
「イノプロム2017」
日本代表団
参加登録要領

2017年３月２２日（水） 説明会
（一社）ロシアＮＩＳ貿易会



基本日程（予定）
１ ７月８日（土）

10:45東京（成田）発 ＪＬ４２１

15:00モスクワ（ドモジェドヴォ）着 （モスクワ泊）

２ ７月９日（日）

10:35 モスクワ（ドモジェドヴォ）発 Ｓ７-５３

15:50エカテリンブルグ着

日中 イノプロム・ゴルフチャレンジ

19:00オープニング・セレモニー

20:00 スヴェルドロフスク州知事主催レセプション

３ ７月10日（月）

午前 ジャパンパビリオン開会式（展示会開催 ～13日）

全体会合（イノプロム戦略セッション）

午後 日露二国間フォーラム

マントゥーロフ産業商務大臣との戦略対話

夜 パートナーカントリーナイト（日本側レセプション）

４ ７月11日（火）

午前または午後

日本側主催分科会（省エネ･環境、産業効率化、プラントエンジニアリング、ＪＥＴＲＯ企画セミナー）
※７月11日～13日にかけて、上記日本主催分科会以外にも多数の露側主催分科会が実施されます。

５ ７月12日（水） 午前または午後 日本側主催分科会（省エネ･環境）（予定）

６ ７月13日（木）
午前または午後 露側主催各種分科会

17:00 イノプロム終了

７ ７月14日（金）

06:10 エカテリンブルグ発 Ｓ７-５２

06:40 モスクワ（ドモジェドヴォ）着
17:15モスクワ（ドモジェドヴォ）発 ＪＬ４２２

８ ７月15日（土） 08:35 東京（成田）着



登録等締切り

１．参加登録につき、出品者を含め、「参加登録記入用紙」にご記入
の上、2017年５月３１日（水）までにメールもしくはFAXにてご登録願
います。

２．ホテル予約をご希望の場合は、予約申請フォームにご記入の上、
2017年４月２０日（木）までにメールもしくはFAXにてご連絡下さい。
宿泊者氏名が判明している場合、ノーネームでの予約希望の場合
の２種類のフォームがございます。

締切：2017年５月３１日（水）（必着）                                          別紙２ 

送付先：FAX：03-3555-1052またはE-mail: forum@rotobo.or.jp 
（一社）ロシアNIS貿易会宛 担当：輪島、齋藤、長谷 （TEL：03-3551-6218） 

 

イノプロム2017日本代表団 参加登録記入用紙 

１．申込者情報 

(1)申込者氏名  英文表記  

(2)勤務先名称  

  英文表記  

(3)所属部署  

  英文表記  

(4)役職  英文表記  

(5)勤務先住所 〒  

 英文表記  

(6)勤務先TEL  (7)勤務先FAX  

(8)E-mail  

(9)連絡担当者 
※ご本人以外の場合 

 
(10)担当者連絡先 
※ご本人以外の場合 

TEL: 
Email: 

(11)参加者情報 
※現地での円滑な事務連

絡のため、以下の情報提供

にご協力ください。 

【フライト情報】 
①到着  ７月    日    ：     (便名：            ) 
②出発  ７月    日    ：         （便名：              ） 
 
【現地連絡先】TEL: 

Email: 

参加カテゴリー 
※いずれかにチェック 

① ☐出品者（共同出品含む） ② ☐ビジネスプログラム参加者      

２．パスポート情報（査証用の招請状が必要な方、ホテル予約希望の方は必ず記入） 

(イ) パスポート番号  

(ロ)パスポート記載の本籍地    

(ハ)パスポート発行日 発行日：    年   月   日 

(ホ)ロシア出入国予定日  
※前後１日程度の余裕を確保して記載願います。 

 

入国日： ７月   日 

出国日： ７月   日 

 
※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。 

※必ずお一人ずつご記入、ご返送ください。 

注１）「参加カテゴリー」について、②を選択された場合は解像度の高い顔写真データも送付願います。 

注２）同じく「参加カテゴリー」について、出品企業の方であっても、事前のブース建て込み作業には関わらず、主と
してビジネスプログラムに参加予定の場合は「②ビジネスプログラム参加者」を選択願います。 

別紙３-１ 

締切：2017年 4月 20日（木）（必着）  
送付先：FAX：03-3555-1052またはE-mail: forum@rotobo.or.jp 
（一社）ロシアNIS貿易会宛 担当：輪島、齋藤、長谷 （TEL：03-3551-6218） 
 

 
 
 

＊宿泊予定者の氏名が判明している場合は、お一人ずつこちらの用紙に記入願います。また、別紙２

「参加登録記入用紙」とともに提出をお願い致します。 

 

申込者氏名及び勤務先名称を必ずご記入ください。 

 

申込者氏名  勤務先名称  

 

ホテル予約  

(1) ご希望の部屋の種類を選択下さい。 

 ※部屋種についてはご希望に添えないこともご

ざいます。 

① ☐スタンダード     

 

② ☐ジュニアスィート 

(2)チェックイン及びチェックアウトの予

定日時をご記入下さい。相談事項がご

ざいましたら備考部分に記載願いま

す。 

 

チェックイン：   年  月  日  時      

 

チェックアウト：   年  月  日  時 

 

 

備考： 

 

 

 

 

 
 

※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。 

※必ずお一人ずつご記入、ご返送ください。 

 

※支払い方法、キャンセルポリシーなどの具体的情報は後日周知させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３-２（ノーネーム用） 

締切：2017年 4月 20日（木）（必着）  
送付先：FAX：03-3555-1052またはE-mail: forum@rotobo.or.jp 
（一社）ロシアNIS貿易会宛 担当：輪島、齋藤、長谷 （TEL：03-3551-6218） 

 
 
 
 
※推奨ホテル予約をノーネームで行われる場合はこちらの用紙をご利用下さい。 
 

担当者氏名・連絡先及び勤務先名称を必ずご記入ください。 

 

担当者氏名 
及び連絡先 

 
 

勤務先名称  

 

ホテル予約 （ノーネーム） 

(1) 予約希望の部屋数をご記入くださ

い。 

※部屋種についてはご希望に添えないことも

ございます。 

 

①スタンダード（   室）  

 

 

②ジュニアスィート（   室） 
 
 
備考： 
 
 
 

(2)チェックイン及びチェックアウト

の予定日時をご記入下さい。 

※複数の予定日時が想定される場合、どの日程

かつどの部屋種で何名が in/out するのか、予

定を明示願います。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※個人情報の取扱には十分注意し、当案件以外の目的では使用いたしません。 
 

※支払い方法、キャンセルポリシーなどの具体的情報は後日周知させていただきます。 



日本代表団としての登録について
●イノプロムは総合博覧会であると同時に、ロシア政府が強く関与するビジネスイベントで

もあります。入場・参加料は無料ですが、入場カテゴリーが細分されており、ビジネスイベン

トにフル参加するためのカテゴリー（Delegate）の数は露側事務局により制限されます。

●日本はイノプロム2017のパートナー国であり、日本代表団として参加登録いただくこと

により、上記カテゴリー枠の配分を優先的に享受できます。ご登録いただいた日本代表団

の皆様に可能な限り多くの枠が配分されるよう、露側と交渉する所存です。

●また、日本代表団として登録いただくことにより、査証用招請状の申請、ホテル予約も

一括して受付させていただくことが可能です。

●出品者として基本日程よりも早く現地入りされる場合のホテル予約についても個別に相

談させていただきますので、先に紹介しました予約申請にご希望の日付を記載し、提出願

います。



エカテリンブルグについて
●エカテリンブルグは、ロシアの重工業地帯であるウラル地域にあるスヴェルドロフスク州の州都であり、人

口約１５０万を擁するロシア第４の都市です。

●日本からの直行便はございませんが、モスクワから毎日複数の便が運行しております。所要時間は東京

～モスクワ間が約10時間、モスクワ～エカテリンブルグ間は約２時間半。なお、エカテリンブルグの時差は

日本時間マイナス４時間です。

東京からの直線距離：約6150km

スヴェルドロフスク州



イノプロム会場

（エカテリンブルグ
EXPOセンター）

空港

市内中心部

車で10分以内

推奨ホテルを含め、主要宿
泊施設は中心部に集中

市内外略図



ロジ情報（推奨ホテル、車両手配）

●イノプロム開催期間中、エカテリンブルグ市内の主要宿泊施設は露側事務局指定業者にブロックされてお

り、通常の予約は困難、また料金も高騰しています。

●このため、当会が日本代表団の宿舎確保に向け、パークインの他、市内中心部の複数のホテル（以下、推

奨ホテル）について交渉中。料金はパークインが一泊35,000円程度、これに加え、一泊20,000円程度の別

ホテル客室確保も調整しています。

●推奨ホテルのご予約･お支払いについては、日本の旅行代理店を指定する予定です（以下、指定業者）。

●エカテリンブルグ到着時に推奨フライトをご利用になり、かつ推奨ホテルに宿泊される参加者につきまして

は、空港～推奨ホテル間、推奨ホテル～イノプロム会場間等の移動のため、事務局手配の車両をご用意

する予定です（無料）。

●車両を独自手配される場合は、ホテル同様、非常に厳しい状況のため、指定業者経由での発注を推奨しま

すが、露側事務局指定業者（Promo Travel http://promotravel.ru/en/ )に直接コンタクトなさることを排除す

るものではありません。

http://promotravel.ru/en/


ロジ情報（推奨フライト・送迎）
現地では以下の推奨フライトに合わせて空港からホテルまでの送迎車両を確保する

予定です。また、イノプロム開催期間中の会場⇔推奨ホテル間の移動についても車両

を手配の予定です。

【往路】７月４日～５日、または７月８～９日の以下の便

① 00:50 モスクワ（ドモジェドヴォ）発 Ｓ７-５１、05:10 エカテリンブルク着

② 08:30 モスクワ（シェレメチェヴォ）発 ＳＵ１４００、12:45 エカテリンブルク着

③ 10:35 モスクワ（ドモジェドヴォ）発 Ｓ７-５３、15:50 エカテリンブルク着

④ 11:30 モスクワ（シェレメチェヴォ）発 ＳＵ１４０２、15:50 エカテリンブルク着

⑤ 21:30 モスクワ（シェレメチェヴォ）発 ＳＵ１４０６、翌01:50 エカテリンブルク着

【復路】７月１２日～７月１４日の以下の便 ※③は７月１２日～７月１３日のみ対象

① 06:10 エカテリンブルグ発 Ｓ７-５２、06:40 モスクワ（ドモジェドヴォ）着

② 14:05 エカテリンブルグ発 ＳＵ１４０１、14:35 モスクワ（シェレメチェヴォ）着

③ 21:00 エカテリンブルグ発 ＳＵ１４０５、21:30 モスクワ（シェレメチェヴォ）着



ロジ情報（査証）

●ロシア渡航にあたっては査証（ビザ）が必要です。査証申請のために露側事務局
発行の無料の「招請状」がご入用の場合は、参加登録用紙の該当部分に必ず必要
情報をご記入願います。

※なお、各自が旅行代理店を介して「招待状」を入手して査証申請することも可能ですが、この場合は査証取得
代行料に加え、「招待状」取得代金が発生します。後日、急遽参加が決まり、緊急申請が必要な場合はこちら
の方法につき、旅行代理店にご相談願います。

●４月末以降、参加登録をいただいた順にリスト化し、露側事務局に日本代表団の参加者
情報を順次通知します。

●この通知から当会が招請状を入手するまでの期間、また当会から各参加者に招請状を
送付するまでの期間に１０日～２週間ほどの時間を要しますので、招請状が必要な方は
締切日にかかわらず、お早めに参加登録いただけるようお願い致します。


