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2017年2月18日（土） 発  368,000円 （燃油サーチャージ目安額：6,800円）

ムーミンを訪ねてフィンランド オーロラの旅  ８日間

オフィシャルムーミンツアー

オリジナルグッズを

もれなくプレゼント！

ムーミンオフィシャル WEB ショップの PEIKKO と
北欧旅行専門のフィンツアーが

ムーミンファンにお届けする国内唯一のムーミン公式ツアーです。

オフィシャルムーミンツアー
P
re

se
nt!

トートバッグ

＆ステッカー

トートバッグ

＆ステッカー

※画像はイメージです。
　実際のプレゼント品とは
　異なる場合がございます。

フィンランド往復
直行便利用
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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。冬に1週間だけオープンするムーミ
ンワールドで仲間たちと一緒に、フィン
ランドの冬の遊びをおもいきり楽しみま
しょう。もち
ろんムーミ
ンワールド
オリジナル
グッズが買
えるお店も
ありますよ。

ムーミンベーカリー＆カフェで

おなじみのファーム

大自然に囲まれた
酪農ファームで冬の
フィンランドを楽し
みましょう。ムーミン
ベーカリー＆カフェの
メニュー作りにも協
力されたママの素朴
で優しい手料理を引
き継ぐヴィサトゥパ
ファーム、真っ白い雪
とそり遊びや焚き火、
パンケーキ、そしてあ
たたかいファミリーと
の触れあいはホテル
とは一味違うファー
ムステイ体験です。

シアター・ミュージアム

「劇場のムーミン展」
トーベ･ヤンソン
自身が関わった
70 年代後半から
のムーミン劇、と
くに注目すべき
舞台のポスター
やパンフレット、そのほか舞台美術や衣裳
のデザイン画など、資料として貴重なものが
展示されているほか、初代ムーミンをはじめ
とする着ぐるみの展示、さらには舞台ステー
ジが再現されています。2017年夏までの特
別展、ムーミンファンには見逃せません。

ムーミンショップと

フィンレイソンでお買い物
おなじみのムーミングッズはもちろん、最
新のグッズやお気に入りが見つかるかも。

ムーミンたちの

スペシャルグリーティング

ムーミンワールドからムーミンたちが皆
様のためだけに会いに来てくれます！
記念撮影やお話ができる冬だけの特別スペ
シャル、一緒に歌や踊りも楽しみましょう♪

雪玉ランプ作り・オーロラ観測
童話『ムーミン谷の冬』の物語のなか、冬眠
の途中で目がさめたムーミンは様々な冬の
生き物と出会い、はじめての雪を体験し、そ
してオーロラをみます。トゥーティッキのよう
に雪玉ランプを作ったり湖畔のサウナで温
まり、オーロラが現れるのを待ちましょう。

スニフのようにキラキラ光る石に

ワクワク！？アメジスト採掘体験

雪上車で山を登り、キラキラ光る小さい
ものが大好きなスニフになりきって（？）
アメジスト鉱山での採掘に挑戦しましょ
う。原石をお土産に持ち帰ることができ
ます。
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ムーミン研究家の森下さんが

2.3.4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』『トーベ・ヤ
ンソン愛、仕事、ムーミン』『ちびのミイのおひっこし？』。
最新刊は『フィンランドのおじさんになる方法』。
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

ファッツェル・チョコレート工場訪問

ムーミンパッケージのお菓子やムーミンの挿
絵の広告で所縁の深いファッツェル社のチョ
コレート工場ビジターセンターを訪問します。
お菓子の試食、Fazerスイーツの手作り体験や
ファクトリー価格でのお買い物も楽しみです。

ヘルシンキ美術館  HAM

トーベ･ヤンソンギャラリーでは、フレス
コ画、油彩、そして小児病院の壁画の習作
が展示されています。



スケジュール／宿泊地

1
成田・関空・名古屋発【午前】【午後】トゥルク ナーンタリ【夜】
空路、フィンエアーにてヘルシンキ乗り継ぎトゥルクへ。
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。
♪オプション「憧れのムーミンルームに泊まる」�〈ナーンタリ泊〉

2

ナーンタリ滞在 【森下さんご案内】
『ムーミンワールドで遊びましょう』
ムーミン研究家の森下圭子さんの楽しいお話をおうかがいしながら、
ムーミン谷の仲間の待つ＜ムーミンワールド＞で、冬眠から覚めたム
ーミンたちと遊びましょう。寒くなったら焚き火で温まったり、ムーミ
ンショップでおみやげ探しも楽しみ。お好きなだけムーミンワールド
で遊びましょう。

『ムーミン・スペシャルグリーティング』
皆様だけのためにムーミンたちが特別に会いに来てくれます！一緒に
記念撮影やお話ができる冬だけの特別スペシャルです。
お夕食はウェルカムディナーです。� 〈ナーンタリ泊〉

3

ナーンタリ【朝】ヘルシンキ【午後】 【森下さんご案内】
『ファッツェル・チョコレート工場ビジターセンター見学とスイーツ手作り体験』
ムーミンのパッケージ柄で人気のファッツェル社チョコレート工場の
ビジターセンターを訪問、Fazer スイーツの手作り体験にも挑戦しま
す。試食やファクトリー価格でのお買い物も楽しみです。

『ムーミンショップ』 『フィンレイソン』 へご案内後フリータイム。
♪オプショナルツアー① 「フィンランド料理のお夕食」
� 〈ヘルシンキ泊〉

4

ヘルシンキ【夜】  【森下さんご案内】　
『ヘルシンキ美術館 HAM』
トーベ･ヤンソンギャラリーで原画やムーミンの絵を見学します。

『シアターミュージアム「劇場のムーミン展」』
初代ムーミンをはじめとする着ぐるみの展示、舞台のポスターやパン
フレット、そのほかトーベ･ヤンソンが関わった舞台美術や衣裳のデ
ザイン画など、貴重な資料が展示されています。
ムーミン研究家の森下さんの解説つきでの見学、ムーミンの世界をじ
っくりお楽しみください。
午後はフリータイム、自由にヘルシンキの街を歩いてみましょう。
♪オプショナルツアー② 「ARABIA アウトレット＆マリメッコファク
トリーショップでランチ」
夜は、サンタクロースエキスプレス寝台列車で北極圏へ向け出発です。
� 〈車中泊〉

5

ロヴァニエミ【朝】ファーム【夕刻】
『ムーミンベーカリーでお馴染みのファームへ』
目が覚めたら北極圏ラップランドに到着。サンタクロース村へご案内、
サンタクロースにご挨拶しましょう。ラップランド特製ランチをいた
だいた後、ムーミンベーカリー＆カフェのメニュー作りにも協力され
ている酪農ファームへ向かいます。大自然に囲まれたファームでは、
「ムーミン谷の冬」のように雪玉ランプ作りやトントゥ作り、オーロ
ラ観測に挑戦しましょう。
オーロラ・チャンス� 〈ファーム泊〉

� ※お一人部屋ご希望の方もファーム滞在は相部屋となります。

6

ファーム滞在
『アメジスト採掘・スニフ気分できらきら光る石をさがしに』
キラキラ光る小さいものが大好きなスニフになりきって洞窟の中へア
メジスト採掘に出かけましょう。まっ白な雪でそり遊び、焚き火でパ
ンケーキを焼いたり、凍った湖の上をお散歩したり、フィンランドら
しい１日をワイルドに楽しみましょう。
お食事はファームの温かい手料理をどうぞ。
夜は湖畔のサウナに入って、オーロラ観測に挑戦です。
オーロラ・チャンス� 〈ファーム泊〉

7
ファーム【朝】ロヴァニエミ（乗り継ぎ）
フィンランドの冬景色を眺めながらロヴァニエミ空港へ。
空路、ヘルシンキ乗り継ぎにてご帰国へ。� 〈機内泊〉

8 成田・関空・名古屋着【午前】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　

※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。

出発日 旅行代金

2017年 2月18日（土）発 368,000円
燃油サーチャージ目安額
（2016 年 9月1日現在） 6,800円
1人部屋追加代金（４泊）
※ファーム滞在は相部屋となります。 32,000円旅行条件� 【ツアーコード：FP0601】

◎最少催行人員：10名　
◎添乗員の有無：成田発に同行、名古屋発は１日目トゥルク到着から７日目ヘルシンキ到着までご案内いたします。
◎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3回（機内食は除く）
◎利用予定ホテル：＜ナーンタリ＞ナーンタリスパ、＜ヘルシンキ＞ホリデーイン・シティセンター、

＜ファーム＞ヴィサトゥパ
《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）、寝台列車乗車代金（2 人1部屋使用）、日程表内記載の送迎・移動・入場券

《ご注意とご案内》
・５日目の朝食は列車の遅延により、お召し上がりいただけない場合がございます。
・５日目、６日目のファーム宿泊は、トイレ・シャワー共同、お１人様でご参加の場合には相部屋とな
ります。また、ファームの習慣により昼食は軽食、夕食は15時頃になり、夜食（軽食）がつきます。

・�オーロラは自然現象のため、天候によりご覧いただけない場合もございます。
・�現地及び運送機関、荒天等の事由により、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、燃油サーチャージと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。

毎年大好評の夏のツアー、ムーミンファンなら絶
対に行きたいムーミンスポットを訪問、当ツアー
でこそ実現するムーミンと関わる北欧の人たちと
の交流やプレミアム感たっぷりのプログラムを用
意しています。詳しくはホームページを見てね。

http://moomin.co.jp/tour

2017 年 夏
『ムーミンを訪ねてフィンランドの旅 8日間』
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 服装のご案内 

♪「憧れのムーミンルームに泊まる」（3部屋限定）
ムーミンづくしの特別室ムーミンルーム、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です！ムーミンワールドで思いきり遊んだあと
で、お部屋の中もムーミンたちに囲まれてすごす、テンションあがりそう♪
お部屋のムーミンキャラクターのぬいぐるみは思い出と一緒に日本に連
れて帰ってね。
アップグレード追加代金：
ツイン�10,000 円、シングル�15,000 円（2 泊／お1人様あたり）

帽子
必ず耳が隠れるもの

マフラー
マフラーまたは
ハイネックのセーター

下着
綿やウールの下着の

重ね着が良い

上着
スキーウェアまたは
ダウンジャケット

ズボン
スキーウエアのような
風を通さないもの

靴
スノーブーツなど雪の
上ですべりにくいもの

手袋
薄手のものと
防水性に優れた
厚手のものを
二重にすると良い

靴下
タイツ、綿の靴下、
ウールの靴下を
重ねると良い

オ シプ ョ ン

冬のムーミンワールド・オーロラ鑑賞を
お楽しみいただくために下のイラストに
近い服装があれば安心です。
靴はしっかりした寒さを通さず雪でも
滑らないもの、衣類は外気温にあわせ重ね着で調節できるように、ハイネック
のセーターやフリース、また手袋、マフラー、帽子、靴下、タイツ、下着類などの防
寒対策はしっかりご準備いただくとよいでしょう。

2 月 ヘルシンキ ロヴァニエミ

平均気温 －4.9℃ －12.3℃

日の出 /日没 08:00/17:10 08:26/16:36

♪オプショナルツアー①②詳細は、お申込の方にご案内書を送ります！



ご旅行条件（要約）

お申し込み・お問い合わせ

空港税（2016 年 9月1日現在）

日本 SW
OI

空港使用料
旅客保安サービル料

成田国際空港 2,610 円
羽田空港 290 円
関西国際空港（国際線） 3,040 円
　　　　　　 （国内線） 410 円
中部国際空港（国際線） 2,570 円
　　　　　　 （国内線） 310 円

フィン

ランド

FI 旅客サービス料（国際線） 8.8 ユーロ 1,195 円
WL 旅客サービス料（国際線・乗継） 5.01 ユーロ 680 円
QU 旅客サービス料（国内線） 5.51 ユーロ 748 円
DQ 保安料（国際線・国内線） 4.69 ユーロ 637 円
ZX 通行料（国内線） 4.14 ユーロ 562 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 350,000 円

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　　

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

●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 2016 年 9 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。
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。

個人情報の取扱いについて

ムーミン公式サイトでは、便利な「ムーミンにつ
いて知ろう」ページや、関連イベント、最新グッズ
をいち早くご紹介しています。

■時間のめやす

燃油サーチャージ（2016 年 9月1日現在）
日本発着の国際線（成田 / 関空 / 名古屋 - ヘルシンキ） ー

フィンランド国内区間 32USD 3,400 円

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

休　日：日・祝

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。

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


