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オーロラ写真家門脇さんプロデュース＆同行案内

ツアーコード ： FP0087

オーロラと一足早いクリスマス体験!癒しの旅へようこそ！

●最少催行人数　8名様　●日本発着地　成田
●利用予定航空会社　フィンランド航空／スカンジナビア航空／日本航空
●座席クラス　エコノミークラス
●利用予定ホテル　ロヴァニエミ：サンタクロースホテル、スカンディック、ポホヤンホヴィ、ヴァークナ　ラァタマ：ラァタマコテージ（指定）
●食事　朝食6回、昼食1回、夕食3回（機内食は除く）
●添乗員の有無　同行しませんが門脇さんが同行します。　●延泊　不可　
●地方都市発着　日本各地から片道につきプラス1万円で乗継便を利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●個室利用追加代金（希望者のみ）　50,000円（6泊）　※1コテージ3、4名でご利用の場合、割引があります。
代金に含まれるもの
■燃油サーチャージは旅行代金に含まれます。
■日程内航空運賃（エコノミークラス／変更不可）　■宿泊代金6泊分…（2人1部屋使用／朝食付）
■日程内記載のお車代とお食事代（車は他のお客様と一緒になる場合がございます。）　■門脇さん同行に伴う諸経費
ご案内とご注意
■オーロラは自然現象の為、天候により観測できない場合がございます。
■現地の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場合がございます。
■ラァタマでは食事はレストラン（要予約）またはコテージで自炊ができます。
■ラァタマではタオルとシーツの交換及び清掃は原則的にありません。
■1日目がヘルシンキ泊となり2日目にロヴァニエミ移動になる場合がございます。
■7日目がキッティラ発のフライトがロヴァニエミ発になる場合がございます。

旅行条件

オーロラと一足早い本場のクリスマスを体験して頂くオリジナルツアーを企画いたし
ました。パラス国立公園の麓、美しい景観に囲まれた河畔の宿泊コテージは楽々
オーロラ観測ポイントです。前回はコテージ到着の夜に、美しくも激しく天空に舞う
オーロラに出会えました。ツアーではサンタ村観光・トナカイファーム見学・森の中で
のクリスマスツリーの切り出しから、飾り付け・クリスマス料理教室・クリスマスパー
ティーなど、アットホームな滞在とイベントがたくさんある、本場のクリスマスが楽しめ
るツアーです。　　～門脇久芳～

出発日 旅行代金　（大人1名様）
12月7日(木） 【成田発】 358,000円

360,000円ビジネスクラス利用追加代金

※上記のスケジュールは現地事情や荒天などの理由により変更となる場合がございます。
※乗継便は最適便とは限りません。ヘルシンキでの乗継時間に余裕がある場合、ご希望の方には空港～
　ヘルシンキ市内間のバスチケットを無料で差し上げますので、ヘルシンキで自由行動をお楽しみください。
※乗継便は同グループでも参加者により便名が異なる場合がございます。
※航空機の座席指定は成田⇔ヘルシンキ区間のみ有料にて指定可能です。詳しくはお問い合わせください。

スケジュール
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成田【昼頃】　 【乗継】　 ロヴァニエミ
ロヴァニエミ到着後、お車にてホテルへ。　　　　　　 【ロヴァニエミ泊】

ラァタマ【朝～午前】　 キッティラ【午後】　 【乗継】
お車にてキッティラ空港へ移動後、空路、帰国の途へ。　　　　　【機内泊】

　成田着【午前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロヴァニエミ【午後】　 【夕刻または夜到着】
お車にてサンタクロース村へご案内いたします。
サンタクロース村内で自由行動。
＊サンタクロースとの記念撮影やショッピングなどをお楽しみください。
　昼食後、約４時間のドライブを楽しみながらラァタマへ移動します。
＊途中スーパーマーケットに立ち寄り、食料品などを調達します。ラァタマ到着後、レ
ストランで ウェルカムディナー をお楽しみいただきます。　【ラァタマ泊】　　　　

ラァタマ滞在
終日自由行動。門脇さんが皆様と滞在いたします。
＊ラァタマ滞在中に トナカイカレー （滞在中1回/旅行代金に含む）をお召し上が
りいただきます。門脇さんおすすめの逸品です。ご希望の方は一緒に調理な
さってください。
＊サンタの国のクリスマス体験。ツリーや飾り付け、 クリスマスの夕食 もお楽しみ
いただきます。（滞在中1回/旅行代金に含む）　　　　　【ラァタマ泊】　　　 

（3～6日目の間に夕食2回付）

【燃油サーチャージ込】

クリスマスツリー飾り付け【Aコース】（イメージ）トナカイカレーパーティー【各コース共通】（イメージ）

スケジュール

1

成田【昼頃】　 【乗継】　 イヴァロ　  イナリ
イヴァロ到着後、お車にて宿泊先へ。ご宿泊は、イナリ中心部から約30km、湖畔
のオーロラ観測に適したウコンヤルヴィホリデービレッジです。
　　　  　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　【イナリ泊】

8 　　成田着【午前】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●最少催行人数　8名様　●日本発着地　成田
●利用予定航空会社　フィンランド航空／スカンジナビア航空／日本航空
●座席クラス　エコノミークラス
●利用予定ホテル　イナリ：ウコンヤルヴィホリディビレッジ(指定)　　ヘルシンキ：ソコス・ヴァークナ、ソコス・プレジデンティ、ソコス・ヘルシンキ
●食事　朝食6回、夕食1回（機内食は除く）
●添乗員の有無　同行しませんが門脇さんが同行します。　●延泊　不可　
●地方都市発着　日本各地から片道につきプラス1万円で乗継便を利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●個室利用追加代金（希望者のみ）　68,000円（6泊）　※1コテージ3、4名でご利用の場合、割引があります。
代金に含まれるもの
■燃油サーチャージは旅行代金に含まれます。
■日程内航空運賃（エコノミークラス／変更不可）　■宿泊代金6泊分…（2人1部屋使用／朝食付）
■日程内記載のお車代とお食事代（車は他のお客様と一緒になる場合がございます。）　■門脇さん同行に伴う諸経費
ご案内とご注意
■オーロラは自然現象の為、天候により観測できない場合がございます。
■現地の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場合がございます。
■イナリでは食事はレストラン（要予約）またはコテージで自炊ができます。
■イナリではタオルとシーツの交換及び清掃は原則的にありません。
■1日目がヘルシンキ泊となり2日目にロヴァニエミ移動になる場合がございます。
■6日目がイヴァロ発のフライトがロヴァニエミ発になる場合がございます。

旅行条件

出発日 旅行代金　（大人1名様）
9月9日(土） 【成田発】 388,000円

360,000円ビジネスクラス利用追加代金

※上記のスケジュールは現地事情や荒天などの理由により変更となる場合がございます。
※乗継便は最適便とは限りません。ヘルシンキでの乗継時間に余裕がある場合、ご希望の方には空港～
　ヘルシンキ市内間のバスチケットを無料で差し上げますので、ヘルシンキで自由行動をお楽しみください。
※乗継便は同グループでも参加者により便名が異なる場合がございます。
※航空機の座席指定は成田⇔ヘルシンキ区間のみ有料にて指定可能です。詳しくはお問い合わせください。

湖面に映るオーロラ / ベリー摘み＆ジャム作り / 
釣り / 砂金採り / イナリ湖の小島へ！

プライベート小島上陸（イメージ）

7
ヘルシンキ
午前 ： 門脇さんの案内でヘルシンキの市内観光をお楽しみいただきます。　　　　
エアポートバス等で空港へ。夕刻のフライトで帰国の途へ。　　　【機内泊】

【燃油サーチャージ込】

オーロラと黄葉のラップランド
自然＆文化満喫の旅8日間
オーロラと黄葉のラップランド
自然＆文化満喫の旅8日間

9月のラップランドは「ルスカ」と呼ばれる美しい秋の季節です。白樺は黄葉し、地面の葉は紅葉
し、針葉樹の緑と色鮮やかな季節となります。ツアーは鮮やかなルスカの日程を選び、湖に映る
オーロラ、ブルーベリー摘み＆ジャム作り、釣り、砂金採り、また特別企画として、私の友人が所有
するイナリ湖のプライベート小島への上陸など、ラップランドの秋を満喫する旅を、イナリに滞在
経験がある私がご案内致します。　　　～門脇久芳～

ツアーコード ： FP0387

2
オプショナル１ イナリ観光（1名様 ￥9,000 / 昼食別料金 / 最少催行6名様）
Siida（サーメ博物館）サーメ工芸品、氷河が運んだ大石の観光やお買い物など、
門脇さんの案内でイナリの観光をお楽しみいただきます。
ウェルカムディナーをお楽しみください。　　　　　 　　 　【イナリ泊】

12月7日（木）発

サンタクロース村＆ラァタマ 8日間

3

オプショナル2 ボートでイナリ湖のプライベートの島へ
（1名様 ￥18,000 / 昼食込 / 最少催行6名様）
門脇さんの友人（イナリ在住）の案内で、イナリ湖のプライベート小島へ上陸し、
釣り、ブルーベリー摘み、別荘での食事や石の島（サーメ人が崇拝した）上陸な
ど、イナリ湖での時間をお楽しみいただきます。　  　　　　【イナリ泊】

4

オプショナル3 タンカヴァーラ＆サーリセルカ観光
（1名様 ￥18,000 / 昼食別料金 / 最少催行6名様）
宿泊先から約1時間のドライブを楽しみながら、砂金の里タンカヴァーラへ。砂金
採り（おみやげ付）に挑戦の後、リゾート地サーリセルカへ。ご希望の方はサウナ
&SPA（別料金：20EUR）もお楽しみください。　  　　　　【イナリ泊】

5
フリータイム 紅葉撮影、ベリー摘み、湖畔の散策など自由にお過ごしください。
ブルーベリージャム作りや釣り（有料）等もお楽しみいただけます。
  　　　　　  　　　　【イナリ泊】

6
イナリ 　 イヴァロ　　ヘルシンキ
お車でイヴァロ空港へ移動後、空路ヘルシンキへ。ヘルシンキ到着後、エアポートバ
ス等にてホテルへ。　　　　　　　　　　　　　【ヘルシンキ泊】

イナリ湖（イメージ）

釣り（イメージ )

ベリー摘み（イメージ )

プライベート島の別荘（イメージ )

オーロラ ( イメージ )
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スケジュール

8日間コース 10日間コース

ラァタマ【朝～午前】　 キッティラ
【午後】　 【乗継】
お車にてキッティラ空港へ移動後、
空路、帰国の途へ。 【機内泊】

成田【昼頃】　 【乗継】 　 キッティラ
キッティラ到着後、お車にてラァタマへご案内いたします。　【ラァタマ泊】　　　

　成田着【午前】

ラァタマ滞在
終日自由行動。門脇さんが皆様と滞在いたします。
＊2日目の夕食はレストラン棟で ウェルカムディナー （旅行代金に含む）をお楽し
みいただきます。
＊ラァタマ滞在中に トナカイカレー （滞在中1回/旅行代金に含む）をお召し上が
りいただきます。門脇さんおすすめの逸品です。ご希望の方は一緒に調理な
さってください。

【ラァタマ泊】　　　 （2～6日目の間に夕食２回付）

ラァタマ滞在
終日自由行動。【ラァタマ泊】

ラァタマ【朝～午前】　 キッティラ
【午後】　 【乗継】
お車にてキッティラ空港へ移動後、
空路、帰国の途へ。 【機内泊】

　成田着【午前】

ツアーコード ： FP0287/FP0288

門脇さんのとっておきの隠れ家で過ごす癒しの旅へようこそ！

●最少催行人数　8名様　●日本発着地　成田　●添乗員の有無　同行しませんが門脇さんが同行します。　
●利用予定航空会社　フィンランド航空／スカンジナビア航空／日本航空
●座席クラス　エコノミークラス　●利用予定ホテル　ラァタマ　ラァタマコテージ（指定）　●延泊　不可　
●食事　10日間コース：朝食6回、昼食1回、夕食2回（機内食は除く）
　　　　　8日間コース：朝食8回、昼食1回、夕食2回（機内食は除く）
●地方都市発着　日本各地から片道につきプラス1万円で乗継便を利用いただけます。詳しくはお問い合わせ下さい。
●個室利用追加代金（希望者のみ）　50,000円（6泊）　67,000円（8泊）　※1コテージ3、4名でご利用の場合、割引があります。
代金に含まれるもの
■燃油サーチャージは旅行代金に含みます。
■日程内航空運賃（エコノミークラス／変更不可）　■門脇さん同行に伴う諸経費
■宿泊代金6泊分（8日間コース）/8泊分（10日間コース）（2人1部屋使用。朝食付）
■日程内記載のお車代とお食事代（車は他のお客様と一緒になる場合がございます。）
ご案内とご注意
■オーロラは自然現象の為、天候により観測できない場合がございます。
■現地の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場合がございます。
■食事はレストラン（要予約）またはコテージで自炊ができます。
■ラァタマではタオルとシーツの交換及び清掃は原則的にありません。　　　
■1日目がヘルシンキ泊となり2日目にラァタマ移動になる場合がございます。
■キッティラ発着のフライトがロヴァニエミ発着になる場合がございます。

旅行条件

オーロラ観測を最優先したこのツアーの特色はリピーターの方々の参加が多い事

です。出発到着日の夜から帰国前夜まで、全夜オーロラが観測できます。しかも

オーロラ観測は宿泊コテージ前！ くつろぎながらオーロラ待機ができる、楽 オ々ーロ

ラ観測です。前回の10日間コースではオーロラや、出現確率が希少で特殊な真珠

雲も観測できました。滞在中はトナカイファーム、民族衣装試着、料理教室など盛り

沢山なオリジナルオプショナルツアーもあり、アットホームな滞在とコテージ周辺の美

しい景観は癒されるオーロラの旅となることでしょう。　　　～門脇久芳～

料理教室（イメージ） トナカイファーム（イメージ）

出発日 旅行代金　（大人1名様）日数
2月6日（火） 【成田発】 10日間 368,000円
2月6日（火） 【成田発】 8日間 348,000円
ビジネスクラス利用追加代金

【燃油サーチャージ込】

【燃油サーチャージ込】

【A・B・コース共通】

○トナカイの大集結（ポロエロトス）見学（現地催行日程と合えば）

○トナカイ橇　○民族衣装試着○フィンランド料理教室

○スノーモビル橇にて、パラス国立公園の眺望へ、そり遊び

○スキーリゾート・レヴィでスキー・スノーボード・スパ体験＆ショッピング

（レンタルスキー、ボード等レンタル可）

○スウェーデンとの国境見学、パラスビジターセンター見学。

【Cコース】

○ノルウェーのカウトケイノの街まで越境、日帰りツアー

※現地事情により催行できない場合もあります。

オプショナルツアー予定（別料金） Optional
Tour

※門脇さんは10日間コースの全行程に同行します。※8日間コースの方は門脇さんが7日目にキッティラ空港
までお見送りしますがその後、ヘルシンキでの乗り換え帰国まではお客様ご自身で移動していただきます。
※上記スケジュールは現地事情や荒天などの理由により変更となる場合がございます。
※乗継便は最適便とは限りません。ヘルシンキでの乗継時間に余裕がある場合、ご希望の方には空港～
　ヘルシンキ市内間のバスチケットを無料で差し上げますので、ヘルシンキで自由行動をお楽しみください。
※乗継便は同グループでも参加者により便名が異なる場合がございます。
※航空機の座席指定は成田⇔ヘルシンキ区間のみ有料にて指定可能です。詳しくはお問い合わせください。

写真家　門脇久芳　（公・社）日本写真家協会会員
1951年生まれ。1981年にラップランド（フィンランド）
でオーロラと出会い、それ以来ラァタマ村に通い続ける
一方、北半球全地域のオーロラを撮影している。オーロラ
写真の先駆者、オーロラの著書やCD-ROMなど多数。

パラス国立公園の麓のラァタマ村から少し離れた、川の畔の静かな環境コテージに宿

泊します。暖炉、サウナ、キッチン、トイレシャワー付きのコテージですので、ゆっくりくつ

ろぎながら、オーロラ待機や滞在ができます。宿泊は門脇さんのラップランドの家族、

サーメ人（ラップランド人）が家族経営する「トナカイファームコテージ」です。生活に密

着したトナカイファームのトナカイ牧場

の見学やレストランでのトナカイの旨味

を生かしたトナカイ料理は絶品です。

ラァタマコテージ
一歩外に出ればオーロラに出会える、とっておきの隠れ家

一ヶ所滞在で滞在が長い、オーロラファンのツアーツアーポイント

○宿泊コテージ前が「オーロラ観測ポイント」なので、楽々オーロラ観測。
○防寒着と防寒靴無料レンタル（ラァタマコテージ）。
○オーロラ写真家の門脇さんと一緒だから、オーロラ観測、撮影が初めての方でも安心し
　て挑戦できます。
○宿泊コテージはパラス国立公園の麓、美しい景観の川畔にあり、キッチン、サウナ付なの
　で、ゆったりとしたオーロラ観測や滞在ができます。
○トナカイファーム滞在なのでトナカイ牧場見学（無料）やトナカイ家庭料理（トナカイの臭
　みが強くない、美味）お召し上がりいただきます。
○コタと呼ばれるラップランドの小屋でのトナカイカレーパーティ は門脇さんオリジナルア
　イデアです。
○お食事はコテージで自炊・レストラン（要予約）での選択ができます。

サンタの国のクリスマス体験！
（クリスマスツリーを森の中から切り出し、飾りつけ、クリスマス料理教室、クリスマスディ
ナー等）日本でも有名なロヴァ二エミのサンタ村でサンタさんと会えます。

オーロラ観測を最優先にした、全日ラァタマコテージに宿泊し、全夜オーロラ観測する
ツアーです。8日間コース、10日間コースをお選びいただけます。

オーロラと黄葉のラップランド
自然＆文化満喫の旅8日間

360,000円

オーロラ写真専門家門脇さんと行く
フィンランド北極圏ラァタマ

オーロラの旅 2月6日（火）発

ラァタマ 8日間/10日間



旅行条件（要約）　お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りお読み下さい。

■募集型企画旅行:
このご旅行は、（株）フィンコーポレーション(東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル9F 
観光庁長官登録旅行業第1394号、以下、「当社」といいます。)が募集する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいま
す。)を締結することになります。当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿
泊期間等の提供する運送・宿泊その他旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」とい
います）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理をすることを引き受けます。
旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、インターネットホームページ
（以下「ホームページ」といいます）及び当社旅行約款募集型企画旅行契約の部（以
下「当社約款」といいます）によります。
■お申し込み方法と契約の成立時期：
（1）当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいた
だきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、
旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものといたします。
（2）当社は電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段（以下「電話等」といいま
す）による旅行契約の申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契
約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して、3日以内に
申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなさ
れない場合、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
（3）旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は、本項（2）により申込金を当社が受理した
ときに郵便またはファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様

との旅行契約を承諾する通知を出したときにまた成立いたします。団体、グループの場合の
申し込みはその代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する契約取り引きを
行います。

申し込み金（おひとり様）
　旅行代金が30万円以上　　　　　　　 …50,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が15万円以上30万円未満　　…30,000円以上旅行代金まで
　旅行代金が15万円以下 　　　　　　　…20,000円以上旅行代金まで

■契約の解除・払い戻し
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除
することができます。ただし、「契約解除の日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間
内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
・旅行開始日がピーク時（4／27～5／6、7／20～8／31、12／20～１／7）のご旅行であって
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降～31日目にあた
る日まで
旅行代金の10%(5万円を上限)
・旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降～3日目にあたる日まで
 　　　　　　　　  …旅行代金の20％
・旅行開始の2日前（前々日）～当日 …旅行代金の50％
・旅行開始日の当日の無連絡不参加又は旅行開始後の取消し …旅行代金の100％

■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃（等級の選択ができる
コースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します）。特に記載
がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。航空機による手荷物の運搬
料金、お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合はお1人
様23kgが原則となっておりますが、ご利用の等級によって異なりますので詳しくは係
員にお尋ね下さい。）

●ご旅行条件・ご旅行代金は2017年6月7日を基準としています。

より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事
故、盗難などに備えて、海外旅行傷害保険に必ずご加入される
ことをおすすめします。

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。

■お問い合わせ・お申し込み

旅行企画・実施　株式会社 フィンコーポレーション
〒108-0014東京都港区芝5-13-18いちご三田ビル9F 

Fax : 03-3456-3922

観光庁長官登録旅行業第１３９４号　
日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者　遠藤　郁子

日本で知られていないツアー地やオーロラ等の話が聞ける！

門脇さんをお迎えして説明会を行います。珍しい写真や直接お話が聞けるこの機会に
皆様どうぞご参加ください。

会場 ： 北欧旅行フィンツアー会議室
参加ご希望の方はお電話またはメールで
ご予約下さい。

Tel : 03-3456-3933
Mail : rsv@nordic.co.jp

ツアー説明会開催！

ラァタマ村景観（イメージ）

各コース共通のご案内とご注意
・ツアー代金と共に、日本の空港施設使用料及び現地出国・空港税等を代行受領させていただきます。
・現地の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場合がございます。
・オーロラは自然現象のため、天候気候によりご覧いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・お車は他のお客様と一緒となる場合がございます。
・旅行代金には、日程表に明示した食事の代金・税・サービス料が含まれます。ただし、お客様がご注文された
飲物代や追加料理代はお客様のご負担となります。
・北欧のホテルはバスタブ付きの部屋が少ないため、基本的にシャワーのみの部屋となります。
・北欧では一般的に日曜・祝祭日は商店・デパートは休業、または祝祭日によっては一部の美術館や博物館も
休館になる場合があります。※祝祭日は予告なく変更になる場合があります。
・北欧では法律により公共施設やレストラン等での喫煙は禁止されています。
・フライトスケジュールの変更等の理由により、ツアー日程を変更せざるを得ない場合があります。予めご了承下さい。

ビジネスクラス　ご利用追加代金

お1人様  360,000円
ビジネスクラスをご利用いただける区間は、日本～ヘル
シンキとなり、ヨーロッパ域内と日本国内はエコノミーク
ラスとなります。

日本国内線乗り継ぎ便　ご利用追加代金

日本発着の国際線がエコノミークラスの場合
大阪・名古屋・福岡・札幌　10,000円（片道）
注：航空会社の指定はできません。前泊が必要な場合もございますので予めご了承下さい（その場合の宿泊
費はお客様のご負担となります）。航空保険料（300円）、燃油サーチャージ（300円）が別途必要です。
日本発着の国際線がビジネスクラスの場合や、上記以外の都市発着をご希望の場合は、担当者までお問い合わせ下さい。

空港税等について
渡航先の国々ではその国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設使用料、税
関審査料など）の支払いが義務づけられています。旅行代金には、航空券発券時に徴収することを義務づけ
られている国々の現地航空諸税等は含まれておりません。別途日本円でお支払い下さい。空港税等の新設、
または税額が変更された場合、換算レートが大幅に変更された場合は、徴収額が変更になる場合がございま
す。ご不明な方は担当者までお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　（2017年6月7日のレート）

燃油サーチャージについて
旅行代金に燃油サーチャージは含まれております。
各航空会社は、世界的な航空燃料価格の高騰に伴い、国土交通省に燃油サーチャージ導入の申請許可を受
けて、2005年1月より同サーチャージを導入いたしました。各航空会社は、この事態に対しまして収支改善に取り
組んでまいりました。しかしながら、航空燃油費高騰は、自助努力および経営努力での対応の範囲を超え、お客さ
まにも一部ご負担をお願いせざるを得ない状況となり、廃止条件を付け「燃油サーチャージ」を設定いたしました。
燃油価格変動により、燃油サーチャージの改定がある場合でも当ツアーでは旅行代金の増減はありません。

日本
税名称 日本円目安

SW 施設使用料 成田空港 2,090円
旅客保安サービス料 520円

羽田空港 290円
関西空港 2,730円

中部国際空港（国際線） 2,570円

　　（国内線） 310円

フィンランド
FI 旅客サービス料　（国際線・出発） 8.8ユーロ 1,074円

DQ 保安税　　　　 （国際線・国内線1回につき） 5.01ユーロ 611円

ZX 通行料　　　　 （国内線） 4.14ユーロ 505円

QU 旅客サービス料　（国内線・出発） 5.51ユーロ 672円

WL 旅客サービス料　（国際線・乗り継ぎ） 5.01ユーロ 611円

YF 国内線付加価値税 券面の10％ お問い合わせ下さい。

E-mail　rsv@nordic.co.jp　

www.nordic.co.jpH P

Tel : 03-3456-3933

310円旅客保安サービス料

2017年
12月　7日 (木 ) 発

8日間コース

2018年
　2月　6日 (火 ) 発

8日間コース
10日間コース

2017年
9月　9日 (土 ) 発

8日間コース

【イナリ＆ラァタマ説明会】

【ラァタマ説明会】
7月22日（土）11:00～ 12:30

10月 7日（土）　11:00～ 12:00

ラァタマコテージとオーロラ（イメージ )


