場 



オフィシャルツアーはチケットをすでに所有している人用にツアーを造成しているが、弊社では従来通り基本的にチケットを含んだツアーを

企画し、チケット所有者は割引する方式で募集しました。 

今大会からは、FAN ID というビザの代わりになる証明書を FIFA が発行することになり、インターネット経由でこの手続きが出来ない方

に関しては弊社で代行しました。これが大変でした。 

参加者数は全体（開幕戦～決勝戦）で約 450 名。そのうちチケットを自身で確保した方の比率は約 31％でした。 

（グループリーグ日本戦 3 試合：47.2％、その他：7.1％）⇒すなわち、日本の試合に関しては約半数の方が自力で確保した。 

 

FAN ID ・・弊社でチケットを用意する場合は代行したが、手間はかかったものの特に問題なし。（5 月中に登録を完了した場合はロ

シアから郵送。6 月に入ってからが eFAN ID をプリントして日本出国・ロシア入国。現地で現物を受け取りになったがスムーズに取得で

きた。 

チケット発券・・今回は概ね発券は早く、ブラジル大会のように「チケットが届かない問題」はなかった。空港ロビーの発券機で購入時のク

レジットカードを挿入、生年月日を入力、写真を撮って完了。（30 秒ほどで完了） 

 

（4）都市間の移動とモスクワの大きさ 

国土が広いため移動が大変 

 

日本戦が行われた都市：サランスク（人口 30 万人）、エカテリンブルグ（人口 150 万人）、ヴォルゴグラード（人口 100 万

人）、ロストフ・ナ・ドヌ（人口 120 万人） 



サランスクはその人口から考えて、下見時点で航空機での移動は諦め、モスクワからのバス移動にした。その他の都市への移動は航空

機を使用する方針で企画したが、ヴォルゴグラードは 100 万人都市でありながら想定外の航空座席の不足に苦労した。⇒6/29 ヴォ

ルゴグラード脱出作戦。モスクワの空港への移動は成田なみに時間がかかる。（モスクワ：人口 1,600 万人） 

市内-DME 50km 市内-SVO 40km 市内-VKO 30km 



（5）基本移動ルート（9 都市） 

ソチ－✈－モスクワ～🚌～サランスク－✈－エカテリンブルグ－✈－ヴォルゴグラード－✈－ロストフ－✈－モスクワ－✈－カザン

－✈－サマーラ－✈－サンクト・ペテルブルグ－✈－モスクワ 

 

ソチ モスクワ 1,600km 航空機（直行）：2 時間半 

モスクワ サランスク 660km バス：13 時間 

サランスク エカテリンブルグ 1,300km 航空機（モスクワ経由）：7 時間 

エカテリンブルグ ヴォルゴグラード 1,800km 航空機（モスクワ経由）：5 時間半 

ヴォルゴグラード ロストフ 500km 航空機（モスクワ経由）：7 時間 

ロストフ モスクワ 220km 航空機（直行）：2 時間 

モスクワ カザン 820km 航空機（直行）：1 時間半 

カザン サマーラ 360km 航空機（モスクワ経由）：4 時間 

サマーラ サンクト・ペテルブルグ 1,800km 航空機（モスクワ経由）：5 時間 

サンクト・ペテルブルグ モスクワ 720km 航空機（直行）：1 時間半 

 

ヴォルゴグラード脱出作戦 （6/29） 

（1）ヴォルゴグラードってどんなところ？ 

ヴォルゴグラードは旧名スターリングラード。第二次世界大戦中、独露の攻防戦が行われた街。 

その割に観光に力が入っていない。100 万人都市の割に、空港が小さく、ホテルも少ない・・・ヒト・モノ・カネが動いていない・・・ヴォルゴ

グラードはロシアの中でも貧しい都市のようだ。 

ヴォルゴグラードの蚊・・5 月の下見で蚊のみならずムシの多さ（特に夕方）に驚いた。 

そのため、お客さんにも虫よけ・虫刺されの薬を持参するよう案内した。日本の試合の前にヴォルゴグラードで開催された試合の TV 中

継でもレポーターが蚊帳をかぶっていたので、6/28 は警戒していたが、この頃はあまりムシがいなかった。後で知ったのだが蚊は気温が

35 度を超えると動けなくなるので、ポーランド戦はあまり蚊がいなかった。（この頃の気温は 40 度近かった） 

 

 

（2）モスクワへの脱出 

空港の小ささ・・・ヴォルゴグラードの空港は釧路空港程度。 

ヴォルゴグラードの空港のキャパを完全にオーバーしていた（復路の 6/29 は特に）ため、ヴォルゴグラード空港以外から脱出することに

なった。 

ヴォルゴグラード～🚌～エリスタ 300km 通常 4 時間 

ヴォルゴグラード～🚌～サラトフ 400km 通常 5 時間半 

※サラトフ航空の経営破綻もあり、さらにキャパシティが減った。 

 

検問が多いのでホテルの出発時間を早めた・・・特に大会前半は多かった。サランスクへの移動の際に何度もあった（都市間を移動する

際、バスに乗車するリストを予めバス会社を通じて当局に提出することになっている） 

ヴォルゴグラードで開催された、6/22 ナジェリア vs アイスランドの試合後、アイスランドサポーターがサラトフの空港に移動する際に何度も

検問があり 3 時間以上余計にかかった。 

我々の移動の時は検問無く、早く着き過ぎた。 

蛇足・コロンビア人 サラトフ航空破綻を知らず数名が空港にいた） 

 

 



WHAT’s ロシア 

（1）気候・・・夏は意外と暑い、しかしエアコンは無い 

（2）文字・・・キリル文字のため読めないが、読めないとメトロに乗れない 

（3）交通事情・道路・・・南ア、ブラジルにもあったがロシアに無いもの 

（4）建物・・・5 階建て以下はエレベータ不要の法律 

（5）気質・・・大会中はやさしい、親切という評判だったが本質は？ 

（6）食事・・・ロシア料理って？ すしやラーメンが人気 

（7）お酒・・・本来はスタジアムでのアルコールは厳禁 

 

（1）気候 

夏は意外と暑い エアコンが無い （西ヨーロッパのようにエアコンが付いてない車やホテルがある）地下鉄、トラムには当然付いてない 

北海道と同じ、部屋にエアコンがない・・・なくても暮らせる。 

 

（2）文字  

 キリル文字・・・アルファベットに変換すれば読むことはできる 

 

 

（3）交通・道路事情 

ブラジルも南アにもあったが、ロシアには高速道路（正確には都市間の高速道路網）がない。 

ロシア人口 1 憶 4300 万人 面積に比べて少ないから？ 

タクシーの安さとアプリの進化度 YANDEX GETT  

手を挙げてタクシーを拾うロシア人は見かけない。空港でもアプリを使って呼ぶ。 

地方都市（例：エカテリンブルグ）だと空港～市内は 500 ルーブル以内、モスクワでも 2000 ルーブル以内。 

各都市 粉塵が多く、コンタクトレンズ利用者は大変 

 

（4）建物 

建物のエレベータ 5F 以下はいらないルール。 

エアコンが無いホテルも多く、冬用にできているため、外が涼しくなっても部屋は暑いことがある。 

 

（5）気質 

ロシア人は、イベント中のためか表面上は良い・・・SNS を見ていると、ロシア人はやさしかった？親切だったという声が聞こえる・・・ホント

だろうか？ 本質的には働かない人たちだと思う 

「イッツ ロシア」・・・ 何度も聞いた言葉 

（例）5 月末に改装中のホテルを下見した際、6 月 14 日の開幕に間に合うのか？と質問した時の答 

ロシア人は最終的には頑張るという肯定的な意味なのか？ 

前もって準備をしない（できない）ロシア人を自虐的に嘲笑しているのか？  

ロシア人は、連携ができない（全体を見ることができない）・・・「ちゃんと」という単語がない。 



 

韓国に似てる？ 

2002 年のテーハミングを思い出した。第 3 国同士の試合でも「ロシヤ！」「ロシヤ！」の大合唱 

中国とも似てる？ 

明らかに外国人にでもロシア語一辺倒で話してくる。中国での中国人と同じ。共通の単語（英単語など）を見つけてコミュニケーション

をとろうということは考えてくれない。 

 

（6）食事 

ロシア料理ってなんだろう・・・ボルシチ、ストロガノフ、ピロシキ？？ 

 

（7）お酒 

アルコールは、元々はスタジアムでは飲めない・・・2002 日韓大会でロシアが日本に負けてサポーターが暴れたことが原因・・・今大会は

スポンサーがビール会社（バドワイザー）だったため特別に OK になった。 

 

大会を通じて感じたこと 

前回、前々回の大会に比べて欧州からのサポーターが少なかった。このような大会は珍しいのでは 

 

準々決勝：ベルギーvs ブラジルのベルギーサポーター・・・・たったこれだけ 

ノックアウトに入ってからの空席・チケット相場の下落 

気になったのは中国人がやたら多い・・・スポンサーの関係か？ 明らかにファンではない 

→WANDA、Hisense、Mengniu（蒙牛乳業）、VIVO 



（おまけ） 

次回 2022 カタール大会はどうなる？  

• ホテル無い、見るところ無い、酒飲めない（一部 OK）・・・世界のサッカースケジュールが乱れる（2022/11/21-12/18） 

⇒ホントにやれるのか？ 

• カタールはサウジアラビア、エジプト、バーレーン、アラブ首長国連邦、イエメン、リビア、モルジブとの国交断絶中 

• クソ暑い「東京 2020」が強行されるなら、時期をずらさず 2022 6 月カタール開催でもいいのでは？ 
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ＷＣとは移動である!!

守屋俊秀

1

1995199519951995 韓国韓国韓国韓国 ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ アジアアジアアジアアジア 中東中東中東中東 その他その他その他その他

1998199819981998 フランスフランスフランスフランス フランスフランスフランスフランス 韓国（韓国（韓国（韓国（3333）））） イラン（イラン（イラン（イラン（3333）））） モロッコモロッコモロッコモロッコ22222222222222222222

1999199919991999 モロッコモロッコモロッコモロッコ ロシアロシアロシアロシア タイタイタイタイ カザフスタンカザフスタンカザフスタンカザフスタン ロシア（ロシア（ロシア（ロシア（2222）））） カザフスタンカザフスタンカザフスタンカザフスタン バーレーンバーレーンバーレーンバーレーン 南アフリカ南アフリカ南アフリカ南アフリカ

2000200020002000 イタリアイタリアイタリアイタリア スペインスペインスペインスペイン イタリア（イタリア（イタリア（イタリア（3333）））） タイタイタイタイ ＵＡＥＵＡＥＵＡＥＵＡＥ ブラジルブラジルブラジルブラジル

2001200120012001 イングランドイングランドイングランドイングランド スペイン（スペイン（スペイン（スペイン（4444）））） ウズベキスタンウズベキスタンウズベキスタンウズベキスタン サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア

2002200220022002 韓国韓国韓国韓国 イタリアイタリアイタリアイタリア オランダオランダオランダオランダ 香港（香港（香港（香港（2222）））） ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン

2003200320032003 ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア ルーマニアルーマニアルーマニアルーマニア 中国中国中国中国

2004200420042004 ハンガリーハンガリーハンガリーハンガリー チェコチェコチェコチェコ 韓国韓国韓国韓国 ハンガリーハンガリーハンガリーハンガリー 北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮

2005200520052005 イランイランイランイラン バーレーンバーレーンバーレーンバーレーン ラトビアラトビアラトビアラトビア ウクライナウクライナウクライナウクライナ オランダオランダオランダオランダ チェコチェコチェコチェコ

2006200620062006 ドイツドイツドイツドイツ ラトビアラトビアラトビアラトビア

2007200720072007 スコットランドスコットランドスコットランドスコットランド イタリアイタリアイタリアイタリア スペインスペインスペインスペイン ウクライナウクライナウクライナウクライナ

2008200820082008 イングランドイングランドイングランドイングランド イングランド（イングランド（イングランド（イングランド（2222））））

2009200920092009 ウズベキスタンウズベキスタンウズベキスタンウズベキスタン 香港香港香港香港 ドイツドイツドイツドイツ

2010201020102010 南アフリカ南アフリカ南アフリカ南アフリカ アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド 香港香港香港香港 スコットランドスコットランドスコットランドスコットランド

2011201120112011 中国中国中国中国 北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮 スペインスペインスペインスペイン アイルランドアイルランドアイルランドアイルランド

2012201220122012 ポーランドポーランドポーランドポーランド ポーランドポーランドポーランドポーランド

2013201320132013 ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル スペインスペインスペインスペイン セルビアセルビアセルビアセルビア ベラルーシベラルーシベラルーシベラルーシ ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル

2014201420142014 ブラジルブラジルブラジルブラジル セルビアセルビアセルビアセルビア

2015201520152015 イランイランイランイラン ベラルーシベラルーシベラルーシベラルーシ

2016201620162016 18181818 7777 5555 3333

2017201720172017 イランイランイランイラン ＵＡＥＵＡＥＵＡＥＵＡＥ サウジアラビアサウジアラビアサウジアラビアサウジアラビア 33333333

2018201820182018 ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン ロシアロシアロシアロシア
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出発出発出発出発 到着到着到着到着 交通手段交通手段交通手段交通手段 概算距離概算距離概算距離概算距離

自宅自宅自宅自宅（（（（東京東京東京東京）））） 成田成田成田成田 自車自車自車自車 85858585

成田成田成田成田 ドバイドバイドバイドバイ エミレーツエミレーツエミレーツエミレーツ 8,0008,0008,0008,000

ドバイドバイドバイドバイ モスクワモスクワモスクワモスクワ エミレーツエミレーツエミレーツエミレーツ 3,6483,6483,6483,648

モスクワモスクワモスクワモスクワ サランスクサランスクサランスクサランスク バスバスバスバス 485485485485

サランスクサランスクサランスクサランスク モスクワモスクワモスクワモスクワ アエロフロートアエロフロートアエロフロートアエロフロート 485485485485

モスクワモスクワモスクワモスクワ エカテリンブルクエカテリンブルクエカテリンブルクエカテリンブルク 1,4111,4111,4111,411

エカテリンブルクエカテリンブルクエカテリンブルクエカテリンブルク モスクワモスクワモスクワモスクワ 1,4111,4111,4111,411

モスクワモスクワモスクワモスクワ ボルゴグラードボルゴグラードボルゴグラードボルゴグラード 871871871871

ボルゴグラードボルゴグラードボルゴグラードボルゴグラード モスクワモスクワモスクワモスクワ エスセブンエアエスセブンエアエスセブンエアエスセブンエア 871871871871

モスクワモスクワモスクワモスクワ ロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌー ウラルエアウラルエアウラルエアウラルエア 918918918918

ロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌーロストフ・ナ・ドヌー モスクワモスクワモスクワモスクワ エスセブンエアエスセブンエアエスセブンエアエスセブンエア 918918918918

モスクワモスクワモスクワモスクワ ドバイドバイドバイドバイ エミレーツエミレーツエミレーツエミレーツ 3,6483,6483,6483,648

ドバイドバイドバイドバイ 成田成田成田成田 エミレーツエミレーツエミレーツエミレーツ 8,0008,0008,0008,000

成田成田成田成田 自宅自宅自宅自宅（（（（東京東京東京東京）））） 自車自車自車自車 85858585

30,836 km30,836 km30,836 km30,836 km

地球一周地球一周地球一周地球一周 40,075 km40,075 km40,075 km40,075 km



2018/8/5

4

サランスク

日付 宿泊 歩数

1 6/17 （東京→ドバイ） 出発日 4,825

2 18 サランスク近郊） 乗継 7,859

3 19 ↓ 試合 13,824 駐車場が遠い

4 20 サランスク フリー 6,816 市内観光

5 21 エカテリンブルク 午後フリー 20,825 夜発・翌朝着

6 22 フリー 7,769 市内観光

7 23 フリー 17,819 アジア・ヨーロッパ境界モニュメント

8 24 試合 16,846 血の上の教会（ロマノフ王朝終焉）

9 25 ボルゴグラード 午後フリー 10,899 夜発・翌朝着

10 26 フリー 17,809 ボルガ河クルーズ

11 27 フリー 20,616 ママエフの丘

12 28 試合 6,906

13 29 モスクワ 6,257 夜着

14 30 ↓ フリー 22,252 モスクワ河クルーズ

15 7/1 ロストフ 午後フリー 8,667

16 2 ↓ 試合 13,940 ドン河クルース・博物館（ドン・コサック）

17 3 モスクワ 午後フリー 16,042 修道院

18 4 （ドバイ） 乗継 17,068

19 5 （東京） 3,936

合計 240,975

平均 12,683



＜７月月例会 発表報告書＞ 

演者②：守屋俊秀（所属：世田谷サッカー協会） 

演者の立場：演者①㈱セリエ社長徳田氏主催のＷＣ観戦ツアー参加者 

発表概要： 

前段）徳田氏の発表を受け、以下個人的感想。 

   ①ポーランド戦終盤の大ブーイング 

    ・観客の大半は地元ボルゴグラードの市民。1、2 戦で評判が高まった日本の試合 

を楽しみにしていたのに、裏切られたから。 

    ・この 1 試合だけを見に来た日本人サポも、同様に裏切られた感満載。 

   ②はたしてロシアは暑いのか寒いのか 

    ・ボルゴグラードは暑かったが、それ以外は森が白樺だった。基本寒いのでは。 

   ③プーチンの圧制 

    ・そもそもスラブ民族は、ツアーリに代表される専制君主を望む性がある。今で 

もロシアを弱体化させたゴルバチョフより、スターリンの方が人気がある。 

プーチンの圧制というより、圧勝だったのでは。 

発表①：パワーポイントにより） 

    ｐ1：表紙 

       ・テーマ「ＷＣは移動である」 

    ｐ2：過去行った国 

      ・自己紹介の続きとして。世界３３ヶ国、うち３２ヵ国はサッカーがらみ。 

       ２０００年以降はほとんどがセリエのツアー。 

    ｐ3.事前準備① 

      ・ロシアの情報収集。参考文献「エカチェリーナ大帝」上下（白水社）、 

       「スターリン」上下（白水社）、「プーチンとロシア人」（産経新聞）、 

       「ロシア近現代と国際関係」（ミネルヴァ書房）、 

       「ピョートル大帝とその時代」中公新書 

    ｐ4.事前準備② 

      ・ＷＥＢの「お気に入り」８０サイト以上 

    ｐ5.おおよその行程 

      ・総距離３万㎞以上、ほぼ地球を３／４周。 

    ｐ6.ドバイ経由 

      ・ドバイとモスクワの位置関係 

    ｐ7.モスクワと日本戦４都市の位置関係 

      ・恐怖のＺ攻撃 

    ｐ8.総歩数 

      ・計２４万歩、１日平均１万２千歩。３㎏減量。 



発表②：スライドショーにより 

  テーマ①移動 

      ・広大な大地、真新しい空港。鉄製のバス、個性的な地下鉄… 

      

  テーマ②民族 

      ・想像以上の多民族、移民 

 

  テーマ③交流 

      ・ワールドカップはいつも超フレンドリー。日本人など滅多に訪れないサラ

ンスクやロストフでは特に。 

      

 テーマ④店 

      ・チェーンのスーパーは便利。ほとんどの夕食はホテルの部屋食。 

 

※ここでタイムアップ。この後用意していたテーマは「犬」「河」「トイレ」「街」「食事」 

 でした。 



2018ワールドカップ観戦ロシア旅行
－ワールドカップにからめた観光旅行－

2018年7月26日

笹原勉

<目次>

過去のワールドカップ観戦

観戦チケット

旅行スケジュール

移動

宿泊

訪問都市

ロシア旅行の感想

各国のサポーター達

過去のワールドカップ観戦
1998フランス大会 (7日間?)
チケット騒動
日本ｖｓクロアチア、日本ｖｓジャマイカ
観光：パリ

2002日韓大会 (9日間?)
大分VST (BEL-TUN, MEX-ITA, SEN-SWE)、接待チケット(GER-KSA)

観光：別府、湯布院

2006ドイツ大会 (17日間)
7試合応募→2試合当選 (ESP-KSA, SUI-UKR)

譲り受けた日本vsブラジル
観光：前半サッカー、後半ビール

2010南アフリカ大会 (17日間)
7試合応募→6試合当選→4試合観戦 (沢山当選したが、移動ができず2試合断念)

NED-SVK, KOR-URU, ESP-POR, ARG-GER

観光：ビクトリアの滝、古都、サファリ、ワイン街道

2014ブラジル大会 (12日間)
9試合応募→3試合当選→2試合RESALE
GER vs GHA＋譲り受けた日本vsコロンビア
観光：パンタナール(大湿原)、ギマラインス高原、リオ

笹原のジンクス
• 日本戦見ると敗戦
• 日本戦見ない大会はR16進出

• フランス大会以降は、観戦チケット、
フライト、宿泊などすべて自己手配

2



観戦チケット･･･販売スケジュール

2017.09.14～2017.10.12 抽選
2017.11.16～2017.11.28 早い者勝ち

2017.12.01 W杯組み合わせ抽選

2017.12.05～2018.01.31 抽選
2018.03.13～2018.04.03 早い者勝ち

2018.04.18～2014.07.15 早い者勝ち

← いつもこの段階で申し込み

3

観戦チケット･･･販売価格

試合 カテゴリー１ カテゴリー２ カテゴリー３
Disabled

開幕戦 550 (495) 390 (330) 220 (220)

グループ・ステージ 210 (175) 165 (135) 105 ( 90)

R-16 245 (220) 185 (165) 115 (110)

準々決勝 365 (330) 255 (220) 175 (165)

準決勝 750 (660) 480 (440) 285 (275)

３位決定戦 365 (330) 255 (220) 175 (165)

決勝戦 1,100 (990) 710 (660) 455 (440)

単位：US$

(    )内は、2014ブラジル大会

4

購入するのはこのカテゴリーだが、
当たるのは常にコーナー近くの席



観戦チケット･･･笹原の購入

最初の抽選で7試合応募

6/27 カザン Group G1 vs G4

6/30 カザン R-16 C1 vs D2

7/1 モスクワ(L) R-16 B1 vs A2

7/3 モスクワ(S) R-16 H1 vs G2

7/6 ﾆｼﾞﾆﾉｳﾞｸﾞﾙﾄﾞ Q-Final A1/B2 vs C1/D2

7/10 St.ﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ S-Final 1

7/11 モスクワ(L) S-Final 2

→ 全試合当選

(GER vs KOR) ⇒RESALE

⇒RESALE

FRA vs ARG

ESP vs RUS

COL vs ENG

FRA vs BEL

CRO vs ENG

最終的に、赤で囲った試合のみ観戦した。

• まずは、知人のアドバイスで行きたい都市を選定
• 交通の便を考慮して応募する試合を選定

5

旅行スケジュール

6/28 カザン着

6/29 カザン観光

6/30 FRA-ARG観戦

深夜、列車でカザン発

7/1 モスクワ着

ESP-RUS観戦

7/2 モスクワ観光

7/3 モスクワ観光
COL-ENG観戦

7/4 モスクワ観光

7/5-6 スーズダリ一泊観光

7/6 St. ぺテルスブルグへ

7/7 St. ペテルスブルグ観光

7/8 St. ペテルスブルグ観光

7/9 St. ペテルスブルグ観光

7/10 St. ペテルスブルグ観光

FRA-BEL観戦

7/11 列車でモスクワへ

CRO-ENG観戦

7/12 早朝モスクワ発

7/13 羽田着

6



移動
1月初～末にネットで予約

Cheapoair (アメリカ系航空券予約サイト)

• 日本⇔欧州往復(Austria Air/Lufthansa)
(プレミアム・エコノミー)

• ヘルシンキ→モスクワ→カザン(Aeroflot)

航空会社マイレージ(Delta-Skyteam)
• モスクワ→St.ペテルブルグ(Aeroflot)

Fan IDによるFree Ride
• カザン→モスクワ
• St.ペテルブルグ→モスクワ

ロシア鉄道HP
• モスクワ⇔ウラジミール

観戦チケット（Fan ID)所有者は
• 入国ビザ免除
• 観戦日前後の長距離列車が無料
• 観戦日のバス・地下鉄が無料

7

宿泊
1月末～2月初にネットで予約

Hotels.Com (ホテル予約サイト。10泊すると1泊無料)

• St.ペテルブルグ 5泊 (¥21,000/日) ����

Booking.Com (ホテル予約サイト。特典はないが、掲載ホテル多い)

• カザン 2泊 (¥18,000/日) ���

• スーズダリ 1泊 (¥ 8,000/日) �����

Airbnb (民泊紹介サイト)

• モスクワ 4泊 (¥12,000/日) ��

• モスクワ 1泊 (¥14,000/日) ���

ホテルHP (直前予約)
• フランクフルト 昼間(¥14,000/日) ����

車中泊/機中泊
• カザン→モスクワ
• フランクフルト→羽田

�は私の評価。モスクワの民泊は少し甘いかも。

8



カザン(6/28～7/1)
観戦：R-16 FRA-ARG 7/1

• ヘルシンキ→モスクワ→カザン by Aeroflot
モスクワで入国、SIMカード入手(必須だった)

• 宿泊：Hotel Imereti

• カザン空港のレストランで日本/ポーランドTV観戦

• タタルスタン共和国の首都
異なる民族、言語、宗教、文化、食べ物 (P13, 14, 15)

• 物価の安さ
• 移動で入り混じる様々な国のサポーター

(モスクワ空港/カザン)

• シャトルバスでの会場アクセス (P12)

9

カザンアリーナ
★は私の座席

前から10列目で、迫力満点
フランスのムバッペ速かった。

周囲のアルゼンチン人途中から沈黙

10



テロ対策

シャトルバス降車場からスタジアムまでの道路を数台のダンプカーで封鎖。

11

カザン・クレムリン

クレムリンとは、城壁のこと。各都市にクレムリンがある。
撮影は日本vsベルギーの前。このベルギーファン、我々に対して“You are finished.”と。乾の
2点目が入った時、この二人の顔がよぎり、「ざまあ見ろ」と思ったのだが・・・

12



カザン・・・イスラム教

カザン市街、特にタタール族居住区域はイスラ
ム色が濃厚。

13

カザンの菓子チャクチャク

カザンで贈答品の定番は、このチャク
チャク。日本の雷おこしを大きく、柔らかく
した感じ。

中国のイスラム教徒が食べるスナックと
そっくり。

チャクチャク博物館では、民族衣装のきれ
いな女性が、タタルスタンの民俗、文化を紹
介してくれて、お茶とチャクチャクのサービ
スもある。

14



モスクワ(7/1～7/6)
観戦：R-16 ESP-RUS 7/1

R-16 COL-ENG 7/3

• カザン→モスクワ
Free Rideの夜行列車 13hrs (4人寝台個室) (P19, 20)

• 宿泊：一般アパートの1軒借り (P21, 22)

• レストランで日本/ベルギーTV観戦 (P23)

• 地下鉄駅の豪華インテリア (P24)

• 2分に1本の地下鉄

• 赤の広場の真ん中にFan Festa会場 (P25)

• いたるところにボランティア
• 郊外(スーズダリ)に一泊旅行(7/5-6) (P26)

15

モスクワ・・・ルージニキ・スタジアム
前の試合から一転、決勝も行われた最大のス
タジアムの、ほぼ最上段の席。

16

スペインを破ってロシア人観客大興奮
前の席の観客、PK戦でどちらが決めても

喜んでいたが・・・



モスクワ・・・スパルタク・スタジアム

同じ最上段の席でも、こちらはスタジアムの規
模が小さく、ピッチも近い。すぐ斜め後ろに日本
から来た知り合いがいて、びっくり！

17

夜行列車カザン→モスクワ

どんな車両か乗るまでわからずドキドキしていたが、中国の軟臥車(一等寝台)とほぼ同じ。

同室のロシア人「来る時はアルゼンチン人が同室で、うるさくて眠れなかった。今日は日本
人で良かった。」アルゼンチンが負けたこともあってか、とても静かだった。
手前はフランスのカップル。男性が同室。

18



モスクワ・カザンスキー駅

モスクワには「モスクワ駅」はない。
カザン方面の列車はカザンスキー駅発着。

19

モスクワのアパート

モスクワでは便利な場所で安いホテルが取れず、
民泊に挑戦。

オーナーとは英語でやり取りしていたが、どうも
翻訳ソフトを使っていたようで、電話での会話は
不可。

お手伝いのおばさんが使い方の説明をしてくれ
たのだが、もちろん英語ができず、身振り手振り。

試合を見るため外に出ようとしたら、建物入口の
ドアが中から開かない。開け方も聞いてない。た
またま帰ってきた別の住民がいたので助かった。

20



モスクワのアパート

写真を見ると普通のアパート。

しかし、洗濯機の洗剤投入口を開けるとカビで真っ黒。トイレの排水管も浴室内むき出しで
埃まみれ。おかげで、たまった洗濯物をすべて手洗いし、1日無駄にした。
地下鉄の駅から近く便利で良かったのだが、家内の評価は最悪。

21

よくやった日本！
日本vsベルギー戦は、モスクワのレストランで観戦。

周囲のロシア人客も一緒に応援してくれた。あるお客
さんは、「素晴らしかった」と声を掛けて帰ったが、
戻ってきて自分のクラブ「ディナモモスクワ」のペナン
トをプレゼント(左下)。

翌日、パン屋で通訳してくれた見知らぬお客さん。日
本に感動したと、わざわざウォッカのボトルを買ってき
てプレゼント。(右下)

22



モスクワの地下鉄
23

←

長ーいエスカレーター
深さは恐らく70m以上

→

美しいプラットフォームの彫刻

立派な入口

社内のモニターではワールド
カップの試合の生中継
放映権はどうなってる？

赤の広場
24

グム百貨店内部

モスクワのクレムリンは、スパイ小説で読んで恐ろしいとこ
ろとのイメージがあったが、その前の赤の広場にFan Festa

が設置されていてびっくり。



スーズダリ
25

• モスクワ郊外、「黄金の環」と呼ばれる美
しい小都市のひとつ。

• ソ連時代は年間100万人が訪れたという。

• 世界遺産の白い教会群、木造住宅、緑
豊かな環境、とても素晴らしい街。

• 1泊2日はもったいなかった。

St.ペテルブルグ(7/6～7/11)
観戦：準決勝 FRA-BEL 7/10

• モスクワ→St.ペテルブルグ
飛行機(アエロフロート)

• 宿泊：Statskij Sevetnik Hotel

• 他都市より劣ったファン対応 (P29, 30)

（案内資料、ボランティア数、ファンフェスタ、アクセス誘導etc)

• パリの様な街並み(P31)

• エルミタージュ美術館、バレエ、サーカス(P32, 33, 34)

• 偶然見つけたおしゃれなバー・ストリート

26



St. ペテルスブルグ・スタジアム
27

フランスもベルギーも、サポーターはそれほ
ど多くなかった。

盛り上がりイマイチ
28

• St.ペテルブルクは、モスクワと違ってW杯ボラ
ンティアの数も質も不足。

• 左写真は当地の観光の目玉「血の上の救世主
教会」。この時期に改装工事しなくても・・・

• 準決勝前日にFan Festaに行ったら、何とお休み



中にはこんなのも
29

• ストリートパフォーマーは多かった。
• あちこちで見かけた着ぐるみ。写真を撮ると
チップを要求。100ルーブルを渡そうとした
ら1000ルーブルよこせと。それなら写真を
消去すると言ったら、100ルーブルになった。

パリの様な街並み
30



エルミタージュ美術館
31

• ウルグアイサポーターと。
• 有名な展示は大混雑。特に中国のツアーグ
ループが次から次へとやってくる。

• しかし、有名でないところは客がまばら。
• 別の建物にあったフランス印象派も閑散

ボリショイサーカス
32

• 大人も楽しめるサーカス。
• 手に汗握る出し物も。
• 隣の子供に日本のシールをあげたら、
公式プログラムをお返しにくれた。



ミハイロフスキー劇場でバレエ鑑賞

33

• オーケストラの隣の8人が入れるボックス席で鑑賞
• 我々夫婦と、メキシコの家族4人、中国のカップル、全員ワールドカップ観戦者
• 客席を見渡したところ、ざっと見て1/3程度は中国人

• 隣の中国人カップル、ツアーで来たが現地会社に騙され続けていると。バレエのチ
ケットも、5000ルーブル(約10,000円)のところ、7,500ルーブル取られたらしい。

モスクワから日本へ(7/11～7/13)
観戦：準決勝 CRO-ENG 7/11

• St.ペテルブルグ→モスクワ
朝発Free Rideの列車９ｈｒｓ (4人寝台個室)

• 宿泊：一般アパートでの一部屋借り
気さくなオーナー、中国人観光客とシェアハウス

• ルジニキ・スタジアム近くのアパート予約したが
• モスクワ滞在14時間、朝6時発の強行日程

• フランクフルト空港10時間待ち
→空港ホテルのデイユースで休憩後、ビアガーデン

34

昼の列車だったが寝台車。
寝不足が解消できてラッキー



モスクワ・・・ルージニキ・スタジアム

35

準決勝になると、自国が負けてしまい、中
立的に観戦するお客さんが多く、スタジアム
の盛り上がりは今一歩。

スタジアム近くのアパート
36

• スタジアムから近すぎて交通制限区域内。タクシーが入れず、
重い荷物を抱えて地下鉄駅で降ろされたが、気のいい家主
が駆け付け、荷物を持って地下鉄に同乗してくれた

• 到着後、荷物を整理したらすぐに徒歩でスタジアムへ。延長
戦を見て夜12時過ぎに帰宅、ほとんど寝ずに朝3時半出発。

• 家主や同宿の中国人客とほとんど話ができず残念。

モスクワのア
パートより清潔

エレベーターは
階段の踊り場。
荷物持って歩く



ロシア旅行の感想

• 当たりやすかった観戦チケット
• 安全。夜、女性が独り歩きしても大丈夫。
• 親切（おせっかい？）なロシア人
• 見知らぬ人からのプレゼント (地下鉄カード、ウォッカのボトル、
チョコレート、サッカーチームのペナント等)

• 時々垣間見る社会主義の名残り
(アエロフロート・カウンター、列車乗務員、旧国営レストラン店員)

• おいしい料理 (P39, 40)

• 多くのアジア人観光客・・・中国人だけでなくベトナム、タイも
• 便利な交通網
• 役に立ったGoogle Map, Yandex Taxiアプリ

• キリル文字：ちょっとでも読めれば旅がかなり楽

37

ロシア料理ベスト３ ｂｙ笹原

1位 ニシン酢漬け ＠モスクワ

2位 シチ ＠スーズダリ

3位 グルジア料理
＠カザン/モスクワ
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ロシア料理ベスト３ ｂｙ家内

1位 アクローシュカ ＠カザン

2位 ジュリエン ＠スーズダリ

3位 グースのスモーク ＠カザン

39

いくらかかった？(15日間)

• 観戦チケット 53万円

• 航空券 68万円

• 地上交通 2万円

• 宿泊 21万円

• 飲食 8万円

• 観光 3万円

• 買い物/通信/その他 6万円

合計(2名) 160万円
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ジャマイカ

フランス

コロンビア

アルゼンチン

ペルー

カタール

韓国・台湾

ロシア



アイスランド

カザフスタン

中国

メキシコ

イングランド

ドイツエクアドル

クロアチア


