
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。

料　金  片道  同日・往復 翌日以降・往復
［スター/シッティング］ 179ユーロ 187ユーロ 194ユーロ
［コンフォート］ 201ユーロ 232ユーロ 239ユーロ
［ビジネス］ 250ユーロ 333ユーロ 339ユーロ
 ※クルーズのチケット種類・席カテゴリーごとの料金です。
催行日 火・木・土・日（12/25、1/1を除く）
出　発 9:30　ウエスト・ターミナル2
所要時間 （同日往復） 約12時間
解　散 （同日往復） ウエスト・ターミナル2

ヘルシンキ発

ヘルシンキから世界遺産の街タリン1日観光～日本語ガイドと歩く旧市街

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

2名催行

スケジュール（目安）

09:30 ウエスト・ターミナル2へ集合
 日本語アシスタントがご案内の上、タ

リンク・シリヤラインの乗船チェック
イン

10:00 乗船開始
10:30 出航
 約2時間のクルーズをお楽しみください。
12:30 タリン着後、日本語ガイドがお出迎え
 徒歩にて旧市街観光
 精霊教会（入場）、エストニア海洋博

物館（入場）
14:30 中世の雰囲気ただようレストランにて

昼食（席予約のみ）
 昼食後、各自自由散策
 各自、タリンの港からタリンク・シリ

ヤラインへチェックインし、乗船
19:30 タリンから出航
21:30 着後、各自ホテルへ

港で安心サポート
バルト海クルーズで世界遺産に登録された中世の街タリンへ。船の 
チェックインの仕方を日本語アシスタントがヘルプするので安心です。

中世の雰囲気が残るかわいい街タリン
中世の趣とモダンな雰囲気が調和した歴史を感じられる街タリン
は、とんがり屋根や色とりどりの建物が並び、おとぎの国のようで
人気爆発中！ふとっちょマルガレータ、精霊教会や旧市庁舎広場、
アレクサンダー・ネフスキー大聖堂、カタリーナ通りといったタリン
旧市街の見逃せないスポットを日本語ガイドがご案内。昼食は中
世の雰囲気漂うレストランにお連れします。

FI320

※日本語アシスタントがヘルシンキでの港（乗船前）をお手伝いし、日本語ガイドがタリンの港にてお迎えします。船内時およびタリンでの乗船チェッ
クインはお客様ご自身にてお願いします。※お申込み時に氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号、ご宿泊のホテル名をお知らせくださ
い。※有効なパスポート(エストニアの入国条件に準ずる）をお持ちください。※船の出航時間は2018年1月時点のものです。※悪天候により不催
行となる場合や、船のスケジュール変更により出発・到着時間、所要時間等が変更される場合があります。※昼食は観光後にお取りいただくため
遅い時間となります（14:30頃予定）。※昼食レストランは変更となる場合があります。※タリン到着後、お荷物をお預けになる時間はございません
のでご留意ください。※催行日の8営業日前（土日祝、年末年始を除く）までにお申し込みください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年
末年始を除く）15日前からは20％、4日前からは100％を申し受けます。

ⒸKadi-Liis Koppel

ⒸKadi-Liis Koppel

ⒸToomas Volmer

日本語アシスタント
（乗船チェックイン時）

料　金 [4～10月］99ユーロ［11～3月］100ユーロ　
催行日 月・火・水・木・金　
 （4/16・17、5/1・25、6/4、12/6・24・25・26・31、1/6を除く）
出　発 9:30　オリジナル・ソコス・ヴァークナ・ホテルのロビー
所要時間 約3時間
解　散 マリメッコ本社アウトレットショップ

ヘルシンキ発
日本語ガイドと巡るフィンランドのマストGO！教会とアウトレットショップ

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

◆4月、10～3月はカンピ礼拝堂へご案内
09:30 徒歩にてForumのムーミンショップ
10:10 カンピ礼拝堂
10:50 テンペリアウキオ教会（入場）
11:40 地下鉄でマリメッコ本社アウトレットへ
12:30 市中心部までの帰り方と食堂のご案内

後、ツアー終了。自由解散

北欧デザインを体感
自然の素材を生かした世界でも類を見ない斬新なデザインのテン
ペリアウキオ教会は、別名「ロックチャーチ」と呼ばれ、岩をくり
ぬいて造られている教会。北欧デザインの奥深さを感じられます。
5～9月は期間限定で開かれる人気の蚤の市へお連れし、開催のな
い日・期間はカンピ礼拝堂へお連れします。

フィンランドを代表するブランド！
フィンランドを代表するブランド「マリメッコ」のアウトレットショッ
プへ。洋服や食器などのB級品や型落ち商品が数多く置かれ、お
手頃価格で購入でき、免税手続きも可能です。市内から少し離れ
た場所ですが、ガイドがいるので安心。帰り方や食堂のご案内
後、お店での自由解散となっていますので思う存分、ショッピング
をお楽しみください。食器からテーブルクロスまでマリメッコづくし
の食堂は写真を撮りたくなるスポットです☆

FI305
人気

※トラムのチケットは料金に含まれます（1日券※ヘルシンキカードではありません）。※テンペリアウキオ教会が
クローズの場合、代替箇所（ヘルシンキ大聖堂もしくはウスペンスキー大聖堂予定）へのご案内およびテンペリア
ウキオ教会の入場チケットのお渡しとなります。※現地事情により入場する教会および入場時間が変更され、スケ
ジュールが変更となる場合があります。※天候などの現地事情により、蚤の市は出店が少ない日もございます。 
※マリメッコのアウトレットが閉館となる場合、代替箇所への案内もしくはツアー不催行となります。※催行日の 
4営業日前（土日祝、年末年始を除く）までにお申し込みください。※マリメッコでの昼食をご希望の場合は各自
お支払となります。ツアー料金には含まれておりません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）3日前からは100%を申し受けます。

◆5～9月はヒエタラハティの蚤の市へご案内
09:30 トラムに乗って蚤の市へ
09:45 着後、ヒエタラハティを自由に散策
 徒歩にてデザイン地区のお店をウィン

ドウショッピング
10:50頃 徒歩にてテンペリアウキオ教会へ　
 着後、見学（入場）
11:40 地下鉄でマリメッコ本社アウトレットへ
12:30 市中心部までの帰り方と食堂のご案内

後、ツアー終了。自由解散

ホテルから港までの送迎プラン
ホテルから港まで日本語アシスタントが専用車にてお送
りするプランもあります。
同日・往復お1人様/2名1台利用時
［スター/シッティング］325ユーロ
［コンフォート］369ユーロ
［ビジネス］470ユーロ

タリン到着後、自由に散策されたい方は、乗船券＋ヘル
シンキの港の日本語アシスタントだけプランもあります。
同日・往復お1人様
［スター/シッティング］108ユーロ
［コンフォート］155ユーロ
［ビジネス］263ユーロ

タリンでの観光なしプラン

ⒸJussi Hellsten/Helsinki Marketing

（タリン観光時）
日本語ガイド

FI321 FI307
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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。

北欧デザインに触れる アルヴァ・アアルトの世界
ヘルシンキ発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※催行日の8営業日前（土日祝を除く）までにお申し込みください。※トラムのチケットは料金に
含まれます（ヘルシンキカードではありません）。

FI306

日本語ガイド 2名催行

料　金 199ユーロ
催行日 木　(10/13～3/31アルヴァ・アアルトの自宅・アトリエの閉館日を除く)
出　発 9:00　ツーリストインフォメーションセンター前
所要時間 約4時間
解　散 CAFE AALTO（カフェ・アアルト）

貸切見学！  アルヴァ・アアルトの自宅
郊外にあるアアルトの自宅を贅沢に貸切見学しま
す。自宅兼アトリエとして40年余を過ごしたリビ
ングルームやアアルトの息遣いまで感じられる空
間は、アアルトファン、建築ファン、北欧デザイ
ン好きの方必見。日本語ガイドがご案内します。

ウォーキング サウナ体験  
サーモンスープの軽食付

FI324

木を組み合わせたデザインの建物は周りの景観を損なわないまま抜群
の存在感。海岸沿いにあるお洒落でモダンな大人気サウナ「Loyly（ロ
ウリュ）」ではフィンランドの伝統的サウナが楽しめます。
お申込み時に必要な情報： ❶人数　❷希望する入場時間（上記の利用可能時

間より選択、サウナは入場から最大２時間滞在可）
❸性別（ロッカーの管理用）

料　金：44ユーロ
利用可能時間： 月～水　16：00～22：00　木　13：00～22：00
　　　　　　   金～土　13：00～23：00（土のみ8：00～10：00も可）
　　　　　　   ※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。
変更・取消条件：お申込み時より100%
※サーモンスープはサウナエリアのあるラウンジ（commonエリア、サウナ内ではござい
ません）にてお召し上がりいただく予定ですが、当日の状況によりレストラン（Loyly内に
併設）となる場合もございます。当日、受付時にご確認ください。※サウナは水着着用
です。※タオル（大小）は受付時に渡されます。 
※コートと靴はクロークにてお預けになり、その
他の貴重品は各自、脱衣所のロッカーにて保管
ください。※ドライヤー、シャンプー＆ボディー
ソープは備え付けのものがございます。※幼
児、高齢者、健康状態に不安のある方はサウナ
のご利用を推奨いたしません。また、サウナ体
験中に生じた急激かつ偶然な外来の事故に関し
て当社は一切の責任を負いかねます。

ヘルシンキ
ホテルと一緒にお申し込みください

料　金 160ユーロ　
催行日 月・金　（4/1～8/2、10/9～3/31を除く）
出　発 9:00　オリジナル・ソコス・ヴァークナ・ホテルのロビー
所要時間 約5時間
解　散 ヘルシンキ中央駅

ヘルシンキ発
専門の日本語ガイドがご案内　ヌークシオ国立公園できのこ狩り！

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

09:00 日本語ガイドと徒歩にて移動
 公共バスに乗って、ヌークシオ国立公園へ
 着後、きのこ狩りスタート
 シーズンによっては、ベリーなども見

つかるかも！？
 採れたてきのこやフィンランドの夏の

定番マッカラ（ソーセージ）を焚き火
で炙った軽食ランチ

 ホット・ベリージュースもご用意！
 映画のロケ地となったシーンで写真撮影
 公共バスに乗って、中央駅へ
14:00 着後、解散

映画「かもめ食堂」のロケ地・ヌークシオ国立公園
フィンランドと日本が日本人にとってぐっと身近になったきっかけに
なったといえる映画「かもめ食堂」。映画のなかで主人公がきのこ
狩りをした森の公園がヌークシオで大自然のマイナスイオンを浴び
ながらハイキング＆写真撮影、そしてきのこ狩りをお楽しみくださ
い。

専門ガイド同行だから出来ること
当日の取れたてきのこが食べられるのは、知識のある専門ガイドが
ご案内するからこそ！

FI323

※料金にマッカラ（ソーセージ）とホットベリージュースの軽食が含まれます。
※きのこは森に自生している自然のものです。天候や現地事情により、当日見つか
らない場合もございます。※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。防
水で足首が隠れる長さのスニーカーとリュックなど両手をあけることができるものが
おすすめです。※催行日の8営業日前（土日祝を除く）までにお申し込みください。
※路線バスの時刻変更等により出発・解散の時間、行程を変更する場合があります。ⒸVISIT FINLAND/Hendrik Morkel

DATA

シナモンロールのカフェ・クーポン
映画「かもめ食堂」の撮影が
行われたまさにその場所で営
業するレストラン「ラヴィント
ラかもめ」のすぐ隣にカフェ
がオープン！！
自家製シナモンロールと美味
しいコーヒーが楽しめます。

料金： 9ユーロ
利用可能時間：月～金 11：30～17：30　土 12：30～17：30
                         　（日曜・夏期・クリスマス・年末年始時期、祝日は休業）
予約：不要
※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。

メニュー

❖コーヒーもしくは紅茶1杯❖シナモンロール1個

ヘルシンキ

アテリエかもめ Aterier Kamome
FI325

DATA
料金： 15ユーロ
利用可能時間：毎日 9：00～19：00
                            （4/1、夏期・クリスマス・年末年始時期、祝日は休業）
予約：不要
※お店の都合により営業時間、休業日が変わる場合があります。

メニュー

❖コーヒーもしくは紅茶1杯とオレンジジュース❖エッグ・バターのカレリ
ア・パイ（フィンランドのパイ料理）1個❖ムーミン・ビスケット6枚

ムーミンの軽食クーポン
ヘルシンキ大聖堂に近く、美
しい北欧の建築物が並ぶ通り
にある一号店。店番をしてい
るのはムーミン！？ 店舗ごとに
それぞれ異なる魅力があり、
ミーやスナフキンのキャラク 
ター達にお腹も心も満たされ
ます。

ヘルシンキ

ムーミン・カフェ Mumin Kaffe
FI326

Kruununhaka店 ⒸJuliakivela/Helsinki Marketing

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
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178178 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。

ロヴァニエミ発

トナカイぞりでサンタクロース村へ
ラップランドは、サンタクロースとトナカイの故郷。トナカイの引
くそりに乗って森を進みます（約30分）。サンタクロース村では 
サンタと記念写真、お買い物など自由にお過ごしいただけます。
国際トナカイ操縦ライセンスと北極圏通過証明書プレゼント付。

ロヴァニエミ発　サーリセルカ発　レヴィ発　ユッラス発　ルオスト発

ハスキー犬ぞり乗車体験

スノーモービルに乗って銀世界へ

フレンドリーで元気いっぱいのハスキーに乗って一面銀世界
へ。ラップランドならではの体験をお楽しみください。そりは二
人乗りで約20分。

経験豊富なガイドが、操縦方法を伝授。雪に覆われた森をスノー 
モービルで駆け抜けます。

運行会社：LAPLAND SAFARI社
催行：12月～3月

英語ガイド付
最少催行人数：2名

レヴィ発

キートス号  オーロラ・ハンティング
日本語アシスタント付

運行会社：Japan Connection社
催行：12月～3月　毎日
日本語アシスタント付
最少催行人数：2名

出発時やツアー中の天候をもとに、レ
ヴィの町から直径約 150 kmの範囲の
中でオーロラの見られる可能性の高い
場所へご案内する約 3 時間のミステ
リーツアー。オーロラが鑑賞できた場
合は「オーロラ証明書」をプレゼント。

ベースキャンプで快適！
光のカーテン
オーロラ鑑賞ツアー

催行：11月～3月　毎日

ベースキャンプ内でオーロラの出現を
待つので、暖かく快適に過ごすことが
できます。その日の天候によって5つ
のベースキャンプから観測に最適な場
所へご案内。

トロムソ発

少人数制
バスで行く！
オーロラ観賞ツアー

催行：9月～4月　毎日

ミニバスに乗って、神秘のカーテ
ン、オーロラ観測に出かけます。
その日の天候によって観測地は変
わるので、高確率で出会えるのも
魅力のひとつ。85%以上という高
い観測率！

クジラに会おう！
大型船で行く
ホエールウォッチング

催行：10月～2月　毎日

大型船に乗り込んでクジラとシャチ
に会いにいきましょう！運が良ければ
近くで見れることも。迫力満点な光
景は、忘れられない思い出になるこ
と間違いありません。10月中旬～2
月中旬までの期間限定ツアーです。

運行会社：Tromso Safari社　英語ガイド付　最少催行人数：2名

オーロラライナー〝サーリィ〞
サーリセルカ発 バス ［運行会社］

運行会社：MIKI TRAVEL & Nellim Wilderness Hotel
催行：12 月～ 3月　毎日

英語ドライバーガイド付
最少催行人数：2名

サーリセルカの北、オーロラ観測地として有名なイナリ湖畔の村でオーロラの出現を
待ちます。現地のオーロラガイドがドライバー兼ガイドを担当することでオーロラ発
見率が高まることがポイント！ 途中、暖かいスープとパンで冷えた体を温められます

現地のオーロラガイドがご案内。オーロラ発見率が高まります！

オーロラ・犬ゾリ・トナカイソリ
etc.

スノーホテルのそば、360度視界が開けている凍った湖がオーロラ観賞スポット。
北欧風コテージ「コタ」にてソーセージやコーヒーを飲みながらオーロラを待ちます

雪と氷のスノーホテルでオーロラを見よう！

運行会社：MIKI TRAVEL & ARCTIC SNOW HOTEL
催行：12 月～ 3月　毎日

オーロラライナー〝ロバニィ〞
ロヴァニエミ発 バス ［運行会社］

日本語アシスタント付
最少催行人数：2名

料金・催行日・取消条件など詳細はお問合せください。お申込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。

■運行会社： （＊1）Airport Taxi & Buss
 （＊2）Eskelisen Lapin Linjat
 （＊3）Tunturi Iinjat 
 （＊4）V Rundgren

【催行日】毎日（12/24・25・26を除く）

【変更・取消条件】お申込み時より100％
※お申込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※発着時刻
は運行会社により変更される場合があります。フライト時間にあ
わせて運行するため、間際まで確定時刻が決まらない場合があ
ります。前夜、ホテルレセプションでの確認が必要です。※お
申込み時に2個以上もしくは大きな荷物をお持ちの場合、お知ら
せください。

区間 出発時間 所要時間
料金（お1人様・片道）
大人 子供

ロヴァニエミ空港
⇔ロヴァニエミ市内（＊1）

フライト時間に
あわせて運行 約20分 13ユーロ ー

イヴァロ空港
⇔サーリセルカ市内（＊2）

フライト時間に
あわせて運行 約30分 15ユーロ 4～11歳 

8ユーロ

ロヴァニエミ
→サーリセルカ（＊2）

11:45、
17:20 約3時間15～30分 72ユーロ 4～16歳

36ユーロ

ロヴァニエミ
→レヴィ（＊2）

11:40、
15:30 約2時間25分 50ユーロ 4～16歳

25ユーロ

サーリセルカ
→ロヴァニエミ（＊2）

8:15、
13:40 約3時間35～50分 72ユーロ 4～16歳

36ユーロ

キッティラ空港
⇔レヴィ市内（＊3）

フライト時間に
あわせて運行 約20～40分 13ユーロ 4～11歳

 8ユーロ

キッティラ空港
⇔ユッラス
　（アカスロンポロ）（＊4）

フライト時間に
あわせて運行 約1時間15分 22ユーロ 4～11歳 

11ユーロ

ラップランド地方　路線バス ホテルと一緒に
お申し込みください

路線バス
（約45分、32km）

約2時間

路線バス
（約4時間、263km）

寝台列車
サンタクロース・エキスプレス

（約12時間）

イナリ湖
イヴァロ

イヴァロ空港
※ヘルシンキより
　国内線で
　約1時間40分

サーリセルカ
レヴィ

ユッラス

ケミ

北極圏

ヘルシンキ

タンペレ

トゥルク

ナーンタリ

路線バス
電車

クーサモ（ルカ）

ルオスト

ロヴァニエミロヴァニエミ

トロムソ Norway

Finland
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