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写真提供：Visit	Estonia・Latvia.travel22 写真は全てイメージです。
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中世が息づく町・タリンとヘルシンキ5日間 都会的なバルトの首都・リガとヘルシンキ6日間

FP0060AS FP0060BS

世界文化遺産 ・エストニア 世界文化遺産 ・ ラトビア

ツアーハイライト ツアーハイライト

スケジュール／宿泊地 食事
朝 昼 夜

エ
ス
ト
ニ
ア

1 11：00 	成田〈AY074便〉 （乗継） タリン【夜】
関空、名古屋、福岡発は P35 参照	
専用車＊にてホテルへ。	 タリン泊

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

2【午前中】英語ガイドと徒歩でタリン旧市街観光（約3時間）
（日本語ガイド追加代金10,000円／1件）
【夕方】専用車＊にてタリン港へ。フェリー＊にてヘルシンキへ（約2時間）
到着後、各自タクシー等（自費）で市内ホテルへ。	 ヘルシンキ泊

3 終日フリータイム。
ヘルシンキ市内の観光やショッピング等をお楽しみください。
	 ヘルシンキ泊

4 ヘルシンキ【夕刻】 （直行便）
出発までフリータイム。
【午後】各自、エアポートバス＊にて空港へ。
17：15 	ヘルシンキ発〈AY073便〉帰国の途へ。	 機内泊

5 8：55 	成田着　関空、名古屋、福岡着は P35 参照

スケジュール／宿泊地 食事
朝 昼 夜
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1 11：00 	成田〈AY074便〉 		フィンエアーにてヘルシンキへ。
関空、名古屋、福岡発は P35 参照
15：20 	ヘルシンキ着
エアポートバス＊にて市内へ。各自ホテルへ。	 ヘルシンキ泊

2 ヘルシンキ【朝】
終日フリータイム。ヘルシンキ市内の観光やショッピングをお楽しみください。
	 	 ヘルシンキ泊
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3 ヘルシンキ【午前または午後】（直行便） 		リガ【午前または午後】
エアポートバス＊にて空港へ。空路リガへ専用車＊にてホテルへ。	 リガ泊

4【午前中】英語ガイドと徒歩でリガ旧市街観光（約3時間）
（日本語ガイド追加代金10,000円／1件	 リガ泊

5 リガ【午前】 		ヘルシンキ
専用車＊にて空港へ。空路ヘルシンキへ。
17：15 	ヘルシンキ発〈AY073便〉帰国の途へ。	 機内泊

6 8：55 	成田着　関空、名古屋、福岡着は P35 参照

※上記スケジュールは現地事情や荒天などの事由により変更となる場合がございます。
※上記スケジュールは現地事情や荒天などの事由により変更となる場合がございます。

◯催行期間	：	2017年 4月1日～10月31日　◯最少催行人員	：	1名様　◯旅行日数	：	6日間
◯日本発着地	：	成田、関空、名古屋、福岡　◯利用予定航空会社	：	フィンエアー
◯座席クラス	：	エコノミークラス（中間クラス・ビジネスクラスご希望の方はP34参照）　◯利用予定ホテル	：	P38参照
◯食事	：	朝食4回、昼食 0回、夕食 0回（機内食は除く）　◯添乗員の有無	：	同行しません
◯延泊	：	可能、P36参照　◯空港税	：	P34 参照　◯地方都市発着	：	P35 参照
◯代金に含まれるもの	：	日程表内航空運賃（エコノミークラス／変更不可）、宿泊代金4泊分（2人1部屋使用／朝食つ
き）、日程表内＊印の表示区間の乗車代金

ご注意とご案内	：
■ラトビア入国時には、海外旅行傷害保険加入証明書の提示が求められる場合がございます。訪問予定の方はご加入をおすす
め致します。

■	ツアー代金と共に、日本出発時の空港施設料、現地出国税・空港税等を代行受領させていただきます。
■	土・日・祝祭日は商店・デパートは休業の場合がございます。月は美術館は休館です。

◯催行期間	：	2017年 4月1日～10月31日　◯最少催行人員	：	1名様　◯旅行日数	：	5日間
◯日本発着地	：	成田、関空、名古屋、福岡　◯利用予定航空会社	：	フィンエアー
◯座席クラス	：	エコノミークラス（中間クラス・ビジネスクラスご希望の方はP34参照）　◯利用予定ホテル	：	P38参照
◯食事	：	朝食 3回、昼食 0回、夕食 0回（機内食は除く）　◯添乗員	：	同行しません
◯延泊	：	可能、P36参照　◯空港税	：	P34 参照　◯地方都市発着	：	P35 参照
◯代金に含まれるもの	：	日程表内航空運賃（エコノミークラス／変更不可）、宿泊代金3泊分（2人1部屋使用／朝食つ
き）、日程表内＊印の表示区間の乗車代金

ご注意とご案内	：
■ツアー代金と共に、日本出発時の空港施設料、現地出国税・空港税等を代行受領させていただきます。
■土・日・祝祭日は商店・デパートは休業の場合がございます。月は美術館は休館です。
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旅行代金（2名1室利用）
4/01～ 4/27 169,000円 7/01～ 7/18 219,000円 8/15～ 9/03 259,000円
4/28～ 5/03 259,000円 7/19～ 7/31 239,000円 9/04～ 9/19 219,000円
5/04～ 5/31 179,000円 8/01～ 8/05 259,000円 9/20～ 9/30 209,000円
6/01～ 6/30 189,000円 8/06～ 8/14 299,000円 10/1～ 10/31 179,000円

【早割 60】	60 日前までのお申込で上記旅行代金より一律10,000 円引き（申込条件 P3 参照）
■週末追加代金（日本発	土日	5,000円　現地発	金土	5,000円）
■燃油サーチャージが別途必要となります：目安額14,600 円（2/24 現在）（P35 参照）
■一人部屋利用追加代金（4泊）：50,000 円

旅行代金（2名1室利用）
4/01～ 4/27 159,000円 7/01～ 7/18 209,000円 8/15～ 9/03 249,000円
4/28～ 5/03 249,000円 7/19～ 7/31 229,000円 9/04～ 9/19 209,000円
5/04～ 5/31 169,000円 8/01～ 8/05 249,000円 9/20～ 9/30 199,000円
6/01～ 6/30 179,000円 8/06～ 8/14 289,000円 10/1～ 10/31 169,000円

【早割 60】	60 日前までのお申込で上記旅行代金より一律10,000 円引き（申込条件 P3 参照）
■週末追加代金（日本発	土日	5,000円　現地発	金土	5,000円）
■燃油サーチャージが別途必要となります：目安額10,800 円（2/24 現在）（P35 参照）
■一人部屋利用追加代金（4泊）：45,000 円

城壁に囲まれた坂の多い港町。オレンジ色の屋根の
建物が立ち並び、中世の面影を色濃く残しています。

中世のままの狭い石畳の道や、ロマネスク・ゴシッ
クなど様々なスタイルの建物その美しさからバル
トのパリと呼ばれています。

オレンジ屋根が美しい、中世の雰囲気漂う街 建築物の美しさに目を奪われる、バルト最大の街

おすすめオプショナルツアー
おすすめオプショナルツアー

市内のショップでマジパン作りを体験します。こねて
色を付けた作品はお土産に持ち帰ることができます。	
20,000	円（お1人様）

リガ郊外にあるバロック様式の宮殿です。豪華な内部とお庭
での散策をお楽しみください。	28,000	円（お1人様）

マジパン作り体験
運行事業者	Nordic	Japan
毎日／最少催行人員2名／代金に含ま
れるもの：日本語ガイド、マジパン作りの
道具一式、マジパン職人によるレクチャー

ルンダーレ宮殿観光
運行事業者	Nordic	Japan
所要時間：約5時間 /毎日/最少
催行人員２名 /代金に含まれるも
の	：専用車、入場料

テレグラーフ
シングル13,000円　ツイン（お1人様）	6,000円

ドムホテル＆Ｓｐａ
シングル17,000	円　ツイン（お1人様）	7,000	円

サヴォイ
シングル5,000円　ツイン（お1人様）	2,000円

グランドパレス
シングル13,000円　ツイン（お1人様）	5,000円

指定ができるホテル（1名様1泊あたりの指定追加代金） 指定ができるホテル（1名様1泊あたりの指定追加代金）

旧市街のホテルにアップグレードプラン 旧市街のホテルにアップグレードプランTallinn Riga
タリン（エストニア） リガ（ラトビア）

※	上記オプショナルツアーは、他のお客様と混載となる場合があります。

タリン旧市街 ブラックヘッドの会館

●フィンエアー利用
●市内のホテルに滞在。のんびりタリンとヘルシンキの街歩き
●世界遺産のタリン旧市街観光付

●直行便でヘルシンキへ。
●市内のホテルに滞在。のんびりリガとヘルシンキの街歩き
●世界遺産のリガ旧市街観光付


