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ヴォルゴグラード
建設 ：
行政 ：
市 ：

1589年
ロシア南部連邦管区ヴォルゴグラード州
ヴォルゴグラード
ロシア語 :

人口 ：
等時帯 ：
郵便番号 ：
市外局番 ：

1,016,137人
モスクワ時間と同じ。日本時間-６時間
400001 – 400138
7 8442

公式ウェブサイト : http://www.volgadmin.ru/
ヴォルゴグラードは、ロシア連邦のヴォルガ川西岸に南北80kmにわたって広がる都市。ヴォルゴグ
ラード州の州都。人口は101万人。1925年まではツァリーツィン、1925年から1961年まではスターリ
ングラードと呼ばれていました。現在は年に数日のみ市名がスターリングラードになります（8月23日
のスターリングラード攻防戦開始日、2月2日のスターリングラード攻防戦終結日、5月9日のヨーロッ
パ戦勝記念日、9月2日の対日戦勝記念日、6月22日のバルバロッサ作戦開始日、11月19日のウラ
ヌス作戦開始日等の記念日）。
ヴォルゴグラードの歴史
ヴォルゴグラードの街の成立は1589年にロシア帝国の南東の砦が築かれたことによります。17世紀
にコサックのステンカ・ラージンの舞台でもあります。ピョートル大帝の時代には通商の街として知ら
れるようになり、ツアリーツインと呼ばれました。1925年にはスターリングラード（スターリンの街）と呼
ばれるようになり第2次世界大戦中のスターリングラード攻防戦によりナチス・ドイツを退けたことがド
イツの敗戦の契機となりました。ハリウッドでも映画化されてスナイパーのワシーリー・ザイツエフが
良く知られており、そのお墓参りにヴォルゴグラードへ訪れるツーリストも少なくありません。
1961年にヴォルゴグラードと改名され現在に至っています。
気候
ステップ気候で、冬は寒く夏は暑いです。 ヨーロッパで最も乾燥している地域の一つで、降水量が
少なく、一年を通じて安定しています。ロシア国内では温暖な地方です。

○3時間観光のお勧め観光名所
（※観光地は現地事情により突然クローズすることがありますので直接ご確認ください。）

ママエフの丘と母なる祖国像
タタールのママイの墳墓、高さが102ｍあり、市全体を支配するためには重要な拠点で第2次世
界大戦中はここの攻防をめぐり激しい戦いが行われました。現在ここには戦没者と祀ったモニ
ュメントがたつ平和記念の地となっています。レーニン大通りから石畳の道をがると「死者の
像」があり、そこを抜けると戦没者慰霊堂があり中央には永遠の火がともっています。1時間
に1回55分に衛兵の交代が行われます。丘の上には剣を持ち右手を高く上げた高さ51mの「母な
る祖国像」そびえています。足元からはヴォルガ川や街並みを望むことができます。
住所：Mamaev Kurgan、トロリーバス1,8,8a,12 バス95,123,25 ママエフ・クルガンで下車
無休 10:00～18:00 無料。

スターリングラード攻防戦パノラマ博物館
住所：47 V.I. Chuykova street
営業：10:00～18:00 木曜日10:00～21:00（4/1-10/31）、13:00～21:00（11/13/31）、 電話：23-67-23 月曜日休み 大人：200ルーブル
スターリングラード攻防戦のたくさんの資料がある。1942年の焼け野原となった模型や当時の
武器、軍用品が展示されている。博物館の上部に攻防戦の様子を立体的い描いた巨大パノラマ
があります。トラムでプローシャチ・レーニナで下車。

ヴォルゴグラード歴史記念博物館
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住所：10 Gogol Street,VOLGOGRAD
営業：10:00～18:00 電話：33-15-03 月曜日休み

大人：100ルーブル

19世紀末の裕福な商人の家を利用した博物館でヴォルガ地方の第1時世界大戦から革命後の内戦までの歴史がテ
ーマ。白軍と赤軍の軍服や、前線の地図などが展示されています。ヴォルゴグラード駅から徒歩3分。

ヴォルゴグラード郷土誌博物館
住所：5a-7 Prospekt V.I.Lenina
営業：10:00～18:00 電話：38-84-39

火曜日休み

大人：130ルーブル

1914年設立、第2次大戦時に展示物が全て消失。50～60年代に再収集。ヴォルゴグラード州の自然、古代、中世の
歴史、16世紀から20世紀初頭の歴史、21世紀のヴォルゴグラードの文化の展示があります。

コサック村（イロヴリンスキーコサック民俗博物館）
住所：R.P.Izovlya, Ul.Zheleznodorozhnikov,2V
場所：ヴォルゴクラードから北北西へ85ｋｍ。
営業：09:00～18:00 電話： (8-844) 675-1210 無休

大人：130ルーブル

19世紀末から20世紀初めのコサックの館があります。 ドン・コサックの文化の資料が展示されており、当時の様子を
知ることができます。。国際ミュジアム・デー（5/18）、6月の聖トロイツア、2月のマースレニッツア、家族の日（7/8）に
フォークロアなどイベントが行われます。

2

ヴォルゴグラードのレストラン

ベスト7

クニャギーニンスキー・ドヴォル Княгининский двор
電話：7 844 294-40-24 住所：Akademicheskaya ulitsa, 8, Volgograd
場所：サーシ・フィリポワ公園横、営業：12:00-00:00 日曜定休
カジュアルで居心地が良い、インテリアも良い。古くから伝わるレシピによる古典的なロ
シア料理、魚料理も多い。現地ではおいしいレストランとして有名

ヴォルゴグラード Волгоград
電話：7 844 252-89-69 住所：ul. Mira, 12, Volgograd URL: http://restvolgograd.ru/
場所：ヴォルゴグラード・ホテル内， 無休 営業：12-00:00
毎週土曜日はバンドの演奏がある。市内で最も古いレストラン。料理は豪華で
、雰囲気は少しソビエト風。料理はおいしい。サービスは中くらい。

セジモエ・ニエーバ 7 небо
電話：7 844 248-70-70 住所：11B Bul.30-letiya Pobedy
https://7nebo.gidm.ru/
場所：駅から北へ5km
無休 営業：11-01:00
隣にロシア風サウナのバーニャがあり評判。コーカサス料理、ヨーロッパ料理、アルメニ
ア料理が楽しめます。

バラノチキ Конфетки Бараночки
電話：7 (8442) 55-10-50 住所： Plospekt Lenina 5
場所：レーニン大通りの南にある 無休 営業：07:30-21:00
軽食堂とケーキ屋さんが一緒になったお店。いろいろな種類のピログがある。チェーン
店で市内に6店舗あります。

シャースチエ・イエスチ Счастье есть
電話：7 844 256-78-88 住所：Alleya Geroev 2
場所：勝利公園のそば 無休 営業：09-22:00
公園の散歩の後に立ち寄るのに最高のレストラン、安価で料理の種類も多く、
ケーキもあります。

カザーチイ・フートル Казачий Хутор
電話：7 844 293-63-63 住所：Raboche-Krestyanskaya ulitsa, 15, Volgograd,
場所：サーシ・フィリポワ公園のそば 無休 営業：1201:00
http://hutor.shiremir.ru/
コサックの家風で雰囲気が良い。料理もおいしい。ビジネスランチあり。

カザーチイ・ドヴォール Казачий Дворъ
電話：7 844 250-27-32 住所：ul. 50 let Oktyabrya, 20, Volgograd
場所：サーシ・フィリポワ公園のそば 無休 営業：12-00:00
時々夜にコサックのアンサンブルと合唱が聞けます。

観劇・コンサート
ツアリーツインスカヤ・オペラ劇場
Tsaritsynskaya Opera
電話：7 844 227-52-94

住所：pr. V.I. Lenina, 97, Volgograd,

ネット劇場(新実験劇場）
НЭТ
電話：7 844 238-08-45 住所：ul. Mira, 5, Volgograd,

ヴォルゴクラード市音楽劇場
Volgograd Municipal Musical Theater
電話：7 844 238-30-68 住所： ul. imeni Marshala V.I. Chuykova, 4, Volgograd

コサック劇場
Cossack theater
電話：7 844 294-93-68

住所：Akademicheskaya ulitsa, 3, Volgograd

ユース劇場
Youth Theatre
電話：7 844 295-88-15

住所：Raboche-Krestyanskaya ulitsa, 42, Volgograd

ヴォルゴグラード州人形劇場
Volgograd Regional Puppet Theatre
電話：7 844 238-33-83 住所：pr. V.I. Lenina, 15, Volgograd,

中央コンサートホール
Central Concert Hall
電話：7 844 238-66-05 住所：ul. Haberezhnaya 62-y Armii, 6, Volgograd

持ち物チェックリスト
服装は派手でなく、地味でなく、動きやすいこぎれいな服が良いでしょう。
・お天気、気候情報はインターネットから検索できます。
・日により寒暖の差が激しいので重ね着をお勧めします。服装は派手でなく、ある程度こぎれいな
格好で、動き回れる普段着で十分です。劇場へ行かれる方は普段着でも良いのですが、現地の方は
おしゃれをされますので別におしゃれなお召し物をご用意されても良いでしょう。
・いつも服用している薬等もお忘れなく。現地でも頭痛薬など購入できますが、処方が日本より強い
のでお勧めできません。※液体物の機内持ち込み制限は100ML。ただし100ML以下の容器はジッパー
付きの透明プラスチック袋に入れる（縦横合計40CM以下、一人1袋のみ）
貴重品（盗難に遭遇することも考え、コピーを一枚）
パスポート・ビザ

写真の掲っているページとビザの貼ってあるページ

eチケット（航空券控え）

無くしたとき、チェックするため

バウチャー

同上

現金

日本国内なら、トラベレックスか成田空港でルーブルに両替ができます。

クレジットカード（番号、紛失時の連絡先）

使用できるところが増えましたのでビザ、マスター、ダイナースなど

海外旅行傷害保険

万一のために、成田空港でも加入可。

服装・日用品（現地でも買えるものが多いが使い慣れているものが便利）
下着、靴下、パジャマ

半そでシャツも。普段から履きなれた運動靴。

薄手のセーター、上着類、スラックス

夜は冷える日もある。動きやすい服装。

帽子、スカーフ、ハンカチ

無くても何とかなる。

石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉

ホテルにもあるが、たまに置いていない時もあるので。

シャンプー、スリッパ、洗面道具

ドライヤーは部屋に備え付けがない場合は、ホテルに借りることもできる。

化粧品、髭剃り、生理用品
常備薬、筆記用具、メモ帳
雨具、扇子、ロシア語会話集

無くても何とかなる。

ガイドブック
カメラ、電池予備、ビデオ、パソコン
のどあめ、日本茶ほか

気分を変えるとき

変圧器、変換プラグ

220Ｖ、プラグはＣタイプ

夏
冬

日焼け止め

虫よけスプレー（ぶよ、蚊）

コート、手袋、マフラーかストール 東京とそんなに変わりません。
使い捨てカイロ

無くても何とかなる。

主なダイヤル市外通話地区一覧
・ロシアから日本へ国際電話
1.国際伝識別番号 8-10
8の後にプッシュ音を確認
2.日本の国番号 81
3.市街局番と携帯電話の最初の0を除いた番号
4.相手の電話番号
「マイライン」は国際通話区分に登録している場合は、不要。詳細は http://www.myline.org/
auは、010は不要。
NTTドコモは事前登録が必要。009130をダイヤルしなくてもかけれれる。
ソフトバンクは0046をダイヤルしなくてもかけられる。

インターネット
都市部ではインターネットを利用できるホテルやレストランも多い。Wi-Fiと呼ばれる無線LANが主流。無料で利用できる
ホテルもあるが、有料の場合はフロントなどでスクラッチカードを買い、そのサイトにアクセスして暗証番号などを打ち
込んで使用する。有線LAN接続の場合、LANケーブルはホテルなどで貸してくれることもあるが、日本から持って行っ
たほうがよいだろう。

○旅行中の注意事項 その他
・観光などホテルから外出時は旅券（身分証明書）を携帯してください。たまに警察官が職務質問する場合があります。
・トイレт у а л е т 公衆トイレが少ないのでホテルを出る前に済ませておいてください。駅、市場、博物館には
ありますが有料のところが多いです。
・治安

日本と違い外国です。外で現金を数えない。荷物から目を離さない。人通りの少ない道には入らない。一人で

は歩かない。夜は外出しない。声をかけられても疑うこと。酔っ払いや街角でたむろしている人と目を合わせない。部屋
を出る時は鍵をかけること。人通りの多い所、市場や駅にはスリがいるので注意が必要では。ウエストポー
チは持たない。外出時は必要以上の現金を持ち歩かないこと。街並みは清潔で、人々の表情も明るいし、爽やかな
空気の中で、あまり緊張しない。しかし現地では常に日本にいる以上に注意をしてください。
・通貨ルーブル 1ルーブルは約3円。基本的に日本円からは両替ができませんので、USドル、ユーロからルーブルに
両替することになります。成田空港・出発ロビーの両替所で予め両替しておくと便利です。
またビザ、マスター、ダイナースのカードも利用できるところが多くなっていますので一枚ご持参ください。
・ガイドへのチップは1日20～30ドル分、ドライバーはその半分、他は不要です。
・写真撮影

駅、列車、空港、機内、軍事的施設などは禁止ですが、詳細はガイドに確認してください。

常識として人物を撮る時は一言「写真を撮らせてください（ロシア語でモージナ？）と聞いてください。博物館は有料
（100ルーブル以上）で可能です。
・ロシアの110番リスト

火事01、警察02、救急車03、ガス漏れ04

・現地ガイドの携帯番号を念のため聞いておいてください。
・自動車優先のため、信号が青であっても十分左右を見て、注意して横断すること。
・タクシー利用時は、事前交渉で料金を決めてから乗りましょう。メーター制でなく、交渉制です。目安は言い値の半分。
流しのタクシーは少ないので、ホテルやレストランで呼び出してもらうこと。ホテルからの場合は交渉不要です。
・レストラン・カフェは物価が高く東京よりも高めです。お土産屋さんも沢山あります。

在日本公館緊急連絡先
１．在モスクワ日本国大使館
住所：129090 グロホリスキー通り２７番地
Grokholsky pereulok 27, 129090, Moscow
Tel: ＋7(495)229-2550, 229-2551（24時間対応）
Fax: ＋7(495)229-2555
E-mail: japan-info@mw.mofa.go.jp
開館時間： 月～金 9:15～18:00
休館日： 土、日、ロシアの祝祭日及び一部日本の祝祭日
２．在モスクワ日本国大使館領事部
住所：129090 グロホリスキー通り２７番地
Tel: ＋7(495)229-2520
Fax: ＋7(495)229-2598
E-mail: ryojijp@mw.mofa.go.jp
受付時間（旅券・証明・邦人窓口）月～金 9:30～13:00、14:00～18:00
休館日：大使館に同じ

国際郵便
はがき
普通 航空便 27.26 ルーブル
手紙
20Gまで 航空便 27.26 ルーブル
20-100Gまで 航空便 69.50 ルーブル
100-250Gまで 航空便 141.72 ルーブル

250-500Gまで 航空便 278.01 ルーブル
500-1000Gまで 航空便 502.80 ルーブル
500-1000Gまで 航空便 502.81 ルーブル

