
日 程 

1 

関空（10：45予定）✈ヘルシンキ✈（17:50 予定）キッ
ティラ 
午前：フィンランド航空（予定）にて、ヘルシンキへ。ヘルシンキ

乗り継ぎゲートで添乗員・東京発組と合流キッティラへ。 
午後：着後、「オーロラベルト」の位置するラップランド最大級の

リゾート地レヴィへ       ＜レヴィ泊＞機 機 無 

2 

レヴィ コンガス村🚌レヴィ 
終日：レヴィ近郊の美しいコンガス村●へ。 

昼食：新鮮なシーフードをお召し上がりください。 

深夜： オーロラチャンス！ホテルの敷地内からオーロラ観測が

可能です！            ＜レヴィ泊＞朝 昼 無 

3 

レヴィ滞在 
午前：自由行動。 

午後：専用車にてガラスイグルーへ。早めにホテルに到着しま

す。 

宿泊： オーロラチャンス！憧れのガラスイグルーに宿泊！暖

かいお部屋の中からオーロラ鑑賞をお楽しみください 

＜レヴィ／ガラスイグルー泊＞朝 無 夜 
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 レヴィ🚌ロヴァニエミ 
午前：サンタクロースに会える街ロヴァニエミへ。 

午後：到着後、ロヴァニエミの観光。ロヴァニエミ教会●やサ
ンタクロース村●を訪ねます。サンタクロース村では、世
界中の子どもたちから手紙の届く郵便局やギフトショップ

を巡ります。 

夜： 夕食を市内でお召し上がりいただいた後、寝台列車サン

タクロースエクスプレスに乗り、フィンランドの首都ヘルシ

ンキへ。ロヴァニエミからヘルシンキまで約 12 時間の寝

台列車の旅です。列車の旅をお楽しみください。  

＜車中泊＞朝 昼 夜 

 

ヘルシンキ滞在 

午前： 着後、ヘルシンキ市内観光へ。北欧デザインブランドの

マリメッコファクトリー◎、イッタラ＆アラビアデザインセ
ンター◎など訪ねます。 

午後：街のシンボルヘルシンキ大聖堂◎や地元の人も通うマ
ーケット●を訪れます。 

＜ヘルシンキ泊＞朝 昼 無 
帰国延長をご希望される方はお問合せ下さい 

6 

ヘルシンキ（17：25予定）✈  
午前 ：出発まで自由行動。思い思いにお過ごしください。 
午後：フィンランド航空（予定）にて帰国の途へ。 添乗員同行は

ヘルシンキ空港ゲートまでとなります ＜機内泊＞朝 無 機 

7 
✈ （8：55予定）関空  
午前：到着。入国手続き後、解散。              機 無 無 

 

出発日／旅行代金  関空発着 

2020/3/31(火) 468,000 円 
◆旅行代金に燃油サーチャージ（約 25,600 円）が別途必要となります。（19
年 5 月 1 日現在） 

◆関空空港施設利用料・保安税および海外空港諸税・国際観光旅客税目安額 
5,600 円が別途必要になります。（19 年 5 月 1 日現在） 
※但し、今後の原油価格や為替の変動などにより、増または減となる場合が
あります。予めご了承ください。 

ビジネスクラス利用追加代金 関空～ヘルシンキ間 

（フィンランド航空） 

380,000円 

ｴｺﾉﾐｰｺﾝﾌｫｰﾄ利用追加代金 40,000円 

１人部屋追加料金 120,000円（ﾀﾞﾌﾞﾙ） 

●食事：朝 5、昼 3、夕 2 回付 (機内食除く) ●関西空港発着 

●最少催行人員：8 名様  ●添乗員同行（※１日目ヘルシンキ空港乗り継ぎ

ゲートから日程 6 日目ヘルシンキ空港出発ゲートまでとなります） 

◆子供料金(2 歳以上 12 歳未満)：大人と同一 

◆１人部屋利用追加代金について 

※追加代金は個室を確保するための料金であり、グレードアップのための料

金ではありません。 

※相部屋をご希望の場合でも、お一人部屋追加料金を一旦申し受けます。 

◆利用航空会社：フィンランド航空／日本航空 

※満席等の理由によりビジネスクラス、ｴｺﾉﾐｰｺﾝﾌｫｰﾄが確保できない場合が

ございます。 

◆旅券残存有効期間：フィンランド出国時 3 ケ月以上有効なもの（19 年 5

月現在） 

◆日本国籍の観光査証：不要 

◆渡航情報（危険情報）：発出されておりません。（19 年 5 月現在） 

◆ご自宅～関西空港間のお荷物無料配送サービス付き。（お一人様１個） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※入場観光は◎、下車観光は●、その他は車窓観光となります。 

※特に表記のない画像は提供Wikimedia Commonsです。 
(注)オーロラは自然現象のため天候により左右されご覧いただけない場合も返金
等はございません。 

◆お部屋の中からオーロラ鑑賞ができる、憧れの 

「ガラス・イグルー」に宿泊！        
 ～ホテルリスト～ 

【レヴィ】（1 日目＆2 日目）パノラマホテル／ソコス

レヴィ／タイヴァーンヴァルケア／タハティプイスト

／フッルポロ／ラップランドホテルシルカンタハティ

／レヴィホテルスパ 

【レヴィ（３泊目）】ゴールデン・クラウン（ガラス・

イグルー） 

【ヘルシンキ】ラディソンブルシーサイド／ソコスプレ

ジデンティ／ソコスヴァークナ／ソコスシモンケンタ

／クラリオンヘルシンキ 



 

 

＜旅行条件書・海外（要約）＞お申込の際にお渡しする「旅行申込書／お客様控」に記載の募集型企画旅行条件書も併せて必ずご一読下さい。 
 

本旅行は株式会社朝日旅行〔以下当社〕が企画・募集し、実施する企画旅行で、ご参加されるお客様から申込金をお支払い頂き、当社所定の旅行申込書を受領した
ときに企画旅行契約が成立します。企画旅行契約の内容･条件は、本パンフレット、お申込みの際お渡しする募集型企画旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面
＝最終日程表及び当社旅行業約款によります。この契約書に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。又、当社が法令に反せず、か
つお客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合はその特約が優先します。 

【旅行代金に含まれるもの】旅行日程に明示した ①航空、船舶、鉄道、送迎バス等利用運送機関の運賃。（この運賃・料金には燃油サーチャージを含みません。）
※特に明示がない限り航空機はエコノミークラス、船舶・鉄道は普通席を利用します。 ②観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料） ③宿泊の料金及び税・サービ
ス料金（２人部屋に２ 人あるいは３人ずつの宿泊を基準とします） ④食事の料金及び税・サービス料金 ⑤手荷物の運搬料金（お一人様スーツケース１個の手荷物・
２０ｋｇまで※航空会社によっては２個の手荷物、２３ｋｇまで） ⑥団体行動中の当社規定のチップ ⑦添乗員同行コースの添乗員の同行費用 ⑧講師または医師同行
コースの同行費用 ⑨トランク宅配料（出発時と帰国時の往復とも） ⑩運送機関の課す付加運賃・料金（燃油サーチャージ） ⑪発券手数料 ※旅行契約成立後に燃
油サーチャージが増または減額、廃止されても増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはありません。 ※現地参加（合流）の方は、含まれていないもの
があります。（スーツケース宅配料など） 

【旅行代金に含まれないもの】上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。 ①超過手荷物料金 ②有料の機内食や飲み物代金等 ③クリーニン
グ代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、追加飲食代等その他の個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 ④傷害疾病に関する医療
費等 ⑤海外旅行保険料（任意保険） ⑥渡航手続関係諸費用 ⑦お一人部屋や航空機の等級を選択する場合の追加料金 ⑧オプショナル・ツアー料金 ⑨日本国内
におけるご自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費 ⑩日本国内の空港施設使用料等 ⑪旅行日程中の海外空港諸税 

旅行代金に含まれていない費用のうち「日本国内の空港施設使用料等」「旅行日程中の海外空港諸税」は、別途ご請求させて頂きます。   ※空港税等は、
航空機便の経由する国や都市の巡り方によってその合計金額が異なる場合があります。 ※円換算額は、残金請求時（ご出発の約 30～40 日前）にその時
のレートで日本円に換算し確定金額をご案内致します。 ※今後、空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合がございます。
予めご了承下さい。 

 

 

 

 

■お申込の方法と契約の成立 
①ご来店にてお申込みの場合、所定の「旅行申込書」の提出と申込金を受理した
時点で正式な旅行契約の成立となります。 

②電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した旨を通知した翌日
から起算して５日以内に旅行申込書の受領と申込金のお支払い確認が出来た
時点で契約の成立となります。なお、当該期間内にお客様から申込金のお支払
いがなされない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 

【申込金】 
○旅行代金が１００万円以上は ････････････････････････････････････････２０万円 
○旅行代金が６０万円以上１００万円未満は ･･･････････････････････････ １０万円 
○旅行代金が３０万円以上６０万円未満は ･･････････････････････････････ ５万円 
○旅行代金が１５万円以上３０万円未満は ･･････････････････････････････ ３万円 
○旅行代金が１５万円未満は ･･････････････････････････････････････････ ２万円 
※恐縮ですが、振込手数料はお客様ご負担にてお願い致します。 

■最少催行人員 
最少催行人員に達しない場合は旅行を中止にすることがあります。この場合、当社は
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日前(ピーク時に旅行開始の場合は33
日前)迄に旅行中止の旨をご連絡します。その場合、既に収受しました旅行代金は全額
ご返金致します。 

■旅程保証 
旅行日程に重要な変更が行われた場合には旅行業約款（募集型企画旅行契約）の規
定により、その変更内容に応じて変更補償金を支払います。 

 

≪旅券／査証について≫  ■日本国籍の方は、旅券残存有効期間、
査証の要/不要および取得に関する事項について、募集要項をご参照くだ
さい。 ■日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国
管理事務所にご自身でお問合せください。 

≪海外危険情報について≫ ■渡航先（国・または地域）によって外務

省より危険 情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出ている場合が

あります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センター

（http://www.anzen.mofa.go.jp/）などでもご確認いただけます。（TEL：

03-5501-8162） 

≪保健衛生について≫ ■渡航先（国・または地域）の衛生状態につい

ては、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ホームページ」でご確

認ください。 （http://www.forth.go.jp/）  
≪海外旅行保険加入のおすすめ≫ 募集型企画旅行約款の特別補償
規定には傷害、疾病治療費の補償は含まれておりません。海外で病気、ケガ
をした場合、多額の治療費､移送費がかかることがあります。また、事故の場
合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収は大変困難です。お客様ご自身
で海外旅行保険に加入される事をお勧めします。クレジットカードの保険を利
用される場合は、補償額や補償内容を必ずお確かめください。 

 

≪重要・個人情報の取扱いについて≫ 
■当社では旅行申込みの際に提出され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、必要に応じてお客様が指名した国内連絡
先の方との連絡のために利用させていただきます。また、お客様がお申込みいただいた
旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続に必要な範囲内
で利用させていただきます。このほか、（１）当社及び当社と提携する企業の旅行を主とす
る商品やサービス、キャンペーンのご案内 （２）旅行参加後のご意見やご感想、アンケー
トのご提供のお願い （３）特典サービスの提供 （４）統計資料の作成に、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。  

■当社は当社が保有するお客様情報のうち氏名、住所、電話番号またはメールアドレスな
ど、お客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企
業との間で共有して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれ企業の営
業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のためにこれを利用さ
せていただくことがあります。なお当社グループ企業の名称及び各企業における個人
情 報 管 理 者 の 氏 名 に つ い て は 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ 
ht tp ://www.asah i ryoko .com  をご参照ください。  

■当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人デ
ータを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及
び搭乗される航空便名等に係わる個人データを提出することによって提供いたします。
なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、ご出発前にお
申込み窓口までお申し出ください。 

※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。 

（観光庁長官登録旅行業９７号／ＪＡＴＡ正会員、ボンド保証会員）  
〒108-8308  東京都港区三田 3-13-12 三田ＭＴビル２階 

■お取消料  

お客様のご都合で旅行契約を解除する場合は下記のお取消料をお支払い
いただきます。お取消の連絡は、旅行のお申込を受けた販売店の営業日
の営業時間内にのみお受けいたします。 

旅行契約の解除期日 お取消料（お一人様） 

旅行開始日がピーク時(※)の旅行であって、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% 

（但し、最高 20万円） 

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 21日目にあたる日まで 
お申込金 

旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって

13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% 

旅行開始日の前々日及び前日及び当日 旅行代金の 50% 

無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の 100% 

※注・「ピーク時」とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日か

ら５月６日まで及び７月２０日から８月３１日までをいいます。 

■旅行代金は 2019年 5月 1日現在有効な航空運賃・適用規則に基づき算出
しております。 

■パンフレット作成日 ： 2019年 5月 1日 
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