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ヘルシンキとタリン街歩き
フォトデイズ6日間

秋のオーロラ
スナップ撮影ツアー6日間

 フォトグラファー
ミゾタユキさんと行く

 フォトグラファー
ミゾタユキさんと行く

上記画像は全てミゾタさんの作品です①以外の画像は全てミゾタさんの作品です
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スケジュール／宿泊地 食事
朝 昼 夜

1
5/13
（水）

23:30 頃羽田空港集合
特別追加代金にて日本国内線 JAL便のお手配が可能です。
関空深夜便のお手配も可能です。

2
5/14
（木）

成田【01:35】→ヘルシンキ【早朝】→タリン【午前】
羽田発フィンエアー深夜便にてヘルシンキ乗り継ぎにてタリンへ。
到着後、世界文化遺産旧市街観光へご案内いたします（約3時間）。
旧市庁舎広場（下車）、アレクサンダー・ネフスキー大聖堂（下車）、
コホトゥオツァ展望台（下車）など

  中世の面影を残す町並み
午後からフリータイム。引き続き撮影したり、カフェで休憩した
り、いっしょに周りましょう。
夕食は市内レストランにて。 タリン泊

3
5/15
（金）

タリン→ヘルシンキ
【07:30】タリンクシリヤラインにてヘルシンキへ（約 2 時間）。
朝食は船内にて。
到着後、日本語ガイドが市内観光へご案内します。
ヘルシンキ大聖堂（下車）、テンペリアウキオ教会（下車）、
シベリウス公園（下車）

  町並み・建物・公園
午後はフリータイムです。
ご希望の方は公共交通機関を利用して添乗員がマリメッコ
ファクトリーショップへご案内いたします。

  乗り物・雑貨
夕食は市内レストランにてフィンランド料理をご用意いたします。
 ヘルシンキ泊

4
5/16
（土）

ヘルシンキ
午前中フリータイム
ご希望の方はハカニエミマーケット、中央図書館オオディ、デ
ザイン博物館、インスタ映え通り、デザイン通り、カフェなど撮
影しながらご一緒しましょう。

  町並み・建物・公園
午後からは森と海と自然に囲まれたレトロモダンな隠れ家リ
ゾート、ホテルランタプイストへ（約30分）。

  自然・ホテル
夕食は雰囲気あるホテル内のレストランにて。  ランタプイスト泊

5
5/17
（日）

ファッツェルチョコレートのファクトリーショップへ
寄ってから空港へ。

【午後】空路ヘルシンキ乗継フィンエアーにて帰国の途へ。
 機内泊

6
5/18
（月）

成田着【09:05】
関空・名古屋・札幌・福岡発着をご希望の方はご相談ください。

スケジュール／宿泊地 食事
朝 昼 夜

1
9/14
（月）

成田【11:00】→ヘルシンキ【午後】→サーリセルカ【夜】
特別追加代金にて日本国内線 JAL便のお手配が可能です。
関空・名古屋・札幌・福岡発着ご希望の方はご相談ください。
フィンエアー直行便でヘルシンキ経由イヴァロへ。
到着後エアポートバスでサーリセルカへ（約 30 分）。
オーロラチャンス！ サーリセルカ泊

2
9/15
（火）

サーリセルカ滞在
【午前】トナカイファームにご案内いたします。
【午後】フリータイム。添乗員がサーリセルカをご案内いたします。
ラップランドの自然をスナップしながら北極圏を満喫しましょう。
希望者はホテルから徒歩10分のオーロラ観測小屋へご案内いた
します。

  北極圏の自然、動物、オーロラ
オーロラチャンス！ サーリセルカ泊

3
9/16
（水）

サーリセルカ→ロヴァニエミ
朝、専用車でロヴァニエミへ（約 3 時間 30 分）。
車窓からは黄葉に染まる景色をお楽しみください。
到着後、日本語ガイドがサンタクロース村へご案内いたします。
市内のカフェ、雑貨屋、ネコカフェ、アアルト建築など撮影
スポットはたくさん。
市内で夕食後、寝台列車サンタクロースエキスプレスにてヘ
ルシンキへ。

  サンタ村、雑貨、建築、自然、列車
 寝台列車泊

4
9/17
（木）

ヘルシンキ
ヘルシンキ到着後、市内観光へご案内します（約2時間）。
ご希望の方は添乗員がマリメッコファクトリーショップへご案
内いたします。
夕食は市内レストランにて。

  町並み・建物・公園、雑貨
  ヘルシンキ泊

5
9/18
（金）

【午後】空路フィンエアーにて帰国の途へ。 機内泊

6
9/19
（土）

成田着【09:05】
関空・名古屋・札幌・福岡発着をご希望の方はご相談ください。

◯出発地 ： 成田　◯最少催行人員 ： 8 名様　◯利用航空会社 ： フィンエアー
◯利用予定ホテル ： 【サーリセルカ】ホリデークラブサーリセルカまたはラップ
ランドホテルリエコンリンナ、【ヘルシンキ】オリジナル・ソコス・ホテル・プレ
ジデンティ◯添乗員 ： 同行します。　◯食事条件 ：朝食 4 回、昼食 1回、夕
食 3 回（機内食除く）　○延泊 ：不可　◯代金に含まれるもの：日程内航空運
賃（エコノミークラス）、宿泊代金 3 泊分（2 人1 部屋利用／朝食付）、寝台列
車 1泊分（2 名1 部屋利用）、日程表記載の食事・送迎・移動費

◯出発地：成田　◯最少催行人員：8 名様　◯利用航空会社 ： フィンエアー
◯利用予定ホテル：【タリン】パークイン・ラディソンセントラルタリン【ヘル
シンキ】オリジナル・ソコス・ホテル・プレジデンティ【ランタプイスト】ホテ
ルランタプイスト　◯添乗員：同行します。　◯食事条件 ：朝食3回、昼食1回、
夕食 3 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：日程内航空運賃（エコノミークラス）、宿泊代金 3 泊分（2 人1 部屋
利用／朝食付）、日程表記載の食事・送迎・移動費

共通のご注意とご案内 ：■添乗員と現地ガイドﾞは男性になる場合もございます。■添乗員は羽田または成田発に同行いたします。■地方からのご出発、日本国内線手配を
ご希望の方はお問合せください。 ■教会は宗教行事等により外観のみの見学となる場合があります。■現地および輸送機関の事情などにより、やむを得ず日程を変更する場
合がございます。■ツアー代金と共に、日本の空港施設使用料及び現地出国税・空港税等を代行受領させていただきます。■燃油サーチャージが別途必要となります：目安額
24,800 円（2019 年 12 月15 日現在）■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可能性もございます。

※上記日程は，航空会社・現地ツアー会社・現地ホテルの都合により日程の順番の入れ替え等、
変更となることがございます。

※ 1 寝台列車は 3 名1室でお受けできません。その場合は 2 部屋に分かれ個室割増料がかかります。

※上記日程は，航空会社・現地ツアー会社・現地ホテルの都合により日程の順番の入れ替え等、
変更となることがございます。

※ 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、予めご了承ください。
※ サンタクロース村観光は他のツアーと混載となる場合があります。
※ 黄葉の時期は年によって変わります。

●	フィンエアー深夜便利用でお仕事帰りにもご参加できます。

●	ミラーレスまたは一眼レフカメラをお持ちのお客様を対象
とさせていただきます。初心者も大歓迎です。

●	ご参加人数は最大でも12名。女性参加限定！

●	フィンランドとエストニアをコンパクトに満喫

●	フォトグラファーミゾタさんに撮影テクニックを教わりな
がら街歩きと自然を楽しみましょう。

●	おもちゃ箱をひっくり返したようなタリンでは世界遺産旧
市街観光付き

●	フィンエアー利用でヘルシンキまで直行便。
●	ミラーレスまたは一眼レフカメラをお持ちのお客様を対象
とさせていただきます。初心者も大歓迎です。

●	ご参加人数は最大でも12名。女性参加限定！
●	黄葉の季節のフィンランドをコンパクトに満喫
●	フォトグラファーミゾタさんに撮影テクニックを教わりな
がら街歩きと自然を楽しみましょう。

●	ナンバーワンオーロラリゾートサーリセルカでオーロラチャンス	2	夜
●	憧れのサンタクロース村観光付
●	寝台列車サンタクロースエキスプレス乗車

お申し込み・お問い合わせ

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

〒108-0014 
東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル9F

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。
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ツアーコード：FP0237 ツアーコード：FP0238

中世の雰囲気がそのまま残り、
細い通路や坂、塔や丘の上から
眺める景色はどこを切り取って
も絶好の撮影ポイント。

フィンランドでもナンバーワン
オーロラリゾート。国立公園が
目の前にあり自然のスナップも
楽しめます。

定番の市内観光はもちろん、
ショッピングも楽しめます。市
内のフォトストップをたくさんご
案内します。

サンタクロースのふるさと。カ
フェや雑貨、アアルト建築など
みどころたっぷりの北極圏の玄
関口です。

森と海と自然に囲まれたレトロ
モダンな隠れ家リゾートに宿泊
します。ホテル周辺でフィンラ
ンドらしい自然のスナップが可
能です。

ロヴァニエミからヘルシンキま
では約 900km12 時間の列車
の旅。2 階キャビンご希望の方
はお問合せください。
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タリン Saariselkaサーリセルカ

ヘルシンキ Rovaniemiロヴァニエミ

ランタプイスト 寝台列車
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ヘルシンキとタリン街歩き
フォトデイズ6日間

秋のオーロラ
スナップ撮影ツアー6日間

出発日 旅行代金

2020 年
5 月 13 日（水）

339,000円
1 人部屋追加代金：33,000 円

出発日 旅行代金

2020 年
9 月 14 日（月）

379,000円
1 人部屋追加代金：40,000 円

寝台列車お 1 人様利用個室割増料：15,000 円※1

営業日：月～金 9:30～18:00
※日・祝祭日・年末年始はお休みとなります。
※土曜相談会もございますのでお問い合わせください。

TEL : 03-3456-3933
FAX : 03-3456-3922
E-mail : rsv@nordic.co.jp

最新情報は
https://www.nordic.co.jp/

【Twitter】 https://twitter.com/finntour/
【Facebook】 https://www.facebook.com/finntour
【Instagram】 https://www.instagram.com/finntour/

ミゾタユキさん Profile　　　　　　　　　　　
フリーフォトグラファー。猫や動物の他、日常の小さな
情景を作品として撮り続ける。カメラ誌、書籍を中心
にカメラメーカー系の写真教室講師、フォトコンテスト
の審査にも携わる。ムーミンとマリメッコが好きで、プ
ライベートでもフィンランドを何度か訪れ、行くたびにフィ
ンランドの魅力にひかれている。

街歩きと自然を楽しみながらスナップ写真を撮るフォトツアーです。リラッ
クス＆フォトデイズ、ときにはショッピングも♪ゆったりとフィンランドとエ
ストニアの空気を感じてマイペースに過ごして頂きながら、一緒に写真を撮
りたいと思っています。カメラ初心者も大歓迎です☆

こんな方におすすめ
●	 記念写真だけではない他の視点でオシャレな写真が撮りたい
●	 旅スナップを撮るコツを自然と身につけたい
●	 写真を撮りながら、いつでも質問したい
●	 撮りたいイメージを写真にするアドバイスをその場で聞きたい
●	 街スナップ、食べ物、建物、風景、シーンごとに撮影するヒントを得たい
●	 美味しい食事やショッピングも楽しんで旅をしながら写真を撮りたい
●	 最近一眼レフカメラやミラーレスカメラを買った初心者

Tour Point Tour Point

◯×

◯× ◯

◯× ◯

◯◯ ◯

Y.Mizota

Recommended !


