
夏至ツアー
2019 年 6 月 12 日（水）発
7 日間 /399,000 円
（燃油サーチャージ目安額：35,000 円）

Pick Up Poin
ts !

＊ムーミン・キャラクターズ社オフィス　特別訪問

＊本場フィンランドのムーミンワールド＆ムーミン美術館

＊ムーミン研究家・森下圭子さんと行く灯台の島

＊サウナ、たき火、とっておきの森でファーム体験 © Moomin Characters ™

PEIKKO（ペイッコ）はムーミングッズの
品ぞろえ日本一を誇る国内唯一の公式
オンラインショップです。
ムーミン専門店ならではのムーミンフ
ァン目線を意識した企画を行っていま
す。

アンテナショップ（実店舗）
住所：東京都墨田区亀沢4-8-6（東端2戸目）
営業時間：11：00～20：30（定休日無）

お申し込み・お問い合わせ

企画

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。 、
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。

この旅行の契約に関し

イベント開催、旅行説明会、土曜旅行相談会　開催日等の最新情報はウェブをご覧ください。

https://www.nordic.co.jp/
https://twitter.com/finntour/ https://www.facebook.com/finntour

企画旅行条件書(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ください。
●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。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。

区分 申込金（お一人様）
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　　

●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）

●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 2019 年 2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。

●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。

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
たる日まで

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
たる日まで

旅行代金の20％

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（前々日）～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％

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。

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。

）2（　内案ごのンーペンャキ、スビーサや品商）1（、はで社当、たま
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（http://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

村岡章冶

http://www.peikko-moomin.jp/fs/peikko/c/moomin

ムーミン公式オンラインショップ

(ペイッコ）

※画像は
イメージです。

ツアー限定てのひらサイズぬいぐるみ
“旅するリュックVer.” スナフキンプレゼント

◎最少催行人員／15名　
◎添乗員の有無／成田発に同行、名古屋・関空・福岡発は１日目ヘルシンキ到着から6日目ヘル
　シンキ空港までご案内いたします。
◎利用予定航空会社／フィンエアー
◎発着地／成田・関空・名古屋・福岡（出発のみ）
◎座席クラス／エコノミークラス
◎食事／朝食5 回、昼食2 回、夕食3 回（機内食は除く）
◎利用予定ホテル／《ヘルシンキ》ソコスヴァークナ《タンペレ》ソコストルニ《ナーンタリ》ナーンタ
　リスパ
《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 5 泊分（2 人 1 部屋使用／朝食つき）、
日程表内記載の送迎・移動・入場券
《ご注意とご案内》
・2日目のソーダーシャール島へは、荒天などにより海の危険が伴う場合には、やむを得ず
  中止する場合がございます。
・原則として全日程のご参加にて承ります。
・ 満席になり次第締め切ります、お問い合わせいただいた時点で完売の場合もございますので
  予めご了承ください。
・ 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。
・ ツアー代金とともに、燃油サーチャージ、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。

旅行条件 【ツアーコード：FP0600】 

O f f  i c
i a l  M o o m i n  T o u r

オフィシャル

ムーミンツアー
『ずっと会いたかった、
　　　　フィンランドのムーミン』

■時間の
めやす表 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00

国内線乗り継ぎ便ご利用追加代金
( 日本発着24時間以内 / 片道あたり)

日本発着長距離国際線お座席
アップグレード ( 片道あたり) 燃料サーチャージ(2019年2月1日現在)



‥ 旅を彩る♪人気のオプション ‥

この時期、日照時間が最も長くなる夏至の
フィンランド。ムーミンワールドなどファン
にとって欠かせない定番スポットのほか、物
語の舞台となったと言われる灯台の島への上
陸、ムーミン谷を思わせる森でのたき火やサ
ウナなどフィンランドの自然にも触れること
ができる盛りだくさんのプログラムをご用意
しました。一番の目玉はムーミン・キャラク
ターズ社オフィスへの訪問！ムーミンと北欧
に関わる方々や現地でお迎えしてくださる
方々の協力により実現したムーミンファンに
とってたまらなく贅沢な7日間です。

▼ムーミン・キャラクターズ社オフィス

ムーミン・キャラクターズ社は世界的な人気者であるムーミ
ンを守り支えている会社。普段、一般の方は立ち入ることのな
いこの場所に皆様を特別ご招待！ムーミングッズが誕生した
1950年代からの貴重なものから、現在販売されているもの
まで、数々のムーミングッズが展示されているオフィスは
圧巻です。

▼ムーミン美術館

ムーミンの作者トーベ・ヤンソンがタンペレ美術
館に寄贈したムーミンの原画をはじめとする作品
数は 2,000 点ほど。ムーミン美術館はその貴重な
作品が展示されているほか、体感型の美術館とし
ても人気です。門外不出と言われる立体作品の
数々もここで鑑賞することができます。

▲フィンランドの森で、ムーミンの世界を感じる体験を

▲「ムーミンパパ海へ行く」の舞台といわれるソーダーシャールの灯台

▲ムーミンのテーマパーク「ムーミンワールド」

‥ スケジュール / 宿泊地 ‥

「ムーミン」視点で旅する
フィンランド！

ムーミン研究家の
森下圭子さんが
2、3、4日目にご案内！

ナーンタリ・スパ ホテルにあるムーミンづくしの特別ルーム。部屋の中の壁、
ベッドカバーやタオル、カップもムーミン柄。ムーミンワールドで遊んだ日は
お部屋でもムーミンたちに囲まれて過ごせるスペシャルな時間を！
オフィシャルムーミンツアーだけ！お部屋にはプレゼントをご用意いたします。
《アップグレード追加料金》
ツイン 20,000円、シングル 25,000円（2泊 /お 1人様あたり）

‥ムーミンルームへグレードアップ！　3部屋限定

＊ ムーミン・キャラクターズ社特別訪問

＊ ムーミン研究家森下圭子さんの特別ガイド

＊ 小説の舞台になった灯台の島へ

＊ ムーミンワールドをたっぷり楽しめる滞在時間

＊ ムーミン美術館での鑑賞とランチ

＊ とっておきのファームで過ごすフィンランドの森

＊ フィンランド式サウナ体験等のアクティビティ

オフィシャルツアーならではの

充実のプログラム

現在は翻訳や通訳のほか取材や視察のコーディネートを
する傍ら、連載などでフィンランドのレポートも。
主な翻訳に『ぶた』『アキ・カウリスマキ』『トーベ・ヤ
ンソン -仕事、愛、ムーミン -』（共訳）、マクドナルド
オリジナルのムーミン絵本（全 6冊）、ミイのおはなし
えほんシリーズ、著書に『フィンランドのおじさんにな
る方法』など。映画『かもめ食堂』ではアソシエート・
プロデューサーを務める。

『ムーミン公式サイト』　フィンランドムーミン便り
http://moomin.co.jp/finland

『ほぼ日刊イトイ新聞』「トーベヤンソンの人生を、ぼく
たちはもう一度生きる。」
http://www.1101.com/tove_jansson/index.html

‥デザイン雑貨めぐり（昼食付）

7 成田・関空・名古屋着【午前】

森下圭子
（Keiko Morishita-Hiltunen）

1969 年生まれ。
ムーミン研究のため、1994 年
秋にフィンランドに渡る。
現在ヘルシンキ在住。

《持ち物のご注意》
2日目、4日目はムーミンパパやスナフキンの冒険家気分で楽しみましょう。防風のアウトドアジャケット
や防水の少し厚手のウィンドブレーカー、寒い日に備えフリースの用意があると安心です。靴はスニーカー
があるとよいでしょう。

※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。
※2日目のムーミンパパが向かう灯台のモデルと言われているソーダーシャール島へは、荒天などにより海
の危険が伴う場合には、やむを得ず中止する場合がございます。

2019 年 6 月 12 日（水）発

35,000 円
（2019 年 2月 1日現在）

出発日

燃油サーチャージ目安額

399,000 円

46,000 円

旅行代金

1人部屋追加代金（5泊）

～過去に参加されたお客様より～
＊同じルートの旅行は他でもできるかもしれませんが、出会える人や聞けるお話はオフィシャル
　だけです。オフィシャルならではの旅をぜひ！（20代女性）
＊新婚旅行で利用しました。元々は奥さんの希望での参加でしたが、この旅行を通してよりムー
　ミンファンになりました。ムーミン以外にもいろいろ盛りだくさんなので、退屈しませんで
　した。（30代男性）
＊1人での参加でもとても楽しめます。ムーミン大好きな方ばかりなので心強いです。（40代女性）
＊このツアーに参加して、フィンランドがムーミン谷なんだ、ムーミンの世界そのままなんだ
　と感銘を受けました。こんなに自然が美しいと感じたことは、今までありませんでした。穏
　やかに流れる空気、音。こんなにも、生きているのが心地よく感じられる世界があるんだと、
　驚きました。自分が、ムーミン谷の住人になったような忘れられない思い出になりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30代女性）

※一部抜粋

‥ 参加者の声 ‥

Photo: Visit Tampere_ Jari Kuusenaho

〈機内泊〉

6 午前中フリータイム、ムーミンワールドへもう一度訪れることもできます。
専用車にてヘルシンキ空港へ。
空路、直行便にてご帰国へ。

ナーンタリ【午前】　　 ヘルシンキ【午後】

北欧雑貨のとっておきをさがして、『マリ
メッコ・ファクトリーショップ』、『アラビ
アデザインセンター』へご案内いたします。
‥ 14,000円（6名催行/約4時間）

〈ヘルシンキ泊〉

1
成田・関空・名古屋・福岡発【午前】　　ヘルシンキ【午後】
空路、フィンエアー直行便にてヘルシンキへ。
市内観光（ヘルシンキ大聖堂、マーケット広場）をしながらホテルへ。
着後、ムーミンショップなどショッピングエリアをご案内します。

〈ヘルシンキ泊〉

2 午前中フリータイム。
さぁ、ソーダーシャール島へ。ムーミンパパのように冒険に行きましょう。
灯台の中や海と島々の景色を眺めたり、自分だけの居場所を探してひとり散策して
みたり、ムーミンのお話を想像しながら過ごします。
お腹がすいたらコーヒーで温まりましょう。

ヘルシンキ滞在　【森下さんご案内】
『海で冒険・パパの灯台へ』

〈ナーンタリ泊〉

5 ムーミン谷の仲間の待つムーミンワールドへご案内いたします。
お好きなだけムーミンワールドで遊びましょう。
海と太陽のリゾート地ナーンタリの街の散策や、お買い物も楽しみです。
お夕食はご一緒に、楽しかったムーミンの旅をしめくくるフェアウェルディナーです。

ナーンタリ滞在
『ムーミンワールドで遊びましょう』

〈ナーンタリ泊〉

4

タンペレ【午前】　　ナーンタリ【午後】【森下さんご案内】
『ムーミン美術館』『スナフキン気分で森へ』

ムーミン美術館へご案内いたします。
新しい美術館ではムーミンを題材にした作品が、内容・数ともにこれまでのムーミン谷
博物館以上のボリュームで展示されています。トーベ・ヤンソンの数多くの原画、トゥー
リッキ・ピエティラによる立体模型、さらにライブラリーやショップも併設されています。
昼食後、ナーンタリへ向け出発します。
お泊まりはムーミンワールドまで徒歩圏内のナーンタリ・スパ ホテルです。
夕方からはとっておきのファーム体験をお楽しみください。
焚き火でソーセージを焼いたり、やかんコーヒーを飲んだり、スモークサウナの体験な
どフィンランドらしい夜をアウトドアの森の中で過ごしましょう。
♪オプション『ムーミンルームへグレードアップ（3室限定）』
ナーンタリ・スパホテルにあるムーミンづくしの特別ルーム。部屋の中の壁、ベッド
カバーやタオル、カップもムーミン柄。ムーミンワールドで遊んだ日は、お部屋でもムー
ミンたちに囲まれて過ごせるスペシャルな時間、お部屋にはプレゼントも！
《アップグレード追加料金》
ツイン 20,000 円、シングル 25,000 円（2泊 /お一人様あたり）

〈タンペレ泊〉

3

ムーミン・キャラクターズ社を特別訪問、世界中の珍しいムーミングッズの展示など
をご覧いただきます。
ヘルシンキ美術館 HAMのトーベ・ヤンソンギャラリーを訪れた後、夕方までフリー
タイム。
思い思いのご滞在をお楽しみください。

北欧雑貨のとっておきをさがして、『マリメッコ・ファクトリーショップ』『アラビア
デザインセンター』へご案内いたします。14,000 円（6名催行 /約 4時間）
夕方から、ムーミン美術館のあるタンペレへ。

ヘルシンキ【夕刻】　　 タンペレ【夜】【森下さんご案内】
『ムーミン・キャラクターズ社訪問』『ヘルシンキ美術館 HAM』

♪オプショナルツアー【デザイン雑貨めぐり（昼食付）】

ムーミン公式オンラインショップPEIKKOと
北欧旅行専門のフィンツアーがお届けする国内唯一のムーミン公式ツアー！
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