
タリン ラクヴェレ ナルヴァ

タルトゥパルヌ

リガ

ルンダーレ宮殿

シャウレイ

トラカイ
ヴィリニュス

十字架の丘

ハープサル

サーレマー島

クレッサーレ

パルディスキ

キフヌ島

ロシア

ロシア

ポーランド

ベラルーシ

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
へ

ラへマー国立公園
約2時間

約4時間30分

約4時間

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
へ

約16時間（1泊）

約17時間（1泊）

カウナス
（杉原記念館）

エストニア
（P173～175）

ラトヴィア
（P173～174）

リトアニア
（P173～174）

ヘルシンキフィンランド
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バルト三国
アイスランド

ロシア

フランス
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中欧
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オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

クロアチア
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イタリア
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路線バス・車 船観光ツアー

ラトヴィア

エストニア

リトアニア

ノルウェー

フィンランド

デンマーク

スウェーデン

みゅうプチ旅

Northern Europe/Baltic Countries
北欧／バルト3国

フィンランド／ノルウェー／スウェーデン／デンマーク

スウェーデン
（P182）

フィンランド
（P176～177）

エストニア

ラトビア
リトアニア

デンマーク
（P183）

ノルウェー
（P179～181）

ヴィリニュス

コペンハーゲン

ベルゲン

リガ

タリン

ヘルシンキ
オスロ

ストックホルム

約2時間

● ノルウェーフィヨルド紀行 2日間 P180 ～ 181

ラップランド地方
（P178）

（P184）



2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

［運行会社］Lux ExpressBC303バルト3国路線バス
路線 料金（片道）※1月以降は変更される場合があります。 スケジュール（発着時間は目安です） 所要時間（片道）

タリン ⇒ リガ

Lux Express                    30ユーロ
Lux Express lounge    45ユーロ

Lux Express                    朝7時～夜18時頃まで1日約8便
Lux Express lounge     朝7時～夜18時頃まで1日約4便 約4時間30分

リガ ⇒ タリン

リガ ⇒ ヴィリニュス Lux Express                    朝7時～夜18時頃まで1日約7便
Lux Express lounge     朝7時～夜18時頃まで1日約3便 約4時間

ヴィリニュス ⇒ リガ

173

ホテルと一緒にお申し込みください

※変更取消料としてお申し込み時より100％を申し受けます。
※ご予約は6ヵ月先まで承ります。お申し込み時にフルネームが必要となります。
※1月以降、料金が変更される場合があります。
※満席時は予約を承れません。

※便によってはLux Express lounge席がない場合もございます。また、独立した１列シートがない便もございますので、予めご了承ください。
※WiFiは電波状況によってご利用いただけない場合があります。
※バス走行中は、緊急時以外のトイレのご使用をお控えいただきますようお願いいたします。

タッチスクリーン付の
路線バス。WiFi＆電
源プラグ付で長距離
移動も快適。車内の
トイレも利用いただ
けます。

Lux Express
バス後部に設けられ
ている席数限定のプ
レミアムシート。通常
のシートよりピッチが
広く、独立した１列
シートもあります。席
数限定のため、お早め
にお申し込みください。

Lux Express lounge

料　金 1名 418ユーロ、2名以上 219ユーロ
 3名 153ユーロ、4名 119ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※12/24・26・31、1/1は 75ユーロ（1グループ）の追加料金を

申し受けます。
催行日 毎日（5/24、6/23・24、9/13、11/18（リガ発）、12/25、2/16

（ヴィリニュス発）入場不可日を除く）
出　発 9:00頃　リガまたはヴィリニュス市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間～9時間30分
解　散 ヴィリニュスまたはリガ市内ご宿泊ホテル

リガ、ヴィリニュス発
移動しながら観光　 専用車で行く　杉原記念館、ルンダーレ宮殿、十字架の丘 

［運行会社］REISIEKSPERT

1名催行

【リガ発ヴィリニュス着】
09:00　リガを出発
10:00　ルンダーレ宮殿（入場、約1時間）
12:00　 十字架の丘（下車、約30分）
　　　   シャウレイにて各自で昼食
15:30　カウナスの杉原記念館（入場、約45分）
18:00　ヴィリニュス着

【ヴィリニュス発リガ着】
09:00　ヴィリニュスを出発
10:30　カウナスの杉原記念館（入場、約45分）
13:15　十字架の丘（下車、約30分）
　　　   シャウレイにて各自昼食
16:00　ルンダーレ宮殿（入場、約1時間）
18:30　リガ着

ラトビア、リトアニアの名所を巡りながら移動
バルト3国のヴェルサイユ宮殿と称される美しい「ルンダーレ宮
殿」、十字架が立ち並ぶリトアニア最大の巡礼地「十字架の丘」、
外交官・杉原千畝の記念館があり命のビザの舞台となった「杉原
記念館」。都市間を移動しながら点在する名所観光もできる、専用
車ならではのツアーです。

BC305

※1月1日以降の料金、詳細はお問い合わせください。※杉原記念館が急遽閉館となる場合はカウナスの自由散策となります。その場合の返金はありません。
※各モニュメントがクローズする場合、ツアーが不催行となる場合、行程が変更される場合があります。※お申し込み時に希望する集合、解散場所をお知ら
せください。※ホテルによってはホテルまでのお送りのサービスを手配できない場合があり、サービスをお受けできない場合があります。※所要時間は目安
です。※国境を超えるためパスポートをご持参ください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

スケジュール（目安）

定員2名  288ユーロ
定員5名  338ユーロ

タリン⇔リガ、リガ⇔ヴィリニュスのホテル間を専用車で移動
できます。

※ 6/23・24、11/18（リガ発）、12/24・25・26・31、1/1、2/16（ヴィリニュス発）、
　2/24（タリン発）は75ユーロ（1台あたり）の追加料金を申し受けます。
※1/1以降の料金はお問い合わせください。
※14:00以降の出発は追加料金が発生する場合があります。
※車種の指定はできません。
※お荷物はお1人様スーツケース1個までとさせていただきます。

［運行会社］REISIEKSPERT

各国の都市間を専用車で移動 BC304
空港トランスファー

※車種の指定はできません。
※お荷物はお1人様スーツケース1個までとなります。
※1/1以降、料金が変更される場合があります。

［運行会社］REISIEKSPERT

ホテルと一緒にお申し込みください ホテルと一緒にお申し込みください

タリン空港または港 ⇔ タリン市内ホテル 
（現地語ドライバー）
（１台あたり／片道）

※23:00～7:00の発着便は14ユーロ（1台）の追加料金要
定員2名  27ユーロ　定員7名  40ユーロ料　金

リガ空港 ⇔ リガ市内ホテル
（現地語ドライバー）
（１台あたり／片道）

※23:00～7:00の発着便は14ユーロ（1台）の追加料金要
定員2名  36ユーロ　定員7名  58ユーロ料　金

ヴィリニュス空港 ⇔ ヴィリニュス市内ホテル 
（現地語ドライバー）
（１台あたり／片道）

※23:00～7:00の発着便は14ユーロ（1台）の追加料金要
定員2名  37ユーロ　定員7名  82ユーロ料　金

全区間共通・片道1区間料　金

１台あたり：

タリン リガ旧市街 ヴィリニュス

BALTIC COUNTRIES
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。
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バルト三国
アイスランド

ロシア

フランス

スペイン
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ドイツ
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オランダ
ベルギー
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イタリア
マルタ

クロアチア
スロベニア
トルコ

BALTIC COUNTRIES

専用車で行く ルンダーレ宮殿 午前観光
リガ発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1月1日以降の料金、詳細は変更される場合があります。※ホテルによっては追加料金の発
生・手配を承れない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）
5日前から100%を申し受けます。

BC331

1名催行

料　金 1名 244ユーロ、2名 129ユーロ、3名 93ユーロ、4名 73ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※12/24・26・31、1/1は追加料金75ユーロ（1グループ）を承ります。
催行日 毎日　（5/24、6/23・24、9/13、11/18、12/25、入場不可日を除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ラトビア観光のハイライト
9:00 ホテル発。ルンダーレ宮殿へ▶10:30 ルン
ダーレ宮（入場） ▶12:00 リガへ ▶13:30 ホテル
着

専用車で行く ルンダーレ宮殿と 十字架の丘 
1日観光

リガ発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1月1日以降の料金、詳細は変更される場合があります。※国境を越えるためパスポートをご持
参ください。※ホテルによっては追加料金の発生・手配を承れない場合があります。※変更取消
料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前から100%を申し受けます。

BC332

1名催行

料　金 1名 281ユーロ、2名 148ユーロ、3名 106ユーロ、4名 84ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※12/24・26・31、1/1は追加料金75ユーロ（1グループ）を承ります。
催行日 毎日　（5/24、6/23・24、9/13、11/18、12/25、入場不可日を除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所要時間 約7～8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

一度は行きたい2つの名所
9:00 ホテル発。ルンダーレ宮殿へ▶10:00 ルン
ダーレ宮（入場）▶13:00 シャウレイで各自昼食
▶14:45 十字架の丘を見学▶15:30 リガへ▶
17:30 ホテル着

専用車で行く 十字架の丘 1日観光
ヴィリニュス発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1月1日以降の料金、詳細は変更される場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知
らせいただきます。※ホテルによっては追加料金の発生・手配を承れない場合があります。※変
更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前から100%を申し受けます。

BC333

1名催行

料　金 1名 281ユーロ、2名 141ユーロ、3名 103ユーロ、4名 78ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※12/24・26・31、1/1は追加料金75ユーロ（1グループ）を承ります。
催行日 毎日（6/23・24、12/25、2/16除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所要時間 約7～8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

圧倒される風景。ユネスコ無形文化遺産
9:00 ホテル発。シャウレイへ ▶シャウレイで各
自昼食 ▶シャウレイ近郊の十字架の丘を散策 ▶
16:00～17:00 ヴィリニュスのホテルにて解散

専用車で行くトラカイ城と杉原記念館1日観光
ヴィリニュス発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1月1日以降の料金、詳細は変更される場合があります。※杉原記念館の入場料金は寄付制となりますが、ツアー
代金に含まれています。※杉原記念館が急遽閉館となる場合はカウナスの自由散策となります。その場合の返金はあ
りません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせいただきます。※ホテルによっては追加料金の発生・手配を
承れない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）5日前から100%を申し受けます。

BC334

1名催行

料　金 1名 297ユーロ、2名 152ユーロ
 3名 118ユーロ、4名  88ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※12/24・26・31、1/1は追加料金75ユーロ（1グループ）を承ります。
催行日 毎日（4月・10～3月の月曜日、6/23・24、12/25、2/16、モニュメントの閉館日を除く）
出　発 9:00頃　ご宿泊ホテル
所要時間 約7～8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

命のビザの物語
9:00 ホテル発。トラカイへ ▶トラカイ城（入場） 
▶杉原記念館（入場） ▶ヴィリニュスのホテルに
て解散

料　金 1名 150ユーロ、2名 75ユーロ、3名以上 50ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 毎日　（6/23・24、2/24を除く）
出　発 9:30、12:30　タリン市内ご宿泊ホテル、または、タリン港の到着

ターミナル
所要時間 約2時間30分
解　散 ［午前］旧市街［午後］タリン港ターミナルまたは旧市街

タリン発
プライベート　日本語ガイドと歩く　タリン旧市街 半日観光

［運行会社］REISIEKSPERT

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

【9:30発の場合】
10:00 旧市街を散策（入場は含みません。

希望される場合はガイド分を含め
て、当日、各自でお支払いください）

12:00 解散
〈タリン旧市街の見どころ〉
『ふとっちょマルガレータ』の愛称で親しまれて
いる城壁の北門「スール・ランナ門」や、タリ
ン旧市庁舎の見張り番『トーマスおじいさん』
など、タリン旧市街には可愛い名称の見所が点
在。1422年に創業されヨーロッパ最古の薬局と
もいわれている市議会薬局やキュートな雑貨屋
さんなどショッピングスポットも見逃せません！

日本語ガイドがタリン旧市街をご案内
ユネスコ世界遺産にも登録されているタリン旧市街。800年もの歴
史を誇る世界遺産タリンの旧市街は、中世の街並みが大切に保存
された歴史と伝統が息づく美しい古都です。日本語ガイドが効率的
に説明を交えながらタリン旧市街の見所をご案内します。ヘルシン
キや他の北欧諸国とは異なる魅力を持つ旧市街の街歩きをお楽し
みください。

BC335

※1月1日以降の料金、詳細は変更される場合があります。※入場料、昼食代など
は含みません。※ご宿泊ホテルの場所によっては追加料金の発生、手配をお受け
できない場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）7日前から100%を申し受けます。

バルト三国
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

専用車で行く 大自然ラヘマー国立公園1日観光
タリン発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1/1以降の料金、詳細はお問い合わせください。※ホテルによっては手配を承れない場合があり
ます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

BC306

英語ガイド 1名催行

料　金 1名 565ユーロ、2名以上 283ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※1グループ35ユーロの追加料金で日本語ガイドに変更可（リクエストベース）
 ※12/24～26・31、1/1は75ユーロ（1グループ）の追加料金を申し受けます。
催行日 毎日（6/23・24、12/25、2/24を除く）
出　発 9:30頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

絶景の数々。手つかずの自然が残ります
タリンを出発▶専用車でラヘマー国立公園へ▶エ
ストニアの自然が集まるラヘマー国立公園を観
光、ヴィル湿原、サガディの館（入場）▶昼食▶
タリンへ

専用車で行く 美しきエストニア西海岸1日観光
タリン発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1/1以降の料金、詳細はお問い合わせください。※ホテルによっては手配を承れない場合があり
ます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

BC307

英語ガイド 1名催行

料　金 1名 455ユーロ、2名以上 228ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
 ※1グループ35ユーロの追加料金で日本語ガイドに変更可（リクエストベース）
 ※12/24～26・31、1/1は75ユーロ（1グループ）の追加料金を申し受けます。
催行日 毎日（6/23・24、12/25、2/24を除く）
出　発 9:30頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約6時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

未知の魅力がある西海岸エリア
エストニアの西海岸へ▶高さ31メーターを誇る西
海岸のチュリサル断崖（下車）▶ケイラの滝（下
車）▶ロシア海軍が撤収するまで閉鎖都市となっ
ていた港町パルティスキの灯台と展望台（断崖）
にて下車▶ハープサルの街を散策▶タリンへ

隕石や風車 サーレマー島を巡る1泊2日　
～SPAホテル泊～

タリン発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1/1以降の料金、詳細はお問い合わせください。※ホテルによっては手配を承れない場合があ
ります。※ホテルはツインまたはダブルルームとなります。指定はできません。※帰着時間は目
安です。交通事情等により変更される場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

BC309

英語ガイド 2名催行

料　金 ［月～木］685ユーロ ［金～日］755ユーロ　
 ※1グループ70ユーロの追加料金で日本語ガイドに変更可（リクエストベース）
 ※12/23～26・30・31、1/1は75ユーロ（1グループ）の追加料金を申し受けます。
催行日 毎日　(6/22～24、7/14～22、8/10～12、ホテル満室・貸切時を除く)
出　発 9:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 市内ご宿泊ホテル

見どころ満載！エストニア最大の離島
【1日目】専用車でサーレマー島へ▶ヴィルツからフェリー
にてクイヴァストゥへ▶9個の隕石クレーター群、サーレ
マー島の「カーリ・クレーター」を観光▶サーレマー島の
SPAホテル「Grand Rose SPA Hotell Saaremaal」に宿
泊。夕食は各自でお取りください。 【2日目】朝食後、 
クレッサーレ観光▶クレッサーレ城（入場）▶アングラ風車群（見学）▶フェリーにてヴィルツ
へ▶専用車でタリンへ▶17:00頃 タリン市内のホテルまたは空港で解散

料　金 717ユーロ　
 ※1グループ70ユーロの追加料金で日本語ガイドに変更可（リクエストベース）
 ※12/23～26・30・31、1/1は75ユーロ（1グループ）の追加料金を申し受けます。
催行日 毎日　(6/22～24、ホテル満室・貸切時を除く)
出　発 9:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 市内ご宿泊ホテル

タリン発
ラヘマー国立公園と国境の街ナルヴァ、バラステ滝を巡る1泊2日　～SPAホテル泊～

［運行会社］REISIEKSPERT

2名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
09:00頃 専用車で出発後、レストランで伝統的

な魚料理の昼食
 ラヘマー国立公園（ヴィル湿原、パ

ルムセの館（入場）、サガディの館（入
場））

 ロシア国境の街ナルヴァへ
 ナルヴァのSPAホテル「Noorus SPA」

に宿泊。夕食は各自でお取りください。
【2日目】
 朝食後、ナルヴァ観光
 ピュフティツァ修道院を見学
 エストニア最大の滝「バラステの滝」

を見学
 ラクヴェレ城を見学（入場料は各自払

い）
17:00頃 タリン市内のホテルで解散

エストニアの名所を巡る旅
大自然が残るラヘマー国立公園、ロシア国境の街ナルヴァ、エストニアで唯一のロ
シア正教女子修道院ピュフティツァ修道院、冬季は凍った姿が特に神秘的な絶景と
名高いバラステの滝、絵になる廃墟の城ラクヴェレ城を巡るハイライト観光です。

女性に人気のSPAホテル泊
エストニアにはクオリティーの高いSPAホテルが数多くあります。ナ
ルヴァにあるSPAホテル「Noorus SPA」もその1つです。

BC308

※1/1以降の料金、詳細はお問い合わせください。※2日目のナルヴァ観光ではご希望の場合、エキサ
イティングな体験ができると話題の鉱業博物館（入場料は各自払い）にお連れいたします。また、ナ
ルヴァ城（入場料は各自払い）の見学やナルヴァ城のレストランにて昼食（各自払い）も可能です。
ご希望の場合、事前にお知らせください。※前日のご宿泊ホテルによっては手配を承れない場合があ
ります。※ホテルはツインまたはダブルルームとなります。指定はできません。※帰着時間は目安で
す。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

英語ガイド （1日目のみ）

リゾート地パルヌと世界遺産キフヌ島1泊2日　
～SPAホテル泊～

タリン発 ［運行会社］REISIEKSPERT

※1/1以降の料金、詳細はお問い合わせください。※ホテルによっては手配を承れない場合があ
ります。※ホテルはツインまたはダブルルームとなります。指定はできません。※帰着時間は目
安です。交通事情等により変更される場合があります。
※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）12日前からは100%を申し受けます。

BC310

2名催行

料　金 ［Hedon SPA & HOTEL泊］              977ユーロ 
　　　 ［Estonia Resort Hotel & Spa泊］938ユーロ　
 ※1グループ70ユーロの追加料金で日本語ガイドに変更可（リクエストベース）
催行日 毎日　(4/1～5/31、6/22～24、9/1～3/31、ホテル満室・貸切時を除く)
出　発 10:00頃　市内ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 市内ご宿泊ホテル

リゾート地と憧憬の島
【1日目】専用車でパルヌへ▶レストラン「Raymonds」に
て昼食▶パルヌのSPAホテル「Hedon SPA ＆ HOTEL」に
宿泊。夕食は各自でお取りください　【2日目】7:00に出
発。出発後、フェリーにてキフヌ島へ▶世界遺産の「生き
た博物館」とも称されるキフヌ島を観光▶フェリーにてパル
ヌへ、その後、専用車でタリンへ▶17～18:00頃 解散

英語ガイド （1日目のみ）


