まるで絵ハガキの中に入って行くような驚異の海洋フィヨルドと北極圏の美しい街々へ 千歳発着10日間 ㈱世界紀行

一人部屋利用追加料金 ￥72,000
ツアーのポイント

ご旅行条件

4

ご利用予定ホテル

5
6

トロムソ
（2泊）

3

■オーロラが出現しやすいオーロラ・ベルトの最良の地
域です。また、
オーロラの出現率が高い時期に設定さ
せていただきました。
（11月後半から2月前半までは
日照時間が短いため、避けております。）計7回のチャ
ンスがありますので、過去90％以上の確率で、素晴ら
しいオーロラがご覧いただけております。
■ノルウェーの海は氷結しません。オーロラとフィヨルド
が同時に楽しめる絶好の条件が揃っています。同時期
の北海道よりも温暖で、
オーロラの出始める時間帯も
20時頃となっており、北米よりも早めです。
■スウェーデンの冬の風物詩・アイスホテルを訪れ、氷で
造られたチャペル、世界各国のアーティストがデザイ
ンする氷のスイートルームなどをご覧いただきます。
■ヨーロッパ最北の旅客鉄道・ノールランストーク鉄道
パノラマ列車にて、国立公園やフィヨルドなどスカンジ
ナビア半島最深部の大自然をお楽しみください。
■北極圏最大の町・
トロムソに連泊。美しい町の散策もお
楽しみください。
■オーロラ鑑賞だけでなく、日中の観光もお楽しみいた
だけるコースです。
■「世界で最も美しい航路」
とされる沿岸急行船フィティ
ルーテン・クルーズは、その中でもダントツに美しいハ
シュタ・スヴォルヴァール区間南行きに乗船いたしま
す。
「驚異の海洋フィヨルド」
と賞されるトロール・フィヨ
ルドの絶景をお楽しみください（注２）。
■北ノルウェー文化を代表するロルブー（舟宿）にもご
宿泊いただきます。
ツアーマップ

千歳
朝、全日空国内線にて、成田空港へ［07：50発］。
成田
午後、スカンジナビア航空にて、
コペンハーゲン、ストックホルムで乗り継
コペンハーゲン ぎ、
スウェーデン最北部の北極圏の町・キルナへ［12：30発／23：00着］。
ストックホルム 着後、専用バスにて、
ホテルへ。
キルナ
キルナに連泊 です。
［キルナ泊］×Ｋ×
─
キルナ
午前、専用バスにて、ユッカスヤルビへ。
（ユッカスヤルビ） スウェーデン最古の木造教会や冬の風物詩・アイスホテルへご案内します。
アイスホテルでは、氷のチャペルやアイスバー、氷のスイートルームをご紹
介いたします。
午後、
自由行動。ご希望の方はキルナ市内散策へご案内します。
夜は、オーロラチャンス です。
［キルナ泊］ＢＬＤ
─
キルナ
午前、
キルナ駅より、
ヨーロッパ最北の旅客鉄道「ノールランストーグ鉄道」
で、世界最北の不凍港・ノルウェーのナルヴィークへ向かいます。全長
169kmのオフォト鉄道は、国立公園を横断する北欧唯一の路線です。ラッ
プランドの象徴ラップボルテン山、国境のトルネトレスク湖など、自然の宝
レイネ
アビスコ国立公園 庫・アビスコ国立公園を横切ります。また、
フィヨルドを並走する路線として
も、北欧で唯一のもので、
リスクグレンセンからナルヴィークまで、32キロ
にも及ぶロンバックス・フィヨルドを並走します。眼下に広がるフィヨルドは
圧巻です。途中、森林限界線以北の駅を経由するパノラマ列車の旅をお楽
■募集定員／18名様定員
ナルヴィーク しみください［11：24発／14：18着］。※昼食は、
お弁当です。
■最少催行人員／10名様
ハシュタ
午後、専用バスにて、
ヴェステル・ローレン諸島のハシュタへ。
■お食事／朝食8回・昼食5回・夕食7回
夜、オーロラチャンス です。
［ハシュタ泊］ＢＬＤ
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
─
■国際観光旅客税［出国税］／￥1,000（別途必要）
沿岸急行船にて、
ロフォーテン諸島のスヴォルバールへ。この「フッティルー
ハシュタ
テン・クルーズ」は、世界で最も美しい航路です。アルプスを海に放り込んだ
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
ラフステンデ海峡 ような、
とてつもない風景をお楽しみください。特に、ラフステンデ海峡を
保安税が含まれております。
（トロール・フィヨルド） 抜けるところは「海のアルプス」
と呼ばれるこの海洋フィヨルドのハイライト
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
中のハイライトです。
しません。
スヴォルバール 夜は、オーロラチャンス です。
［ロフォーテン諸島・スヴォルバール泊］Ｂ×Ｄ
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
─
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
スヴォルバール 海へとなだれ込むような険しい山、深い海、小さな漁船、海沿いの漁村、
「絵
ハガキの中に入って行く」と形容されるロフォーテン諸島をバスで巡りま
※ビジネスクラス追加料金：￥380,000（長距離区間のみ）
ヘニングスバール す。ヘニングスバールの町に立寄りモッツンドへ向います。ノルウェーで一
※大阪・中部・福岡発着：同一料金／※成田発着：￥20,000引き
番美しい場所といわれるロフォーテン諸島の美しさは、何物にも例えようが
ありません。1,000メートル級の岩山の麓に佇むヘニングスバールの港、
内外の芸術家を魅了する、屹立する岩山と、光と陰の海洋性気候の醸し出
■キルナ／キャンプ・リパン☆オーロラ鑑賞に
す驚異の大自然、東ロフォーテン諸島をご満喫ください。ヘニングスバール
適したシャレースタイルのホテルです。
ではハル美術館へご案内いたします。
ご宿泊は、
かつて、漁期にノルウェー中から集まってくる漁師のために網元
■ハシュタ／グランドノルディック、
バイキング、
が海辺に建てたコテージを近代的に改装した宿舎
「ロルブー（舟宿）」です。
トーン
モッツンド
この地の文化と伝統に触れていただきます。夜は、
フィヨルドを飾る オーロ
■スヴォルバール／リカ・スヴォルバール、
ヴェ
ラの舞い をお楽しみください。
ストフィヨルド、ベストウエスタン、
トーン
夕食には、
ロフォーテンの名物料理「タラの舌のフライ」です。
■モッツンド／スタットレス・ロルブーセンター
モッツンドのロルブーに連泊 です。［ロフォーテン諸島・モッツンド泊］ＢＬＤ
■トロムソ／スカンディック・
トロムソ、
リカホテル ─
専用バスにて、
ノルウェーで最も美しい写真被写体になる町と言われ、世界
モッツンド
中の写真家が集まる漁村・レイネ、景勝地・モスケネス、
ヨーロッパ道路の終
（レイネ）
（モスケネス） 着点・オーなど、西ロフォーテン諸島を巡ります。
夜は、オーロラチャンス です。
［ロフォーテン諸島・モッツンド泊］ＢＬＤ
─
終日、専用バスにて、
フィヨルド沿いを走り、北極圏最大の町・
トロムソへ向
モッツンド
かいます。
（注2）
夜は、オーロラチャンス です。
トロムソ
トロムソに連泊 です。
［トロムソ泊］ＢＬＤ
─
『北欧のパリ』
トロムソ滞在。自由行動。博物館、大聖堂、
ショッピングなど北
トロムソ
極圏のパリといわれる美しい街並みの散策をお楽しみください。添乗員も
お手伝いいたします。また、
ご希望の方は、北極圏ならではの犬ぞり体験な
どもお楽しみいただけます
［実費］。
夜は、オーロラチャンス です。
ヘニングスバール
［トロムソ泊］Ｂ×Ｄ
─
ご注意
午前、
スカンジナビア航空にて、
コペンハーゲンを経由し、帰国の途へ［11：
トロムソ
※右記の時間は､すべて現地時間で表示されております。
20発］。
オスロ
［機中泊］Ｂ×Ｋ
※現地諸事情でスケジュールが変更される場合がござい
─
ます。その場合でも極力日程に従って旅行サービスが
午前、成田空港到着［10：40着］。入国審査・税関検査。
リムジンバス
（実費
成田
お受けになられるよう万全の手配努力をいたします。
￥3,100）
にて、
羽田空港へ。
午後、
全日空国内線にて、
千歳空港へ
［14：
羽田
※表記の「ＢＫＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
10 千歳
00発］。千歳空港着後、解散［15：30着］。
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。
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ご旅行期間とご旅行代金

2 月19日（火）発〜2 月28日（木）着
…￥585,000

ラフステンデ海峡

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地

1

2019年

都市名

スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

「海のアルプス」
ロフォーテン諸島と
キルナ・トロムソ〜オーロラ鑑賞の旅
協力／スカンジナビア航空

日次

7

海のアルプス・ロフォーテン諸島
ロフォーテン諸島は、
ノルウェーの北部、北極圏内に位置する大小いくつ
もの島から形成される群島です。氷河によって形成された地形は、海と山が
屹立し、海と山の間のわずかな平地に建てられた色とりどりの木造家屋が

で深い青色の海から突き出た千メートル級の岩峰群がうっすらと雪をかぶ
り、
より美しく神秘的な雰囲気を醸し出しています。
「まるで絵はがきの中に
入って行くような」
と形容される世界をご覧いただけるでしょう。そしてこの
コースは、
ロフォーテン諸島をはじめとする素晴らしい自然はもちろん、同
時に夜はオーロラ鑑賞をお楽しみいただけます。フィヨルドの夜空に次々と
形を変えて舞うオーロラは、本当に感動的です。北部ノルウェー文化を代表
する「ロルブー（舟宿）」でのご宿泊もお楽しみください。

0

オフォト鉄道
ナルヴィーク
スヴォルバール（泊）
ヘニングスバール
モッツンド
（2泊）

レイネ
オー

ユッカスヤルビ
キルナ
（2泊）

スウェーデン

9

のあこがれの地」
と言われています。3月のロフォーテン諸島は、
とても静か

ノルウェー
ハシュタ
（泊）

ロフォーテン諸島

織なす風景は「アルプスの頂きを海に浮かべたかのような景色」、
「写真家

ラフステンデ海峡

8

近接する独特なフィヨルドを形成しています。海から岩肌をむき出した山が

（注1）海が荒れた場合はフィヨルド内に入れない場合も
ございます。
（注2）積雪や道路状況により、航空機にて、
ボーデーを経
由し、
トロムソへ入る場合がございます。

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅

ＫＫ×

※オーロラ観測に適した時期・場所を選んでツアーを設定していますが、オーロラは自然現象の為、必ずしも観測できるとは
限りませんことをご了承ください（ご返金等の対象にはなりません）。
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（3）★★★

