ムーミン出版 70 周年
ちょっとディープなスペシャル企画

ムーミンを訪ねてフィンランドの旅 ８日間
2015 年６月 13 日（土）発

438,000 円（燃油サーチャージ含む）
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ムーミン研究家の森下さんが
2.3.4.5 日目ご案内します！
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
ランドへ渡る、現在ヘルシンキ在住。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』
『ぼくは王さま』
『ムーミンのさがしもの』『ちびのミイがやってきた』
『トーベ・ヤンソン 愛、仕事、ムーミン』
（共訳）
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/2015-03-04.html

ムーミンワールドたっぷり
ムーミン谷の仲間の待つムーミンワール
ドへ。エンマ劇場でのショーを見たり、オ
リジナルグッズが買えるお店やオリジナ
ルの消印を押してもらえる郵便局、ミイの
キャンディーショップもありますよ。檻の
中のスティンキーやテントの前のスナフ
キンにも会えるかな？
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ソーダーシャールの灯台
『 ムーミンパ パ 海
へ行く』の小説で、
ムーミン一家が灯
台へ向かったよう
に港から船で灯台
の島 へ行きましょ
う。小さな島が点々
と海に浮かぶ中で
のんびり冒険家気
分で 島 を 散 策、灯
台の中を見せても
ら っ た り、島 の 自
然やムーミンのお
話を伺ったり、寒く
なったらコーヒーで
温まりましょう。

ムーミンキャラクターズ社を
特別訪問
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
社です、普段は一般の方の立入りは出来
ませんが、日本からのムーミンファンの皆
様ということで特別にお招きをいただい
ています。世界中の珍しいムーミングッズ
の展示をご覧いただいたり、トーベさん
の姪ソフィア・ヤンソンさんからは思い出
のエピソードが聞けるかもしれません。

ムーミンが現れそうな森で、
昔のフィンランドに触れる

ムーミン谷博物館
ムーミンの原画やミニ
チュアのムーミン屋敷
などの珍しい立体作品

とっておきのファーム体験

を鑑賞しましょう。
博 物 館 オリジナル の
図録やポスターなども
入手できます。ムーミンの世界をじっくり
楽しんで。

トーベ・ヤンソンによる
室内装飾を眺めながらの昼食
壁面と天 井いっぱ
いにトーベ・ヤンソ
ンによる装 飾がほ
どこされた大 変 貴
重な空間、ヒルトン・カラストヤトルッパホ
テルのバンケットルームを特別貸しきり
で贅沢なひとときを演出します。
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ムーミンが物語として生まれてから70 年。
そのころのフィンランドの景色が残ってい
る森へご案内いたします。
物語の時代の暮
らしを体験したり、
ムーミンたちのように森
を冒険したりして過ごしましょう。

ムーミンショップと
フィンレイソンでお買い物
今年はムーミン出版70 周年のスペシャル
グッズがいろいろ！アラビアの食器や記
念マグ、カトラリー、フィンレイソンのテキ
スタイルなど、おなじみのムーミングッズ
に加えて、最新グッズが豊富に揃っていま
す。お気に入りを見つけましょう。

フィンランドらしい森と人なつっこいブタ
や羊などに囲まれたファームでムーミン
の世界になりきりましょう
スナフキンな雰囲気で焚き火を囲んで
ソーセージを焼いたり、スモークサウナに
入ったり、ちょっとワイルドに楽しみます。

スケジュール／宿泊地
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成田・関空・名古屋発【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（テンペリアウキオ教会、ヘルシンキ大聖堂、マーケット広場）
を観光しながらホテルへ。
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〉
ヘルシンキ滞在 『海で冒険・パパの灯台へ』【森下さんご案内】
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。
灯台の中を見せてもらったり、島の自然やムーミンのお話を伺ったり、お
腹がすいたら軽食とコーヒーで温まりましょう。

〈ヘルシンキ泊〉

3

ヘルシンキ滞在 【森下さんご案内】
『ムーミンキャラクターズ社訪問・トーベ・ヤンソンの壁画見学』
ムーミンキャラクターズ社を特別訪問、トーベ・ヤンソンの姪ソフィアさ
んの特別ご招待です。
昼食は、トーベ・ヤンソンによる室内装飾の特別室にてお召し上がりください。
午後はフリータイムで、思い思いのご滞在を。
♪オプショナルツアー①、②
〈ヘルシンキ泊〉
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ヘルシンキ【午前】タンペレ【夜】【森下さんご案内】
『ムーミンが現れそうな森で、昔のフィンランドに触れる』
ムーミンが物語として生まれてから 70 年。そのころのフィンランドの景
色が残っている森へご案内いたします。物語の時代の暮らしを体験したり、
ムーミンたちのように森を冒険したりして過ごしましょう。
１日をたっぷり森で過ごしたあと、タンペレへ向かいます。

〈タンペレ泊〉
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タンペレ【午前】ナーンタリ【午後】【森下さんご案内】
『ムーミン谷博物館』
フィンレイソン工場跡地のショップやムーミン谷博物館にご案内いたします。
ムーミン谷博物館では、トーベ・ヤンソンの原画やミニチュアのムーミン屋
敷、ショップでのお買い物もお楽しみください。
午後ナーンタリへ向け出発します。
お泊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。
『スナフキン気分で森へ』
夕方からはとっておきのファーム体験をお楽しみいただきます。
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
ナなどフィンランドらしい夜をアウトドアの森の中ですごしましょう。
♪オプション『ムーミンルームへグレードアップ』

〈ナーンタリ泊〉
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ナーンタリ滞在 『ムーミンワールドで遊びましょう』
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。
〈ナーンタリ泊〉
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ナーンタリ・スパにムーミンづくしの特別室が出来ました！お部屋の中の
ベッドカバーもタオルもコップもムーミン柄、壁にはムーミン谷の仲間た
ち、そしてランプシェードもミイのタマネギ頭型です！ムーミンワールドで
思いきり遊んだ日はお部屋でもムーミンたちに囲まれてすごしましょう♪

アップグレード追加代金：
ツイン 18,000 円、シングル 30,000 円（2 泊／お1 人様あたり）

オプショナルツアーを楽しもう！
♪①「ARABIA 工場見学とマリメッコ
ファクトリーショップでお買い物」
人 気 の ム ー ミ ン のARABIA マ グ カ ッ プ、
ARABIA・iittala 製品の工場へ見学に参ります。
ファクトリーショップならARABIA もマリメッ
コもお得なお買い物が出来るでしょう。
14,000 円（4 名催行／約4 時間）

♪②「カフェスオミでお夕食」
映画「かもめ食堂」の撮影を行ったお店
です。優しい味のフィンランド家庭料理
をご賞味ください。3,000 円（2 名催行）

出発日

旅行代金（燃油サーチャージ含む）

2015 年 6 月 13 日（土）発
1 人部屋追加代金

438,000 円
52,000 円

【ツアーコード：FP0600】

◎最少催行人員／10名様 ◎添乗員の有無／成田発に同行、関空・名古屋発は1日目ヘルシンキ到
着から7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 ◎座席クラス／エコノミークラス
◎食事／朝食6回、昼食3回、夕食2回（機内食は除く）
◎利用予定ホテル／＜ヘルシンキ＞プレジデンティ、ヴァークナ、ソコスヘルシンキ、
ラディソンBLUシーサイド、ホリデーイン ＜タンペレ＞イルヴェス、スカンディック、クムルス
＜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６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》

フィンツアー
オススメ！



※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い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。
持ち物のご注意
2 日目・4 日目・5 日目は、スナフキンやムーミンパパ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。

旅行条件

ン

（3 部屋限定）
♪「ムーミンルームへグレードアップ」

ナーンタリ【午前】トゥルク（乗り継ぎ）
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。
専用車にてトゥルク空港へ。
空路、ヘルシンキ乗継ぎにてご帰国へ。
〈機内泊〉
成田・関空・名古屋着【午前】

ョ

・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。
・原則として全行程のご参加にて承ります。
・満席になり次第締切ります、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、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。

2015 年7 月10 日（金）発

『ムーミンを訪ねてフィンランド
物語の原点の旅 ８日間』
作者トーベ・ヤンソンが幼少の頃から毎
夏をすごした地へ、
物語の生まれた原点
を求めて旅します。

2016 年2 月

企画中

『ムーミンを訪ねて
フィンランド オーロラの旅 ８日間』
2 月に少しだけ冬眠から目を覚ました
ムーミンのように、
冬の世界を旅します。
© Moomin Characters ™ Theme Park created by Dennis Livson
© Moomin Characters ™

空港税（2015 年 3 月 15 日現在）
成田国際空港
日本

SW
OI

2,610 円

羽田空港

空港使用料
旅客保安サービル料

290 円

関西国際空港

3,040 円

中部国際空港（国際線）

2,570 円

（国内線）
FI
フィン
ランド

旅客サービス料（国際線）

310 円

8.8 ユーロ

1,210 円
700 円

WL

旅客サービス料（国際線・乗継）

5.1 ユーロ

QU

旅客サービス料（国内線）

5.5 ユーロ

760 円

DQ

保安料（国際線・国内線）

4.7 ユーロ

650 円

ZX

通行料（国内線）

4.5 ユーロ

630 円

YF

国内線付加価値税

券面の 9%

-

日本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
大阪・名古屋・札幌・福岡

その他

10,000 円

お問い合わせ下さい

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
ビジネスクラス

300,000 円

ご旅行条件
（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。
●申込金

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

●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）

4/27 〜 5/6、7/20 〜
左記以外の日に旅行
8/31、12/20 〜 1/7 に
開始する旅行
旅行開始する旅行

契約解除の日

旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって 40 日目に 旅行代金の10％
無料
あたる日以降〜 31 日目にあ （5 万円を上限）
たる日まで
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 〜
左記以外の日に旅行
8/31、12/20 〜 1/7 に
開始する旅行
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％

●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）。
●旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は 2015 年 3 月 15 日を基準
としています。
この旅行代金は 2015 年 3 月 15 日現在有効なものとして公示されている

運賃・規則又は、2015 年 3 月 15 日現在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。
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。

個人情報の取扱いについて
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（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。

お申し込み・お問い合わせ

北欧 旅行はフィンツアーにお任せください。
フィンツアーは北欧専門の旅行会社です。豊かな経験と幅広い知識を持つスタッフが安心と質の高いサービスをお約束します。
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

03-3456-3933

Fax／03-3456-3922
最新情報は

E-mail／rsv@nordic.co.jp

http://www.nordic.co.jp/

〒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 ボンド保証会員
総合旅行業務取扱管理者 遠藤 郁子

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。

