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【旅行企画：実施】株式会社フィンコーポレーション 　【協力】フェールラーベン／ワイエスインターナショナル株式会社　【後援】スウェーデン大使館　スウェーデン観光文化センター

フェールラーベン・クラシックフェールラーベン・クラシックとは
スウェーデン王室御用達のアウトドアブランド「フェールラーベン」

が冠スポンサー務め、2018 年で第 14 回を迎える夏のトレッキングイ

ベント。王様の散歩道という呼び名に相応しく雄大な景色の中を、仲

間や家族、また世界 20 ヵ国以上から集まるトレッカー達と思い思いに

歩きます。タイムを競うものではないので、好きなときに寝て起きて、

食べて、歩き、仲間と語らったり笑ったりすることで日頃の疲れが癒え、

ちっぽけな悩みは吹き飛んでしまいます。上級者は単独でも歩ける難

易度ですが、大会事務局によるエイドケアなどバックアップがあるの

はこの大会中のみ。初級者から安心してご参加いただけます。

旅行企画・実施      観光庁長官登録旅行業第 1394 号

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
（社）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。

　お申し込み・お問い合わせ

●その他：（1）旅行代金はおひとり分を表示していま
す。（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はいた
しません。（3）当社所定の申込書にお客様のローマ
字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパ
スポートに記載されている通りにご記入ください。お
客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発
行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要にな
ります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に
準じて、第 14 項のお客様の交替手数料をいただきま
す。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が
認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。
この場合には第 15 項の当社所定の取消料をいただきま
す。
●当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、
航空会社のマイレージサービスを受けられる場合があ
りますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等
はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。
また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定
であった同サービスが受けられなくなった場合、当社
は第 21 項（1）ならびに第 25 項（1）の責任を負いま
せん。

　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。

●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。旅行条件は、
下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、
出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面
及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によりま
す。
●お申し込み方法と契約の成立時期：当社所定の申込書
に下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金
は旅行代金のお支払いの際差し引かせていただきます。
電話、郵便、FAX その他通信手段でお申し込みの場合、
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。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いたします。
●申込金

●旅行代金のお支払い：旅行代金は、旅行開始日の前日
からさかのぼって 21 日目にあたる日より前に（お申し
込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）お支
払いください。
●取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除
されるときは、以下の取消料を申し受けます。表でい
う「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。（おひとり様）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け
取りお読みください。

区分 申込金（お 1人様）
旅行代金が 50 万円以上 10 万円以上旅行代金まで
旅行代金が 30 万円以上

50 万円未満

5万円以上旅行代金まで

旅行代金が 30 万円未満 3万円以上旅行代金まで

契約解除の日
4/27 ～ 5/6、7/20 ～
8/31、12/20 ～ 1/7
に旅行開始する旅行

左記以外の日に旅
行開始する旅行

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
目にあたるにまで

旅行代金の 10％
（5万円を上限） 無料

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
目にあたるにまで

旅行代金の 20％

●旅行代金に含まれるものは次のとおりです。＊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（特
に表示がないときは、航空機の場合はエコノミークラ
ス、鉄道は普通車を利用します）。＊旅行日程に含まれ
る送迎バス等の代金（空港・駅・埠頭と宿泊場所 / 旅
行日程に「お客様ご負担」と表記してある場合を除き
ます）。＊旅行日程に明示した観光の代金（バス料金・
ガイド料金・入場料）。 ＊旅行日程に明示した宿泊の
代金及び税、サービス料金（パンフレット等に特別の
記載がない限り 2 人部屋に 2 名様の宿泊を基準としま
す）。＊旅行日程に明示した食事の代金及び税、サービ
ス料金。＊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。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ください。な
お、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は
運送機関への運送委託手続きを代行するものです）。＊
添乗員同行コースの添乗員費用。＊添乗員同行コース
の場合の団体行動中のチ ップ。これらの費用はお客様
のご都合により、一部利用されなくても原則として払
い戻しはいたしません。
●旅行代金に含まれないもの：前項のほかは旅行代金に
含まれません。
　　＊超過手荷物料金（特定の重量、容量、個数を超え
る分について）。＊クリーニング代、電報電話料、ホテ
ルのボーイ、メイド等に対する心付けその他の追加飲食
等、個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
＊渡航手続関係諸費用（旅券印紙代、査証料、予防接
種料金、渡航手続代行料金）。＊ご希望者のみご参加さ
れるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の代金。
＊お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。＊空港・
ホテル・駅・港等でのポーター料。＊任意の旅行傷害
保険料　＊日本国内の空港施設使用料。＊日本国内に
おける自宅から発着空港等集合、解散地点までの交通
費、及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊
費。＊旅行日程中の空港税等（日本国内通行税を含む）。
この旅行代金は 2017 年 5 月 1 日現在有効なものとし
て公示されている運賃・規則又は、認可申請中の航空
運賃・適用規則を基準として算出しています。

契約解除の日
4/27 ～ 5/6、7/20 ～
8/31、12/20 ～ 1/7
に旅行開始する旅行

左記以外の日に旅
行開始する旅行

旅行開始の 2日前～当日 旅行代金の 50％
旅行開始後または無連絡
不参加 旅行代金の 100％

当社は、旅行申し込みの際にご提出いただいた
申込書に記載された個人情報について、お客
様との間の連絡のために利用させていただく
ほか、お客様がお申し込みいただいた旅行に
おいて、運送・宿泊機関等の提供するサービ
スの手配及び、それらのサービスの受領や手
続に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、当社では、（1）商品やサービス、キャンペー
ンのご案内　（2）旅行参加後のご意見やご感想の
提供のお願い　（3）アンケートのお願い　（4）特
典サービスの提供　（5）統計資料の作成等で、お
客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。

※当社は将来、以上の方針を改定する事があり
ます。その場合は、当社ホームページ（https://
www.nordic.co.jp/）上でご案内いたします。また、
プライバシーポリシーや個人情報取扱管理者につ
きましても、当社ホームページをご覧ください。

個人情報の取扱いについて

　ご旅行条件（要約） 世界一美しいトレッキング　9日間
2018年 8月 16日 ( 木 ) 成田発　添乗員同行

348,000 エコノミークラス利用

燃油サーチャージ別（目安：22,800円）

【旅行条件】
●利用予定航空会社：　スカンジナビア航空
●利用予定ホテル：　（ストックホルム）クオリティ・アーランダ、ラディソン・アー
ランディア、クラリオン・アーランダ　（キルナ）リパン　（アビスコ）アビスコツー
リストステーション
●添乗員：　同行します　●座席クラス：   エコノミークラス
●食事：　朝食 3回、昼食０回、夕食 0回（機内食は除く）
●最少催行人員：　4名様　●旅行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）、ホテル宿泊代金3泊分（2人1部屋利用）、日程表記載の送迎、トレッ
キングエントリーフィー

【ご案内とご注意】
●フェールラーベン・クラシック参加中の宿泊は各自のテント泊となります。また携行
食料はイベント主催者より支給があります。
●トレッキングは添乗員がリーダーとしてペース配分に配慮し、参加者の安全を第一と
します。
●フェールラーベン・クラシックへのご参加につきましては、必ず事前にトレーニング
に努めてください。装備の重量は個人の体力に応じてアレンジしてください。充分な
装備、健康管理、海外旅行傷害保険のご加入をお勧めします。
●現地及び運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。

【空港税】※ 2018 年 2月 2日現在の為替レート

日本

SW 施設利用料

成田空港 2,090 円

旅客保安サービス 520 円

成田空港（国内線） 440 円

スウェーデン 現地通貨額 日本円目安額

YA
保安税（国際線・出発） 156SEK 2,184 円

保安税（国内線・出発） 115SEK 1,610 円

XS 国内線付加価値税 　　券面の 6％

デンマーク 現地通貨額 日本円目安額

ZO

旅客サービス料（国際線・乗継） 113DKK 2,147 円

旅客サービス料（国内線・出発） 176DKK 3,344 円

旅客サービス料（国際線・乗継） 176DKK 3,344 円

※ツアー代金とともに日本出発時の空港
施設使用料及び現地出国税、空港税、
燃油サーチャージ等を代行受領させて
いただきます。

最新情報は https://www.nordic.co.jp/https://www.nordic.co.jp/

Fax : 03-3456-3922Fax : 03-3456-3922　E-mail : rsv@nordic.co.jpE-mail : rsv@nordic.co.jp
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。

03-3456-393303-3456-3933

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

円

王様の散歩道（クングスレーデン）を歩く

ツアー特典 !!ツアー特典 !!
ご参加の皆さま全員に、ご参加の皆さま全員に、

フェールラーベン商品の購入に利用できるフェールラーベン商品の購入に利用できる

【ご利用優待割引券】【ご利用優待割引券】
をプレゼント !!をプレゼント !!



2018 年 8 月 16 日 ( 木 ) 成田発 【ツアーコード】FP0047

旅 行 代 金 348,000 早割：10,000円割引
燃油サーチャージ別（目安額：22,800円） ※ 1組につき 1名様まで、ご契約成立の順

で 4名様まで、5/7 までに旅行申込手続
を完了した場合に限ります。1 人部屋追加代金（3泊）：17,000円

スケジュール

1
日目

8/16
（木）

成田発【午前】　　　乗継　　　ストックホルム着
空路、乗継にてストックホルムへ。
到着後、空港近郊のホテルへ。

【宿泊：ストックホルム  / 食事：朝 ×　昼 機内　夜 ×】

2
日目

8/17
（金）

ストックホルム【朝】　　　キールナ　
空路、キールナへ。到着後、送迎バスにてホテルへ。（約 15 分）
添乗員を伴って、大会参加の最終登録手続きを行います。

【宿泊：キールナ / 食事：朝 〇　昼 ×　夜 ×】

3
日目

8/18
（土）

キールナ【午前】　　　ニッカルオクタ
送迎バスにてトレッキングスタートのニッカルオクタ山小屋へ
（約 1時間）。添乗員を伴って、スタート登録手続き。
参加者との最終打ち合わせ。

フェールラーベン・クラシック 2018　1 日目
プラン例：休憩しながら慣らし運転。目安はケブネカイセ山小
屋＆チェックポイントより先の 20 数キロ地点付近。
（日の入り：21 時 20 分頃）

【宿泊：テント / 食事：朝 〇　出発後は自炊】

4
日目

8/19
（日）

フェールラーベン・クラシック 2018　2 日目
プラン例：9時間程度（9~18 時）で目指すは 20 数キロ先のセ
ルカ山小屋＆チェックポイント地点。

【宿泊：テント / 食事：自炊】

5
日目

8/20
（月）

フェールラーベン・クラシック　3 日目
プラン例：9時間程度（9~18 時）で目指すは 25 キロ強のトレッ
キング。目標はアレスヤウレ山小屋＆チェックポイント付近。

【宿泊：テント / 食事：自炊】

6
日目

8/21
（火）

フェールラーベン・クラシック　4 日目
プラン例：9時間程度（9~18 時）で 18 キロ先のキエロンチェッ
クポイントまで。

【宿泊：テント / 食事：自炊】

7
日目

8/22
（水）

フェールラーベン・クラシック　5 日目（最終日）
プラン例：残り 20 キロ弱。夕方までにゴールできればOK！
翌日の出発に備えて準備。

【宿泊：アビスコ / 食事：自炊またはゴール後ホテルで自費】

8
日目

8/23
（木）

アビスコ【朝】　　 キールナ【朝】　　　乗継
アビスコより専用車でキールナ空港へ。
空路、乗継で帰国の途へ。

【宿泊：機内 / 食事：朝 〇　昼 ×　夜 機内】

9
日目
8/24
（金）

　　成田【午前】
【食事：朝 機内　昼 ×　夜 ×】

※上記スケジュールは、現地事情や荒天、航空機等の事由により変更となる場合がございます。

※マークのご案内　　　　飛行機　　　　　バス　　　　トレッキング
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フェールラーベン・クラシック・スウェーデン 2018フェールラーベン・クラシック・スウェーデン 2018
世界一美しいトレッキング　9日間　（添乗員同行）

円

もともとこのツアーについては全く知りませんでしたが、友人に誘わ

れて、色々と調べているうちに強く惹かれていきました。フィンツアー

さんの説明会に参加して、実際の写真や映像を見て、添乗員さんの話

を聞いて、「参加しない理由が見当たらない！」と思い、受付開始後に

すぐに申し込みをしました。普段は、日本の山で登山をしていますが、

未経験の領域であるロングトレイルと世界で最も美しいと言われるそのルートに期待

に胸を膨らませて向かいました。日本では決して見ることのできない壮大な景色と、

進むにつれて変化していく自然の中でのトレッキング生活は、想像をはるかに超えて

充実したものでした。あの 5日間は一生の思い出になるだろうと 1年経った今でもそ

う確信しています。壮大な景観、雑音の一切無い贅沢な時の流れを一緒に感じること

で、仲間の絆が更に深まるという過去のツアーレポートは、ゴールしてから日に日に

強く思うようになりました。次回歩く機会があれば、大切な人と歩いてみたいです。

Kungsleden
              - 王様の散歩道 -

Photo: Mikael Jonsson / imagebank.sweden.se

ツアー説明会
ツアーの魅力はもちろん、トレイルの難度や持参する道具な
ど、ツアー参加をご検討中のお客様に向けたツアー説明会を、
数回にわたり実際にツアーに同行したスタッフがご説明いた
します。開催日程等の詳細はＱＲコードよりご確認ください。

2016 年のフィンツアー参加者さんのホームページの動画を見て、フェー

ルラーベンクラシックに興味を持ちました。最初は４泊５日歩き続ける

ということに多少の不安もありましたが、実際に歩いてみると、一歩一

歩自分の置かれている状況に幸せを噛みしめながら５日間歩くことがで

きました。ゴールが近くなった時にはこのまま時が止まってくれないか

と思うほどでした。「必ずまたこの景色の中を歩きたい。」本当にそう思わせる、何物

にも代えがたい経験をさせてもらうことができました。 

岡村様
2017 年
参加

Y・K様
2017 年
参加

ツアーご参加者の声

バックパック 40 ～ 60L、　テント、寝袋、ガスコンロ （ガスは現地支給）
コッフェル 1L 未満のもの、トレッキングシューズ、水筒 （0.5L 程度）、
レインジャケット、パンツ、フリースまたはウィンドブレーカー、
虫よけスプレー、蚊取り線香、トイレットペーパー、
絆創膏などのファーストエイド、など。

フィンツアーの添乗員の方の「人生観が変わりました！」
という言葉に導かれて参加しました。登山経験もなく小学
生の子連れ、しかもトレーニングもしないまま出発の日を
迎え不安がありましたが、高低差がないためか思ったより
も楽に歩くことができました。
見渡す限りの大自然を黙々と歩く。大地、空、風と言葉
にならない会話を楽しむことがこれほど幸せなことだと
は！子どもたちにとっても、自主性や責任感そして自信が
芽生えた忘れられない旅となりました。

～忘れられない旅に～　スウェーデン大使館 広報部　ヨハンソン 弘美 様

スカンジナビア半島を縦断するスカンジナビア山脈の北部にある、スウェーデンで最も長
く、そして有名なトレッキングトレイルです。その全長は約 400KMにもおよび、そのほとん
どが北緯 66 度 33 分以北の北極圏に位置します。

最高地点は 1150Mでありながらも緯度が高いために日本では登山をしないと遭遇できな
いような森林限界の景色がすぐそこに広がります。夏のこの時期は日照がとても長く、また
寒さ厳しい冬とは異なり、北極圏という言葉からイメージされるよりはるかに快適で、贅沢
な時間の使い方ができるものこの時期ならでは。年によっては日中は半袖になることもあり、
また野生のベリーや樹木のある地帯では葉が色付く季節でもあります。

半ば観光地化された国立公園の整備されたトレイルとは異なりますが、氷河によって削ら
れたなだらかなそのトレイルは、あまりに都会の生活に慣れてしまった私たちが、夏の思い
出づくりに自然に回帰するにはちょうどよく冒険心をくすぐってきます。

2016 年、当時小学生の娘 2人。
撮影：ヨハンソン弘美

重くない・辛くない・痛くない

苦労のご褒美に景色や達成感を味わう登山も良
いですが、王様の散歩道では従来の不安要素か
ら少しだけ解放されます。そのひとつは水。天
然で清潔な水場が豊富にあるので、背負う飲料
水は 500ML 程度で十分。バックパック全体の
重さも 10 数キロ。急な登りや下りはほぼない
ので足腰への負担は登山の比ではありません。
どこからともなく笑い声が聞こえてくる。それ
につられて自分も思わずニッコリ。そんなトレ
イルです。

脱ピークハント
歩くことを楽しむという発想
110KM のロングトレイルと聞いて「私には無
理！」は早合点。約 20KM歩いて撮ったこの笑
顔がその証拠です。夜の 8時を過ぎてもこの明
るさでうっかり夜更かし？翌朝は普段よりも遅
めの 8時に起床。最高の景色を眺めつつ朝ごは
んをいただきます。

テントはどこに貼っても OK!?
きっと日本でのキャンプ経験者には信じられな
いと思いますが、テントは原則どこに張っても
構いません。日本のように禁止エリアの中に狭
い許可エリアが設置されているのとは全く逆の
発想で、全部が許可エリア（一部が禁止区域も
あり）。あまりの選択肢の多さに最初はどこに
設置するか迷ってしまうほどですが、テントの
ジッパーを開けたらまるで高級絵画を観ている
かのような、あなたのお気に入り場所を見つけ
てください。

主な装備

中・南欧の夏休み期間にあたるこの時期は、

家族で北欧のトレイルを歩いている姿も見か

けます。北欧に根付く自然享受権について実

体験を伴って得たものはきっと生涯に渡って

の宝物になるに違いありません。

また現地の携帯電話さえ電波の届かない地域

ゆえに、スマホ依存からプチ断スマホと称し

て会社との連絡を絶つ人も！？

完全に整備はされてはいないものの、道なき

道を鉈で枝木を払いながら進む訳でもありま

せん。大きな水溜りには木道がかけられ、川

には橋が架けられています。害獣はおらず偶

に遭遇するトナカイの群れに心を癒されるこ

ともしばしば。しかし、年の気候と天気によっ

てルートのごく一部で北極圏名物の蚊が発生

していることもあります。

　　　　　　　　　同行添乗員より

週に 5日は大好きな居酒屋へ通い、週
末はひたすら寝る堕落した生活を続け
ること約 10 年。特にトレーニングをす
ることなくはじめてフェールラーベン
クラシックに挑んだ 2012 年は私にとっ
て転機となった年でした。

110KMを歩く道中はとにかく考えにふけり、また
今後の自分についてや仕事のことなどを考えなが
ら歩いたことを思い出します。

その結果、悩みは吹き飛び、仕事とはいえ心が洗
われたような気分で帰国した年から 6年が経ちま
した。

あれから物の考え方、捉え方、人との接し方、様々
なことが変り、ひとりでも多くの人に参加しても
らいたいという気持ちになりました。

2013 年、2016 年、2017 年の全 4回を歩いていろ
いろと失敗もしましたが、それら全てを参加され
る皆さまと共有し、はじめての参加でも失敗しな
いようにお手伝いができればと思っております。

酷暑の日本から涼しく快適な北欧へ、特に日頃忙
しくお疲れの方に、心と体のリフレッシュを兼ね
て参加をお勧めしたいです。

分からないことがあれば何でも聞いてください！

安形（あがた）　純一
北欧旅行フィンツアー社員。
1976 年生まれ。

フェールラーベン製品写真提供： ワイエスインターナショナル株式会社

大会にはルールによって定められている必須の装備があります。それは大会のコ
ンセプトでもある、寝泊りをし、道中の景色や会話、食事も楽しむため。もちろ
ん充分な容量のバックパックも必須です。下記は装備の中でも重要なアイテム。
新規の購入に困ることがあれば、遠慮なく当社にご相談ください。


