15 名様以上のご参加で

添乗員同行

Finland

サンタクロース村とラップランド
北極圏オーロラ紀行 5 日間

期間：12月23日（月）〜12月27日（金）
フィンランドの夜空に煌めくオーロラ

ツアーのポイント！
滞在日数が増えれば、
サーリセルカに3 連泊。
●フィンランド最北のウィンターリゾート、
それだけオーロラと出会えるチャンスも広がります。
●オーロラだけじゃない、
北国ならではのユニークで楽しいアクティビティーの数々！
スノーモービルや、
ハスキー橇、
トナカイ橇、
ダウンヒル・
●ラップランドの大自然の中で、
クロスカントリー・スキーなどにチャレンジできます。
スキー、
（オプション）
●サンタクロースの故郷、
ロヴァニエミのサンタクロース村を訪問します。
●クリスマス・イブの夕食時には、
サンタクロースがホテルにやってきます。
都市
ブリュッセル発
ヘルシンキ着
１ ヘルシンキ発
23日 ロヴァニエミ着
(月)

オといわれるこの地域です。一回の光の乱舞は、15 分前後。人工

ーロラが最もよく見えるのが、北緯65 〜70 度のオーロラベルト

照明の少ない場所で、
こまめに夜空を見上げることが重要です。
あと
はお天気に恵まれることを期待して忍耐強く待ちましょう！
ラップランド地方のオーロラ観測確率は、概ね60 ～65% 程度です。

サ

ンタクロース村
では、サンタさ
んとの記念撮影や、
サンタクロース・グ
ッズのショッピング
をお楽しみいただき
ます。敷地内にある
北極圏の境界を示
す看板は、記念写真
に最適です。
クリスマスイブにはサンタクロースがホ
テルにやってきます。子供達はサンタか
らのプレゼントにワクワク・ドキドキ。
きっと一生の思い出になる事でしょう。
（事前に、
プレゼントをご用意下さい。）

2
24日

（火)

日程（宿泊予定ホテル・食事条件）
フィンエアー1542 便にて、
フィンランドの首都ヘルシンキへ。
ヘルシンキ空港到着。
（ベルギーとの時差+1 時間）
フィンエアー535 便に乗り換えてロヴァニエミへ。
ロヴァニエミ空港到着。専用バスにてホテルへ移動。
ロヴァニエミ市内のホテルに到着。
その後、各自自由行動。
（Scandic Rovaniemi City Hotel 泊 昼：X 夕：X）
08:30 ホテルにて朝食後、専用バスにて、
サンタクロース村へ移動。
08:50 トナカイ牧場にあるコタと呼ばれるラップランド独特の小屋で、
サーメ
人からラップランドの伝説や文化などのお話を聞きます。
セレモニーの後には、
北極圏通過証明書が授与されます。
09:45 サンタクロース村で、本物のサンタさんと一緒の記念撮影（有料）
や、
サンタクロースグッズのショッピングなどをお楽しみ下さい。
昼 サンタクロース村のレストランで、
ビュッフェスタイルのご昼食。
ロヴァニエミ発 14:00 昼食後、専用バスにて、大雪原をひた走りサーリセルカへ移動。
サーリセルカ着 17:00 サーリセルカのホテルに到着。
夕食まで各自自由行動。
19:00 ホテルで、
クリスマス・イブのディナーを楽しみます。
サンタクロースが、
お子様にプレゼントを渡してくれます！
※お子様へのプレゼント（お一人一個まで）
は事前にご用意下さい。
（Tunturi Hotel 泊 朝：ホテル 昼：レストラン 夕：ホテル）
サーリセルカ
終日 ホテルにて朝食後、終日自由行動。
多彩なウィンターアクティビティー（下記ご参照下さい）
や、町外れの
スキー場でのダウンヒルスキー、橇遊びなどでお楽しみ下さい。
09:00 OPTION スノーモービル体験（大人：€88、子供：€66）
10:00 OPTION トナカイサファリ（大人：€129、子供：€97）

３

12 〜14 歳：€54）
10:00 OPTION スノーシューズサファリ（大人：€72、

12:30 OPTION ハスキーサファリ（大人：€179、子供： €134）

25日

(水）

子供：€49.50）
20:00 OPTION オーロラ観測ツアー 5 時間（大人：€99、

北国の冬ならではの多彩なオプション

サーリセルカ

４
26日
(木)

5
▲北極圏ならではのトナカイ橇に ▲ハスキー犬が引っ張る橇に乗
挑戦します。参加者全員にトナカ って、ラップランドの真っ白な銀
イの運転免許証が発行されます。 世界を疾走します。
サーリセルカ●

Santa’s Hotel Tunturi

ロヴァニエミ●

Finland
ヘルシンキ●

サップランドの大自然に包まれた

ーリセルカでのお泊まりは、ラ

4 つ星ホテル。オプショナルツアーの
出発場所もすぐ近くで便利です。

時間
11:40
15:15
16:20
17:40
18:45

27日
(金)

20:45 OPTION オーロラ観測ツアー 3 時間（大人：€80、子供：€40）
バスで、
オーロラ観測に最適なスポットにお連れします。
※5 時間コースは英語ガイド、
3 時間コースは日本語アシスタント同行
（Tunturi Hotel 泊 朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）
ホテルにて朝食後、終日自由行動。
ウィンターアクティビティーやスキー、橇遊びなどでお楽しみ下さい。
ウィンターアクティビティーは、3 日目の日程に記載したものに加えて、
以下のようなコースや、本格的なスキー場もございます。

09:30 OPTION シーニックサファリ（大人：€123、子供：€92）

12 〜14 歳：€54）
10:00 OPTION クロスカントリースキー（大人：€72、
（Tunturi Hotel 泊 朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：X）
ホテルにて、
ビュッフェスタイルのご朝食。
その後、
出発まで自由行動。
サーリセルカ発 12:00 専用バスにて、
イヴァロ空港へ移動します。
イヴァロ発
13:55 フィンエアー604 便にてヘルシンキへ。
（15:25 着）
ヘルシンキ発 16:40 フィンエアー1545 便に乗り換えて帰国の途へ。
ブリュッセル着 18:20 ブリュッセル到着。解散。
（朝：ホテル 昼：Ｘ 夕：Ｘ）

大人（17 歳以上）
€1580.00
子供（12 歳〜 16 歳・大人 2 人と同室した場合）
€1280.00
子供（4 〜 11 歳・大人 2 人と同室した場合）
€1180.00
子供（2 〜 3 歳・食事・ベッド無し）
€1000.00
子供（2 〜 11 歳・大人 2 人と同室しない場合）
€1450.00
幼児（2 歳未満）
€80.00
◆最少催行人数： 2 歳以上のお客様のご参加が、15 名様以上
◆仮予約期限：10 月23 日（水） ただし、
その後も残席があればご予約をお受けします。
◆初日ブリュッセル空港から、全行程、添乗員が同行致します。
◆一室には、大人２人と、子供２人までの同室が可能です。
（4 人部屋は数に限りがございます。）
◆オプショナルツアーのガイドや、
インストラクターは英語となります。
◆オプショナルツアーの際には、防寒具の貸し出しがございますが、十分な防寒着をご用意下さい。
◆オプショナルツアーの子供料金は4 〜14 歳児に適用され、3 歳以下の子供は無料です。
◆ハスキーサファリなど、一部のオプションへの小さなお子様のご参加はお勧めできません。
◆オーロラは自然現象のため、必ず観測できるとは限りません。予めご了承下さい。

ご
旅
行
代
金
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