
旅行企画・実施：北欧旅行フィンツアー　協力：Visit Finland,  Ruka-Kusamo Tourist Association

「オーロラ外気浴  ルカとヘルシンキ7日間」「オーロラ外気浴  ルカとヘルシンキ7日間」

※写真は全てイメージです。

本場

池田晶紀 Profile

株式会社「ゆかい」主宰。写真家/クリエイティブディレクター/映像ディレ
クター。国内外で個展・グループ展多数。他、フィンランドサウナクラブ会員、
サウナスパ健康アドバイザー、シェアリングネイチャー指導員、水草レイア
ウター、かみふらの大使など。主な著書に、写真集「SAUNA」（ゆかいパブ
リッシング）、「あかるい物撮り」（BNN新社）、「いなせな東京」（コマンドN）

 サウナが好きでたまらないみなさまへ

まだ見ぬサウナへの扉を叩きにご一緒しませんか？

ぼくは写真家なので旅には必ずカメラを持って行きます。

そこで体験した自然を日常に持ち帰るおみあげを

つくりたいからです。
どうやらオーロラとかも見れてしまうかもしれない大自然に

全身全裸で挑みます。

写真家
  池田晶紀さん

同行

300 万のサウナがあるともい
われるサウナの本場。そんな
フィンランドの中でもとびきり
のサウナ体験を求め、「サウナ
の聖地」ルカとヘルシンキで
サウナ三昧！サウナーに贈るサ
ウナーのためのツアーです。

こんな
　   ツアー！

サウナ大使タナカカツキさん監修

お申し込み・お問い合わせ

〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル9F
一般社団法人 日本旅行業協会  正会員  総合旅行業務取扱管理者　村岡 章治

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があ
りましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。
ボンド保証会員とはボンド保証制度に加入している旅行会社。旅行業協会の弁済業務保証金にプラスしてボンド保証金が旅行者へ保証されます。

【ツイッター】	https://twitter.com/finntour/
【フェイスブック】	https://www.facebook.com/finntour
【インスタグラム】	https://www.instagram.com/finntour/p://

■		運送機関や現地事情、天候等の要因により日程変更となる場合がござ
います。

■		ご参加の人数により、ツアーの円滑な運営や快適にサウナをお楽しみいた
だくため、グループを２つに分ける場合がございます。その場合も体験で
きるサウナに変更はありません。

■	オーロラは自然現象のため、ご覧いただけない場合もございます。その場
合も返金等はございません。

■	サウナ施設のリノベーション等やむを得ない理由により、日程表内サウナ
がご利用いただけない場合がございます。

■	ツアー代金とともに、燃油サーチャージや空港税等諸税を代行受領させて
いただきます。

■	燃油サーチャージは目安の金額となり、今後の為替レートや燃油価格の
変動により値上げとなる場合がございます。

■	お申込みの際は、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りお読みください。

ご案内とご注意旅行条件

● 出 発 地 :	成田・関空・名古屋
● 最 少 催 行 人 員 :	10 名様
● 添 乗 員 :	同行します
● 利 用 航 空 会 社 :	フィンエアー
● 利用予定ホテル :	［ルカ］スカンディック・ルカホヴィ

	 	[クーサモ ]	イソケンカイステン・クルヴィ
	 	[ヘルシンキ]クラリオン・ヘルシンキ

● 食　　　　　 事 :	朝 5 回、昼 1 回、夜 2 回（機内食除く）
● 延 泊 :	お問い合わせください
● 代金に含まれるもの :	宿泊代金 5泊分（２名様１室利用）

	日程内航空運賃（エコノミークラス）・食事・送迎・
サウナ入浴料

宿泊ホテル紹介

ヘルシンキ

クーサモ ルカ
Isokenkaisten Klubi  イソケンカイステン・クルヴィ
ロシア国境までわずか２kmに位置するワイルドネスホ
テル。自慢のセブンスター・スモークサウナはもちろん、
地元食材を使ったサウナ飯もお楽しみください。

Skandic Rukahovi  スカンディック・ルカホヴィ
ルカ中心部のスカンディック・ルカホヴィに 2 連泊。
朝も夜もサウナを楽しめます。ルカの中心にあり散策
も便利で、ホテル裏からオーロラ観測も！

Clarion Helsinki  クラリオン・

ヘルシンキ
ヘルシンキ西港に位置するホテ
ル。最上フロアのサウナ、プー
ルからの眺望が大人気！

本場のサウナ飯も
楽しみの一つ

都市紹介

サウナの聖地
ルカ Ruka
5 つの国立公園に囲ま
れ、フィンランドで一番
空気が澄んでいると言わ
れるルカ。この地にサウナの
名店舗が集結しています。

フィンランドの首都
ヘルシンキ Helsinki
フィンランドの首都ヘル
シンキはトラム（路面電
車）や徒歩で気軽に心
地よく散策できる街です。ご自
身のペースでサウナ巡りをお楽
しみください。 2020.3/28（土）出発

添乗員同行

379,000円



ルカ

ヘルシンキ

ヘルシンキ

ルカ

タナカカツキさんプロデュースのサウナ旅!!

2019年4月に実施した人気ツアー第 2 弾！
最高峰のサウナ施設だけを巡ります。去年のプランが大好評でし
たので、同プランのまま、今回はさらに写真家でありプロサウナー
の池田晶紀氏が同行します。サウナ施設を丸ごと貸し切り、移
動はサウナバスをチャーター、ととのいっぱなしのサウナツアーです。

タナカカツキ

スケジュール／宿泊地 食事
朝 昼 夜

1
3/28
（土）

成田・関空・名古屋【午前】 ヘルシンキ
クーサモ【夜】 ルカ
空路、フィンエアー乗継にてクーサモへ。
クーサモ到着後、ホテルへ向かいます。 ルカ泊

2
3/29
（日）

ルカ滞在
【朝】車にてポヒヨランピルティへ。伝統的な薪のサウナやホッ
トタブ、サウナトリートメントをお楽しみ頂き、昼食をいただ
きます。

【午後】車にてピュハピーロへ。湖畔の眺望を楽しみながらの開
放的なアヴァント体験、アイスサウナ等を体験します。
車にてイーサッキ村へ、サウナヨガをお楽しみいただきます。
夕食はホテルにて。 ルカ泊

3
3/30
（月）

ルカ クーサモ
【朝】車にてルカン・サロンキへ。ハイテク・スモークサウナや
天然素材のセルフトリートメントをお楽しみいただきます。

【昼】フィンランド唯一！サウナバスに乗車します！ときどき雪へ
のダイブを楽しみながら、クーサモ郊外のイソケンカイステン・
クルヴィへ。7つ星スモークサウナが自慢のイソケンカイステン・
クルヴィに宿泊します。湖畔のスモークサウナではアイススイミ
ングもお楽しみいただけます。夕食は地元の食材を使ったラッ
プランド料理です。 イソケンカイステン・クルヴィ泊

4
3/31
（火）

クーサモ ヘルシンキ
【午前】専用車にてクーサモ空港へ。
【午後】空路ヘルシンキへ。
ヘルシンキ到着後、市内のサウナショップをご案内したのちフ
リータイム。ご自身でお好きなサウナをお楽しみください。   
 ヘルシンキ泊

5
4/1
（水）

ヘルシンキ滞在
フリータイム。ヘルシンキの散策やお好きなサウナをお楽しみ
ください。
滞在中、ヘルシンキ西港の大人気スポット「ロウリュ」のサウナ
にご案内いたします。 ヘルシンキ泊

6
4/2
（木）

ヘルシンキ【午後】
ヘルシンキ郊外にある湖畔のサウナ、クーシヤルヴィで旅の最
後のサウナをお楽しみいただいたのち、空港へ。フィンエアー
直行便にてご帰国の途へ。 機内泊

7
4/3
（金）

 成田・関空・名古屋着

※上記日程は、運送機関や現地事情、天候等の要因により変更となる場合がございます。
※宿泊ホテルのサウナを除き、基本的に日程上のサウナは男女混浴です。水着着用

となります。

× ×

○○○

○×○

○××

○××

○×

※3 日目のホテルは部屋数が限られているため、原則相部屋とさせていただきます。予
めご了承ください。

出発日と旅行代金（2名1室利用）

2020 年 3 月 28 日（土） 379,000円

■燃油サーチャージが別途必要となります：目安額 28,000 円（2019 年 9 月現在）

■一人部屋利用追加代金：42,000 円（4 泊分）　

 【ツアーコード：FL0160】

ツアーのポイント
	「マンガサ道」著者、サウナ大使
	 タナカカツキさんプロデュース！
	フィンランド北部ルカに3泊、ルカ滞在時
はオーロラ観測のチャンスも！
	ヘルシンキに2泊。サウナはもちろん、
サウナショップにもご案内！

サウナ大使

ルカ
Iisakki's Lakeside Sauna
イーサッキ村の湖畔サウナ
サウナストーン750kgの巨大ストー
ブがお出迎え。サウナヨガ体験も。

ルカ
Rukan Salonki  ルカン・サロンキ
スモークサウナを完全に模した世にも珍
しいハイテック電気サウナ、凍った湖で
クールダウン。泥パック体験も。

Pyhapiilo  ピュハピーロ
湖や対岸の丘の景色が抜群な湖畔の
サウナ。スモークサウナ、ジュニパー
サウナ、アイスサウナが楽しめます。

ヘルシンキではフリータイムで
お好きなサウナをお楽し

みいただきます。ツアーではこ
ちらにご案内！

Loyly  ロウリュ
フィンランドのサウナブー
ムを象徴するサウナ施設。
VIP サウナ室を貸し切り。
バルト海でクールダウン！

Sauna Shop  サウナショップ
ヘルシンキではサウナグッズの専
門店にもご案内！

ルカ
Isokenkaisten Klubi  イソケンカイステン・クラブ
大自然に囲まれたコテージ。伝説の 7 つ星スモーク
サウナを体験。夜はオーロラ外気浴のチャンス！

Sauna Bus  サウナバス
フィンランド唯一のサウナバ
ス。途中で雪にダイブします。
まさにツアーならではの体験！

※写真は全てイメージです。

ルカのサウナ紹介

ヘルシンキのサウナ紹介

オーロラも見えるかも
ルカはいわゆるオーロラ帯
に位置するため、オーロ
ラ観測も可能です。運が
よければオーロラも見られ

るかも！ルカ
Pohjoran Pirtti  ポヒヨラン・ピルティ

ポホヨラ家 12 代が守り暮らしてきた伝
統的な薪サウナとスチームサウナ、電
気サウナ、3種のサウナが楽しめます。

ととのうこと間違いなし !!
Authentic Finnish Sauna Experience とは？
Sauna	from	Finland に よ る、
本物のフィンランドサウナ体験
を保証する認証制度。サウナの
中だけでなく、サウナに入る前
後まである厳しい審査をクリア
したサウナにのみ認定されます。
今回訪れるルカの 5つのサウナ
はすべてこのAuthentic	Finnish	
Sauna	Experience の認定を受
けています。

ヘルシンキ

Kuusijarvi  クーシヤルヴィ
ヘルシンキ郊外にある湖
畔のサウナ。旅の最後に
ととのってから空港へ！

予約受付開始：10/1( 火 )9:30 ～
※	10/1（火）発売当日はお電話のみで受付とさせていただきます。
 （TEL: 03-3456-3933）
※	10/2（水）以降はお電話またはEmail (rsv@nordic.co.jp)にて受付
いたします。
※	満席になり次第受付を終了いたしますのでご了承ください。


