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このマニュアルはフィンランド南岸部、エストニア、
ラトビアの田園ツーリズムのデスティネーション
をご紹介する一助として作成されました。マニュア
ル内のツアーや観光スポットは小規模な宿泊施
設やファーム、各地の生産者、伝統文化、素朴な住
民に基づいています。そこでは人々が自然や行事
と密接な関係を持ち、四季折々の行事や伝統のお
祭りに加えてキノコ狩りやベリー摘み、ハーブ集
め、アイスフィッシング、農作業など季節ごとのア
クティビティーを楽しむことが出来ます。フィンラ
ンド南部、エストニア、ラトビアは自然を愛し、上記
の体験や文化を深く体験したいツーリストにとっ
ては最適な国々でしょう。 
 
このマニュアルに加えて役に立つ田園ツーリズム
をプロモーションする機関やツアーオペレーター
があります。彼らは長年に渡る宿泊施設やスポッ
トの定期的な視察を実施し、国立公園や自然の専
門家、研究者と密接に協力し、新しいコースの開
発に努めています。

このマニュアルで、私たちは田舎での体験、た
とえば田舎の農園、実地体験型ワークショッ
プ、UNESCO遺産、スパホテル、自然そして地元の
人々の生活体験などを中心とした旅行商品のモデ
ルをご提案します。3カ国を旅するためのいくつか
のモデルコースも紹介されています。それらは、現
在ある既存の行程や都市での体験に彩や更なる
魅力を加えてくれるものです。

各国間の移動方法として飛行機、フェリー、バスを
使うことができます。グループや個人旅行の手配
をお手伝いするツアーオペレーター・リストも掲載
しました。 

www.balticsea.countryholidays.info

イントロダクション

写真： 結婚の儀式で花嫁を囲むスイティの人 （々ラトビア） 
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写真：セト地方の伝統的な家庭料理（エストニア） 
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デスティネーション：
フィンランド南部・エストニア・ラトビア
フィンランド、エストニア、ラトビアは北ヨーロッ
パ、スカンジナビア地方のバルト海の海岸線で隣
り合っています。国々のサイズやEU加盟国で国境
でのチェックがないこと、時差がないこと、気候が
似通っていることから、一度の旅行で３カ国全て
を訪れるのも容易に出来ます。

三国のライフスタイルや気性も似通っています
が、言葉や工芸文化、食べ物は各々独特のものが
あります。UNESCO世界遺産に例えますと、フィン
ランドのヘルシンキ沖のスオメンリンナ要塞、タリ
ン旧市街、リガのアールヌーヴォー建築群と多彩
です。それと同じく田園地方では数多くの国立公
園が独特の環境を持ち、海岸線や歴史的サイトと

コントラストをなしています。古くから田園地方の
人々は人里離れた農村に住んでおり、周りには歴
史と静かな環境に囲まれた魅力的な小都市もあ
ります。都市部では英語が通じる一方、田園地方
では通じないこともあるので通訳がいると安心で
しょう。

フィンランド エストニア ラトビア

首都 ヘルシンキ タリン リガ

国土 ( km2 ) 338 424 45 227 64 573

人口(人) 5 487 308 1 315 635 2 023 825

人口密度 ( km2 ) 17 28,4 31

言語
フィンランド語

一部スウェーデン語
英語も通じる

エストニア語
一部英語、ドイツ語、
ロシア語も通じる

ラトビア語
一部英語、ドイツ語、
ロシア語も通じる

通貨 ユーロ ユーロ ユーロ
電話の国コード + 358 + 372 + 371

時刻帯 GMT + 2 時間 GMT + 2 時間 GMT + 2 時間

気候 夏は暖かい、春と秋はマイルドだか冬は寒い。もっとも暖かい7月は平均気
温が17度、最も寒い1月は平均気温-4度。

便利な情報
-車は右側通行 
- 電源ソケットはヨーロッパC型
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デスティネーション間の移動 
三国へは飛行機、フェリー、国境を越える陸上交通機関を利用できます。主要な空港は首都のヘルシン
キ、タリン、リガ。フェリーでスウェーデンなどにも行けます。主な国際港はフィンランドではヘルシンキ、
エストニアではタリン、ラトビアではリガ、リエパーヤ、ヴェンツピルス。また、エストニアでは島々と本土
を地方フェリーが結んでいます。リガとタリンには便利なバス国際線があり、タリンとヘルシンキにはフ
ェリーでの移動がスムーズ 。

航空会社
フィンエア (Finnair)
アジア各国からヘルシンキをゲートウェイハブと
してヨーロッパ主要都市へ広いネットワークを持
っています。
www.finnair.com  

日本航空  (Japan airlines)
国際的にトップレベルのサービスを誇る日本の主
要航空会社。 
www.jal.com 

エアー・バルティック  (airBaltic)
リガ、ビリニュス、タリンを中心にヨーロッパの50
以上の都市を結ぶラトビアのLCCで、国営航空会
社。
www.airbaltic.com

ノルディカ  (Nordica)
エストニアの国営航空会社。ポーランド航空（ LOT 
）と協力関係にあります。
www.nordica.ee 

フェリー
タリンクシリヤライン  (Tallink Silja Line)
高い品質でバルト海を結ぶ主要フェリー会社。
ヘルシンキ－タリン
ヘルシンキ－ストックホルム
リガーストックホルム 
www.tallinksilja.com 

バイキング・ライン (Viking Line)
高い品質でバルト海を結ぶ主要フェリー会社。
ヘルシンキ－タリン
ヘルシンキ－ストックホルム
www.vikingline.com 

エケロ・ライン  (Eckerö Line)
エストニアのフェリー会社で旅行会社。
タリン－ヘルシンキ
www.eckeroline.ee

エストニアのローカル・フェリー
ローカル・フェリーがエストニア本土と島々を結ん
でいます。
キヒヌ島とその他の小さな島々を結ぶ： 
www.veeteed.com 
ムフ島、ヒウマー島とサーレマー島を結ぶ： 
www.praamid.ee

バス会社
ラックス・エクスプレス (Lux Express): 
www.luxexpress.eu
エコラインズ (Ecolines): www.ecolines.eu
ユーロライン  (Euroline): www.eurolines.eu
タリン－リガ間の所要時間は4.5時間。

チャーターバス会社
フライマン・トラベル  (Friman Travel) 
近代的なバスとサービスを誇り、旅行会社でもあ
ります。
電話番号: +358 19 2481004
Email: info@frimantravel.fi
ウェブサイト: www.frimantravel.fi

ゴー・バス・チャーターズ  (Go Bus Charters)
高品質なバス、ミニバスをバルト海各国、スカンジ
ナビア地方で展開しています。プロフェッショナル
でフレキシブルなサービスと親切なドライバーが
自慢。
電話番号: +372 631 0011, +372 55 645 753
Email: tellimine@gobus.ee
ウェブサイト: www.gobus.ee

レンタカー
エイビス（Avis）バジェット（Budget）シックスト
（Sixt）ハーツ（Hertz）などが主なレンタカー会
社。運転には運転免許証と国際免許が必要。右側
通行 。
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ここでは、団体旅行者または個人旅行者向けのツ
アーに組み込むことができる田舎の体験型プログ
ラムをご紹介します。この短期プログラムには、寄
り道型プログラムと半日・1日プログラムがありま
す。基本的な旅行プランを変更することなく、スケ
ジュールの時間調節として利用できますし、追加
オプションとしてもご利用できます。田舎のホテル
での宿泊付き、または宿泊なしの半日・1日プログ
ラムは、特に郊外での体験に興味をお持ちの個人
旅行者の方にお勧めです。それぞれの旅行パッケ
ージには様々なプログラムやアクティビティーが
含まれています。

各プログラムの説明では、それぞれの特徴やユニ
ークさを理解してもらえるように詳しく説明してい
ます。プログラムの説明は次の三つの部分に分か
れています。
̶基本情報では、旅行主催者様の旅行プランにこ
こで提案するプログラムをどのように組み込める
のかが分かるように、プログラム所要時間や移動
距離等の基本的な情報について説明しています。
̶イントロダクションでは、各プログラムで楽しめ
るユニークな経験や特徴的な部分について説明
しています。
̶プログラムの旅程では、全プログラム・パッケー
ジの活動を１つずつ説明しています。 

田園のプログラム

写真：セト地方の民族衣装と多声歌唱レーロ（エストニア） 
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基本情報:
パッケージタイプ： 半日のアウトドア・プログラム 

シーズン： 5月～9月

対象者： 団体（最少2名、最大10名
 - Sun Tracker Fishing Bargeボートは8～10名（＋ガイ
ド） 
 - 大人数の団体には4～8人乗りの追加のボートの利
用と、釣り専門のガイドが付く可能性があります。

含まれるサービス： 
釣り体験（2時間）＋昼食＋森の中を散策（1～1.5時間）＋キャ
ンプファイヤーでコーヒーを淹れる体験（1時間） 

難易度： 簡単

プログラム所要時間： 6時間

交通手段の種類： 公共交通機関/個人の送迎/団体バス

ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 60 km

ウェブサイト： www.johku.com/therafish/fi_FI/catalog/#!/3

イントロダクション：

この日はアウトドア”ロホヤ 湖 (Lohja)とその周辺の森”で過ごし
ます。ロホヤ湖は南フィンランドのウーシマー（Uusimaa）地方
で最大の湖です。この地方は特に魚や鳥、小さな森が有名なユ
ニークな地域です。フィンランド人は森を自分たちの教会と呼
び、平穏な環境や安らぎ、気分転換を求めて足を運びます。焚
き木でコーヒーを淹れるのは、フィンランドでは数百年もの伝
統がある古い方法です。フィンランド人は自分たちで淹れたコ
ーヒーを飲むのが大好きで、忙しい現代において焚き木でコ
ーヒーを淹れて飲むことはかけがえのない贅沢なひと時とな
るでしょう。この日は自然の中でインターネットと無縁の世界を
リラックスしながら楽しみましょう。  
注意： 動きやすい服とハイキング用の靴をお持ちください。

プログラム：
• ヘルシンキからは公共交通機関、個人の送迎もしくは観光
バスでの到着となります。釣り専門のガイドとは現地到着後
に合流します。
• ロホヤ湖で2時間の釣り経験 
• ヴィラ・レイクカフェ（Villa Lake Café)で昼食。フィンランドの
特別料理
• ガイドと一緒に1～1 .5時間の森歩き 
• ガイドがキャンプファイヤーでフィンランド式コーヒーの淹
れ方を教えます。
• ロホヤでのツアー終了

位置： ロホヤ町（Lohja）周辺

フィンランド

A DAY OFFLINE - 
FINNISH LAKE VIEW, FOREST AND FISHING 

オフラインの一日 ̶ フィンラン
ドの湖の眺め、森、釣り
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日プログラム 
シーズン： 5月～10月
対象者： 団体（最少8人、最大16人）
含まれるサービス： 
ガイド付き散策＋ピクニックランチ＋移動＋キャンプファイヤ
ーでの夕食＋ホットタブ付スモークサウナ＋フィンランド式の
軽食 
難易度： 中程度
プログラム所要時間： 11時間（移動を含む）
交通手段の種類： 団体バス
ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 79 km

ウェブサイト： 
www.nationalparks.fi/karkali
www.en.kettukallio.net 

イントロダクション：
カルカリ特別自然保護区(Karkali Strict Nature Reserve)はロホ
ヤ湖を遠くに眺めるカルカリン二エミ岬(Cape Karkalinniemi)
の先端に位置しています。カルカリは広大なハシバミの森やリ
ンデンの森等、独特の植生で有名です。この地域は赤ランやエ
ゾサカネランといった11種類の珍しいランの生息地にもなっ
ています。この場所は日帰り旅行には理想的な場所で、特に春
はアネモネやその他の春の花が美しく咲き誇ります。晩春から
夏にかけては、ハシバミ（Corylus avellana）の葉が散歩道の頭
上を覆うように林冠をつくります。多くの散歩道は森の中にあり
ますが、その他に海岸沿いや岸壁沿い、森の中の牧草地を通る
道もあります。 
注意： 動きやすい服とハイキング用の靴をお持ちください。

位置： カルカリ特別自然保護区(Karkali Strict Nature Reserve)
住所： Karkalintie 1035, 08100 Lohja, Finland

プログラム：
• 朝ヘルシンキからカルカリへ出発。バスでの移動時間は約
1.5時間です。
• トルホラ洞窟（Cave Torhola）。駐車場から洞窟までは500m
で、徒歩で移動。トルホラ洞窟はフィンランドで最大の石灰
岩洞窟で全長30mです。
• ピクニック・ランチ。多くの地元住民や旅行者が新鮮な水を
飲むために訪れる天然の泉を見学します。ここには美しい
牧草地があり、年に１度手入れされており、解放的で他の
花植物や蝶々、その他の昆虫の生息に適した場所となって
います。
• バスまで徒歩で戻りケットゥカッリオ・エラミュスティラ
(Kettukallion Elämystila)農場まで行きます。（13km、バスで
約20分）
• ケットゥカッリオ・エラミュスティラ。夕食はラップランドの
伝統的なテント型の建物コタの中で振る舞われます。食事
はお客様の目の前で、直火で調理されます。

食事の内容
     ̶前菜：フィンランドの野菜をベースとしたサラダ
     ̶メイン：サーモングリル、焼きポテト、グリル野菜、ソース
     ̶飲み物：冷たいお飲み物、直火で淹れたコーヒー、ティー
食事の時間：～1.5時間

• フィンランドの伝統的なスモークサウナ。今日、一般的にみ
られるフィンランドサウナの原型です。スモークサウナの隣
には、ホットタブがあり、自然の音を聞きながらリラックスで
きます。
サウナの時間：～2時間
• サウナ後の軽食：エッグバターを使ったカレリアパイ。スモ
ークサウナの隣にある暖かい部屋で食べることができます。
• ヘルシンキへ移動

位置： ケットゥカッリオン・エラミュスティラ（Kettukallion Elämystila）
住所： Joenpellontie 145, 08480 Lohja, Finland

LOHJA – KARKALI, 
A DAY IN THE NATURE AND SMOKE SAUNA 
EXPERIENCE

ロホヤ　‒ カルカリ  自然の中で
の1日とスモーク・サウナの体験

フィンランド
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー
シーズン： 
̶きのこ狩りとベリー摘み：6月～9月
̶釣り：5月～2月
対象者： 1～10人
含まれるサービス：
ガイド付きのベリー摘みかきのこ狩り、もしくは釣り＋ピクニッ
ク＋ホストファミリーと一緒にフィンランドの伝統的な食事を
作る体験＋移動 
難易度： 中程度
プログラム所要時間： 6～10時間（ご相談に応じます）ヘルシン
キからの往復を含める 
ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 60 km

ウェブサイト： www.karkali.johku.com 
ホストファミリー： リーッタ・ライネ（Riitta Laine）, 公式の
ネイチャーガイドでプロの園芸家

イントロダクション：
お客様を出迎えてくれる家はロホヤ中心街から1km離れたロ
ホヤ湖(Lohjanjärvi)の近くにあります。お客様はフィンランドの
野生食物の収穫や、収穫した食材を使った家庭料理作りを体
験することができます。シーズンによって、ベリー摘みやきのこ
狩り、釣りなどを体験でき、ホストと一緒に調理を楽しむことが
できます。ホストファミリーはフレンドリーな雰囲気でもてなし
てくれます。夏には、ホストファミリーと一緒に池の隣りにある
テラスで、リンゴの木の下に座りながらコーヒーを楽しめます。
テラス周辺の池や緑豊かな環境には、たくさんの蝶々や鳥、リ
スが集まってきます。ホストファミリーは自分たちでハーブやト
マト、レタス、イチゴなどを育てています。食事は裏庭のテラス
にあるロホヤ湖を一望できる広いガラス張りの部屋で食べるこ
とができます。テラスには暖炉やヒーターが完備されているの
で、冬でも快適に過ごせます。
注意：動きやすい服とハイキング用の靴の着用をおすすめしま
す。

位置： ロホヤ湖(Lohjanjärvi)近く
住所： Kohtolankatu 8C, 08100 Lohja, Finland

プログラム：
• ヘルシンキのホテルからロホヤまで小型バスで移動（約1
時間）

• 事前に下記のアクティビティーの中からお選びください。

̶ 地元の森でベリー摘みもしくはきのこ狩り。ブルーベリー
やコケモモといった季節のベリー摘みを楽しめます。もし
くは、アンズダケやジョウゴダケなどの季節のキノコ狩り
が楽しめます。途中森の中でピクニックをしながら、美し
い自然や小鳥の声をお楽しみください。

̶夏釣り。ロホヤ湖へ手漕ぎボートで行き、用意してあるル
ア̶と釣竿、餌で魚釣りを楽しめます。また、用意してある
手網で直接魚を捕まえるといったことにも挑戦できます。
主な魚の種類はパーチ（perch）、カワカマス(pike-perch)
などです。

̶ アイスフィッシング。ロホヤ湖では氷った湖の上を歩くこと
ができます。伝統的なフィンランドのアイスフィッシングは
氷に開けた小さな穴に小型の釣竿を垂らして行うか、もし
くは氷の穴の下に事前に仕掛けてある網を利用して行い
ます。最も一般的な魚はパーチ(perch)ですが、カワカマス
（pike-perch）も釣れます。快適なシートと暖かいお飲み
物を提供します。

• 森で集めたベリーやキノコ、湖で釣った魚を使った伝統的
なフィンランド料理をホストファミリーと一緒に食べます。
キノコスープや魚料理、キノコパイやベリーパイといったデ
ザート、そしてベリージュースなどの料理をお楽しみくださ
い。

• ヘルシンキへ移動

フィンランド

EXPERIENCE A LOHJA HOME VISIT 

ロホヤでのホーム・ビジット
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基本情報:
パッケージタイプ： 半日ツアー  
シーズン： 6月～9月
対象者： 最少2名、最大20名
含まれるサービス： 
ガイダンス、カヌーとサイクリングの道具、ピクニック・ランチ 
難易度： 中程度
プログラム所要時間： 4時間
交通手段の種類： スカンディック・シウンティオ・ホテル（Scandic 
Siuntio）にご宿泊の方は、移動はありません。ヘルシンキからお
越しのお客様はご自身でスカンディック・シウンティオまでの移
動手配をお願いします。
ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 50 km

ウェブサイト： 
www.seaction.com/en/canoeing 
カヌーの動画：
www.youtube.com/watch?v=o2RodNnkem4 

イントロダクション：
スカンディック・シウンティオ・ホテルの滞在中に、フィンランド
の自然に囲まれながら、フィンランドの歴史を覗くという一生
の思い出に残る一日が過ごせます。お客様にはカヌーやサイク
リング、中世のマナーハウスの旅へご案内します。
カヌーの旅は、青々とした自然と多様性のある動植物で有名な
シウンティオ川に沿って行われます。このカヌー旅行は中世の
スユンドビ・マナーハウス前で終了し、ガイドがマナーハウスを
案内します。案内の後は、マナーハウスのほとりでピクニック・
ランチを楽しみます。その後、自転車に乗り、フィンランドの田
舎の風景を楽しみながら、フィンランドの美しい田舎道に沿っ
てホテルまで帰ります。 
注意： 参加者には、動きやすい服とハイキング用の靴を着用し
てこられることをおすすめします。

位置： スカンディック・シウンティオ・ホテル(Scandic Siuntio)
住所： Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio, Finland
ウェブサイト： www.scandichotels.fi

プログラム：
• カヌー（パドリング）のガイドがお客様をスカンディック・シ
ウンティオ・ホテルのレセプションまで迎えにいきます。ガ
イドと合流後、カヌーのスタート地点となるテュストラスク
（Tjusträsk）湖の湖畔まで一緒に歩きます。（約10分）

• カヌーのガイドがパドリングの技術や安全面についての説
明を行います。

• パドリングの道具 ̶ カヌー、パドル、救命胴衣、防水かば
ん、飲料水。以上の用具が一人ひとりに配られます。（説明
は約15分）

• カヌー旅行のルートは、テュストラスク湖を横切り、シウンテ
ィオ川に沿って進みます。参加者のカヌーの技術に配慮し
ながら、カヌーのガイドが引率します。（約1時間30分）

• スユンドビ荘園のガイドツアー。カヌーでスユンドビへ到
着するところで、マナーハウスのガイドが皆さんをお待ちし
ています。カヌーの終了後、そのままガイドが皆さんをマナ
ーハウスへとご案内します。（約1時間）

• スユンドビ・マナーハウスのほとりでピクニック・ランチを
お楽しみ下さい。エッグバターと新鮮な野菜を使ったカレリ
ア地方の伝統的なパイと手作りのスユンドビアイスクリー
ムを召し上がれます。（約30分）

• サイクリングの引率者が、最上級クラスのハイブリッド・自
転車、サイクリング・ヘルメット、水筒をお渡しします。（約10
分）

• サイクリングのルートは、シウンティオの美しい田舎道に沿
って、最終目的地のスカンディック・シウンティオ・ホテルま
で移動します。

フィンランド

NATURE & HISTORY IN SIUNTIO - 
CANOEING, CYCLING AND A PRIVATE MANOR 
HOUSE

シウンティオの自然と歴史　̶
カヌー、サイクリング、マナーハウ
ス
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー
シーズン： 5～9月
対象者： 個人または団体（最大20名）
含まれるサービス： 
ガイド付きエクスカーション＋伝統的な昼食＋家庭見学＋フォ
ルクローレ音楽コンサート（団体の場合のみ）
難易度： 中程度
プログラム所要時間： ～6.5時間
交通手段の種類： 
- 個人の送迎/団体バス
- ムナライド港(Munalaiu harbour、エストニアのパルヌ市近郊)
から往復フェリーで移動 
Distance from Tallinn: 140 km

ウェブサイト： www.kihnumare.ee  

イントロダクション：
キヒヌは16.4㎢の面積で、リガ湾で最大の島です。、全長は7km
で幅は3.3kmのコンパクトな島で、キヒヌの文化的空間や伝統
はUNESCOの無形文化遺産に登録されています。島には4つの
村が存在し、島民たちは今でも日常的に伝統的な民族衣装を
着て過ごしています。このプログラムではガイドが皆様をキヒ
ヌ島へ案内するので、参加者の皆様もキヒヌ島の独特な雰囲
気を体験することができます。地元ガイドのキヒヌ マレ(Kihnu 
Mare)は、特別な技術や知識を持つ人々と独自の伝統文化ネッ
トワークを築いてきたので、観光客の皆様にキヒヌ文化の様々
な側面をお見せすることができます。例えば、独自の言語や民
族衣装の着方、伝統的な農業、野外活動、手工芸技術、伝統的
な食事の調理方法、フォルクローレ音楽、教会の生活、結婚式
や村のお祭りでの伝統的な歌と踊り、海釣り、アザラシ漁、自然
の中での生活などです。 

プログラム：
09:30 ‒ 地元ガイドのキヒヌ マレ(Kihnu Mare)が、ムナライド港
(Munalaid)からフェリーで到着する皆様をキヒヌの港でお待ち
しています。
10:00 ‒ キヒヌ博物館。皆様はキヒヌ島の歴史を学び、民族衣
装や家庭用具、漁師の道具、地元の絵画などを見学します。地
元で作られた様々なお土産があり、コーヒーコーナーもありま
す。
11:00 ‒ 聖ニコラス(St. Nicholas)教会は1784年に建設された
教会で、ルター派様式の建築から転換された数少ない正教会
の1つです。教会の中は、シンプルで美しいイコンで壁が覆われ
ています。
11:30 ‒ キヒヌ灯台は1864年に建てられた素敵な鉄製の灯台
で、灯台の上からはキヒヌ島を見渡せて壮大な眺めが楽しめま
す。灯台の高さは29mで、中は螺旋階段となっています。最上部
には、一周できる円状の展望台があります。
12:00 ‒ メッツァマー伝統農家(Metsamaa Heritage Farm)を訪
問。伝統的な建築、民芸品、農園生活、そして、地元の女性に日
常生活での交通手段として利用されており、島のイメージにも
なっているサイドカー付きのバイクを見学することができます。
13:00 ‒ 伝統的な昼食。魚または肉、手作りのライ麦パン
14:00 ‒ 家庭見学：どのように伝統的なキヒヌの家族が生活し
ているのかを見学する絶好の機会です。観光客の皆様は、羊
等、様々な民芸品が収納されている倉庫、サウナ、母屋のリビン
グなどを見学することができます。
15:00 ‒ フォルクローレ音楽コンサート。地元の歌い手や民芸
品のマスターたちが、キヒヌ島の伝統的な結婚式や村の歌や
踊り、民芸品製作などを皆様にお見せします。
16:15 ‒ 帰りのフェリー出発

エストニア

KIHNU ISLAND - UNESCO INTANGIBLE 
CULTURAL HERITAGE OF HUMANITY

キヒヌ島　̶　UNESCO無
形文化遺産
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー  
シーズン： 通年
対象者： 個人または団体(最大30名)
含まれるサービス： 
ガイド付きエクスカーション＋入場券＋地元の昼食 
プログラム所要時間： 8時間
交通手段の種類： 個人の送迎または団体バス
タリンからの距離： ~285 km
リガからの距離： ~240 km

イントロダクション：
セト地方(セトマー; Setomaa)には約8400年間にわたり人が居
住しており、エストニアで最も古くから人々のコミュニティがあ
る地域の一つでもあります。セト地方は東と西の文明の境界
線、言い換えればロシアとエストニア及びラトビアとの国境線
沿いに位置しています。セト地方は非常によく維持されている
伝統と文化で有名です。何世紀にも渡り、手工芸の技術が家
族間で受け継がれてきました。セト人の多声歌唱セト・レーロ
(Seto leelo)はUNESCOの無形文化遺産に指定されています。
セト人は特徴的な民族衣装を有しており、それは非常に繊細な
デザインで、各家族によってもそれぞれデザインの特徴があり
ます。最も印象的なのは、セト人に特有の銀のアクセサリーの
盛装でしょう。これらの外見的に目立つ装飾は、着ている者の
社会的な地位を表すだけでなく、不幸から身を守ってくれるお
守りでもあります。今日まで、セト人の生活様式は自然と密接に
結びついてきました。森の自然の美しさを楽しむだけでなく、
それを自然からの贈り物として利用することは彼らにとっては
当たり前のことです。ベリーやキノコは、季節になれば自由に
収穫できます。
ツアーはヴォル(Võru)から出発し、タルトゥ(Tartu)で終了する
のが便利です。 

プログラム：
• ヴァルスカ農園博物館(Värska farm museum)。農園博物館
では何種類かの家畜もおり、数百年前のセトの人々が送っ
ていた伝統的な生活がどのようなものであったかを見るこ
とができます。ロシア式のストーブを利用して、伝統的なラ
イ麦の丸パンを焼くワークショップに参加することができ
ます。

• 地元の博物館のレストランでコーヒー/お茶、食事/昼食を
召し上がることができます。
• 工芸品とお土産屋があります。
• 所要時間：博物館ツアー(～1時間)、パン焼き(～30分)、レス
トランでの食事（～45分）
• サーツェの長靴(Saatse Boot)：ロシア領を通過するドライ
ブ。ヴァルスカ(Värska)からサーツェ(Saatse)のルートには
ロシア領となっている区間があります。ロシアビザなしで車
で通過することが許可されています。ただし、途中で車を停
止させることはできません。
• オールド・ジョージの石鹸工場(Old George’s Soap Chamber)と
神の丘(God’s Hill)。湿原の泥炭、ぺチョールィ修道院(Pechory 
monastery)の聖なる水、細砂、白樺の木の葉、ブルーベリー等
の自然の材料を製品に混ぜ込んだ地元の起業家を訪ねます。
彼の話を聞き、石鹸の匂いを楽しみ、手軽で素敵なお土産を
購入することができます（支払いは現金のみ）。神の丘(God’s 
Hill)は地元の遺産に関連した小さな丘です。
• 所要時間：～1時間
• オビニッツァ博物館(Obinitsa museum)：セト人のように着
飾ってみましょう！セト人の女性はたくさんの銀のアクセサ
リーを着飾り、特別な存在に見えます。セト人のように民族
衣装とアクセサリーで着飾ると一体どのような感じになる
のか体験してみましょう。着飾る様子を見ている方々にとっ
ても、セト人の衣装を着ると全く別人のように見えるので、
とても良い体験になるはずです。お土産屋さんあり。
• 所要時間：～1時間
• セト・アートギャラリー（Seto art gallery）：セト人の銀にま
つわる物語。地元の銀細工師がセト人の銀のアクセサリー
について話をし、素敵な展示品を見せてくれます。
• 所要時間：～1時間
• タールカの家(Taarka’s house; Taarka Tarõ)：セト料理の伝
統的なレシピによる、心温まるディナーを提供します。ホス
トが訪問客を歓迎し、食事について説明します。
• 所要時間：～1時間
• 夕食は、セトの歌唱団がセト・レーロを披露している間また
はその後にとります（団体のみ）。セト・レーロは、セト人独
自の多声歌唱で、2009年よりUNESCO無形文化遺産に登録
されています。
所要時間：～1時間
（オプション：歌唱団から伝統的な踊りを学ぶプログラム

　   所要時間：～30分）

ウェブサイト： 
www.visitsetomaa.ee 

エストニア

SETOMAA - 
UNESCO INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF 
HUMANITY 

セト地方: 
UNESCO無形文化遺産
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基本情報:
パッケージタイプ： 2日間プログラム 
シーズン： 1～12月
対象者： 2～4人
含まれるサービス： 
移動＋徒歩での散策＋食事＋宿泊＋季節によってはエストニ
ア人家族とのアクティビティ
プログラム所要時間： 1泊2日
交通手段の種類： タリンからの個人送迎
タリンからの距離： 90 km

ウェブサイト： 
www.visitestonia.com/en/toomarahva-tourist-farm

イントロダクション：
ラヘマーはエストニアで最古かつ最大の国立公園です。湿原
の自然を楽しむガイド付き散策や伝統的な漁村で過ごすのど
かな午後、地元の家族と一緒に料理、伝統的なサウナ、農業、そ
して地元の社会生活の体験など様々なプログラムを用意して
います。

プログラム：
1日目：

• タリンから出発。ヴィル湿原（Viru bog）まで1時間のドライ
ブ。
• 地元の自然ガイドとともにヴィル湿原を散策(1.5時間)。ウォ
ーキング・トレイルはラヘマー国立公園の中にある森や湿
原を通っています。ウォーキング・トレイルは3.5km、ループ
は6kmの長さとなっています。
• 美しいエストニアの伝統的な漁村であるアルティヤ(Altja)
まで30分のドライブ。
• 到着後、トーマラフヴァ・ライフスタイル農園(Toomarahva 

位置： ラヘマー国立公園、アルティヤ村、トーマラフヴァ・ライ
フスタイル農園(Toomarahva smallholding in Altja village, 
Lahemaa National Park)
住所： Altja küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond 

smallholding)へ入場し、農園の小ツアー「Our Story」を行
います。
• 地元のパブで昼食。伝統的なエストニアの食事を食べるこ
とができます。
• 村を探索したり、浜辺で過ごしたり、伝統的な漁村の生活を
感じることができるレジャータイム。
• サウナ（エストニアの伝統的なマッサージ、サウナまたはヒ
ルを用いたセラピーが利用できます）
• ホストファミリーと一緒に夕食を作り、地元料理を堪能しま
しょう。
• トーマラフヴァ農園で宿泊します。   

2日目：

• トーマラフヴァ農園で、エストニアの伝統的な朝食を食べ
ましょう。内容：季節のメニューや地元のオーガニック食材
を使った料理。
• トーマラフヴァ農園でホストファミリーと一緒に季節の農
作業を体験します。例えば、薪割りや干し草作り、野生のハ
ーブ摘み、エストニア・スタイルで季節ごとの産物の収穫な
ど（他にも季節や天気に対応して内容が変わります）。写真
の撮影も含まれています。
• サガディ・マナーハウス・レストラン(Sagadi manor’s a la 
carte restaurant)で昼食。荘園とその周辺のツアーを行い
ます。地元のお土産を買うことができます。
• パルムセ・タヴァン（Palmse tavern）で夕食をお楽しみ下さ
い。
• コミュニティ・センターで地元の村のパーティーがありま
す。
• タリンへの移動

エストニア

EXPERIENCE LOCAL LIFE IN LAHEMAA 
NATIONAL PARK

ラヘマー国立公園でのロー
カル・ライフ体験
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基本情報:
パッケージタイプ： 半日プログラム 
シーズン： 通年
対象者： 
- サウナ ‒ 4～6名
- エクスカーション ‒ 最大20名
含まれるサービス：
1.5時間の遠足＋3時間のサウナ 
交通手段の種類： 個人の送迎または団体バス
タリンからの距離： 270 km

イントロダクション：
エストニアのヴォル地方（Võru）のコミュニティにおいて、スモ
ークサウナの伝統は日常生活の大切な一部となっています。ヴ
ォルのスモークサウナは、実際のサウナの入り方や、枝葉で体
を叩くウィスクの作り方、サウナの建設と修復、そしてサウナの
中で肉を燻製にするなど、豊かな伝統から成り立っています。
サウナとは、石で覆われたストーブと、座ったり横になったりす
る高い台を備えた建物もしくは部屋のことです。スモークサウ
ナの場合、煙突はなく、木を燃やすことで生じる煙が部屋の中
を循環します。皆で一緒にサウナに入り、体が汗をかくまで中
に居ます。温かい蒸気を出すために、熱せられた石の上に水を
かけ、古い皮膚を取り除き血行を良くするために白樺などの枝
葉で体を叩きます。汗をかいた後は外へ出て、リラックスをしま
す。また、体を回復させるために外で体を冷やし、水で体の汚
れを落とします。この手順を繰り返します。スモークサウナの伝
統は主に家族の伝統であり、通常は土曜日に行われますが、主
要なお祝い事や家族のイベントのときにも行われます。サウナ
の主な機能としては、心身をリラックスさせることです。また、人
々は他の家族をサウナに招待し合います。より年齢が上の家族
のメンバーがサウナの準備を行い、子供たちはそれを見てサ
ウナの準備に必要な技術を次第に覚えていきます。スモークサ
ウナの伝統はUNESCO「人類の無形文化遺産の代表的な一覧
表」にも記載されています。

プログラム：
• 到着後、ホストとミート

• エクスカーション。ホストがモースカ農家のスモークサウナ
を紹介します。そのうちの2つはサウナ用で、3つ目がお肉の
スモーク用です。お客様は、サウナの建築や加熱システム、
サウナの慣習的行為、そしてスモークサウナの家族の伝統
についての簡単な説明を受けます。エクスカーションは燻
製豚肉を堪能し、終了となります。

所要時間：約1.5時間

• ホストファミリーとともにスモークサウナをお楽しみ下さ
い。ホストファミリーがサウナの入り方等について教えてく
れます。サウナは池の隣に建てられており、冬でも氷がはっ
ていなければ体を冷やすために泳いだり、浸かることがで
きます。サウナ体験の間に、ホストファミリーがエストニア
のスモークサウナの伝統や信仰についてお話しします。

ウェブサイト： 
www.mooska.eu 
位置： モースカ農家(Mooska farm) 
住所： Mooska farm, Haanja parish, 

Võru county, Estonia 65601

エストニア

ESTONIAN SMOKE SAUNA AT MOOSKA FARM- 
UNESCO INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF 
HUMANITY 

モースカ農家でのエストニア式
スモークサウナ　ー　UNESCO
無形文化遺産
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基本情報:
パッケージタイプ： リガ・タリン間での立ち寄り 
シーズン： 5月～9月
対象者： 個人、グループ（最少8名、最大20名）
含まれるサービス： 
園内でのエクスカーション、ハーブの試食、昼食
プログラム所要時間： 3時間
（エクスカーション2時間+ランチ1時間）
交通手段の種類： 団体バスまたは各自による移動

イントロダクション：
リガからタリンまでは300km以上離れており、バスに5時間ほ
ど乗車しなければなりません。そこで私たちは、その道中でハ
ーブ園での短いエクスカーションや田舎風パブでの昼食のた
めに立ち寄ることをお勧めします。リガから車で1時間半ほどの
場所にあるため、少し足を延ばして旅にエッセンスを加えるに
はもってこいです。これらの場所を訪れることにより、ラトビア
の田舎での生活スタイルについて知ることができるだけでは
なく、ラトビア人がいかにハーブを知り、食べ物や健康そして美

容に利用しつつ、自然と密接に関わって生活を営んでいるかと
いうライフスタイルに驚かされることでしょう。エクスカーショ
ンを終えた後は、地元産のオーガニック食材を使った料理を提
供している田舎風パブで昼食をとることができます。

プログラム：
• ハーブ農園でのエクスカーション：アヴアティニ・ハーブ農
園では300種以上のハーブが栽培されており、それらのす
べてのハーブは健康や美容のための薬として、そして安ら
ぎを得るための方法として利用されています。それゆえに、
このハーブ農園は「緑の薬局」とも呼ばれています。健康的
な生活習慣に強い関心を持っている方は、この場所で植
物療法の秘密を教えてもらったり、植物を様々な方法（例え
ば、良い香りのする枕や健康に良いお茶、そしてボディース
クラブなど）で利用することを学んだりすることもできます。
夏の間、植物はとても美しく育ち、色とりどりでとても良い香
りがします。オーナーは旅行者をハーブ園に案内し、そこで
栽培されている植物を紹介するだけでなく、それらの利用
法についても説明してくれるでしょう。このエクスカーション
の最後には、このハーブ園の植物から作られた健康に良い
スムージードリンクを振舞ってくれます。

• アヴアティニ・ハーブ農園から田舎風パブ・スィドラビニま
で：およそ15km離れた地点に立地しており、車で20分ほど
かかります。

• 田舎風パブ・スィドラビニでの昼食：この家族経営のパブは
リガからタリンへ向かう道中にあり、建物は歴史的な木造
建築を改装したものです。オーナーは自前の肉類加工施設
をパブのすぐ隣に所有しているため、いつでもできたての
燻製肉や、新鮮で美味しい食事がメニューに並んでいます。
ラトビアでは食品の保存や調理のために燻製が伝統的に
用いられています。肉（たいていは豚肉ですが、他の肉類を
燻製にすることもできます）はスパイス（塩、コショウ、ニン
ニクその他）と共に調理され、そして木を燃やした煙で燻さ
れます。このパブではラトビアの伝統的な料理が提供され
ています。

位置：
エクスカーション：ハーブ農園－健康に関係のある植物の屋外
展示
住所：Avotiņi, Lāde, Limbažu pag., Limbažu nov.
リガからの距離： 76km
ホスト：オーナーであるヤーニス・ウルミス（Jānis Ulmis）は植
物やハーブの薬効についても素晴らしい知識を持っています。
ヤーニスはラトビア語とロシア語で話します。通訳の利用可。 
ウェブサイト：www.celotajs.lv/en/e/veselibas_augu_ekspozicija 

昼食： 田舎風パブ・スィドラビニ(Pub Sidrabiņi）にて
住所： Sidrabiņi, Jelgavkrasti, Liepupes pag., Salacgrīvas nov.
ハーブ園からの距離： 15km、車で20分
ウェブサイト: www.celotajs.lv/en/e/krogssidrabini

ラトビア

AVOTIŅI HERB GARDEN AND COUNTRY-STYLE 
LUNCH IN SIDRABIŅI PUB

アヴアティニ・ハーブ農園とパ
ブ・スィドラビニでの田舎風ラン
チ
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基本情報:
パッケージタイプ： 半日ツアー  
シーズン： 5月～8月
対象者： 個人、グループ（最大20名）
含まれるサービス： 裸足の林道の入場料、昼食または夕食 
プログラム所要時間： 3～4時間
Duration of the walk: 1～1.5時間
交通手段の種類： 団体バスまたは各自による移動
難易度： 簡単～中程度
リガからの距離： 60 km

イントロダクション：
裸足の林道はレクリエーションセンター「ワルグマ・パサウレ
（Valguma pasaule）」にあり、周囲を森に囲まれたワルグムス湖
（Valgums）のほとりにあります。このレクリエーションセンター
はホテルやレストランを備えているだけではなく、裸足散策路
や自然散策路といった自然環境に根差したサービスも提供して
います。この裸足の林道は2.6kmほどのコースで、そこを裸足で
歩きつつ、松ぼっくり、小さなガラス玉、様々な形をした丸石、コ
ケ、細かい砂、粘土、川の水、芝地、砂利、葦、ウッドチップ、松の
木の丸太の道など、様々な地面の感触を足の裏で体感します。
また、裸足で歩くことにより以下のような多くの有益な健康効果
が期待できます。

　－免疫システムの強化
　－血行促進、血圧の安定化
　－足の筋肉、関節、靭帯の強化
    －リラックスした気分を高め、精神的に安定させる

散策の際には英語を話すガイドが案内をしてくれますが、散策
が始まる前にレクチャーを受けます。また散策の際には、天候
に応じて軽くて便利なアウトドアウェアの着用が推奨されます。
散策の後、たいていはエネルギッシュになり、気分が良くなった
と感じます。この散策の終わりには、リラックス効果のあるハー
ブで作られた足湯が用意されています。

プログラム：
• リガからバスに乗車（1時間程度）

• レクリエーションセンター「ワルグマ・パサウレ（Valguma 
pasaule）」に到着後、ガイドによるレクチャーを受講（10分
程度）

• ガイドによる案内を受けつつ、様々な地面を体験すること
ができる自然環境の中での裸足散策（1時間～1.5時間）

• スタート地点に戻り、リラックス効果のある足湯を堪能（30
分程度）

• クリエーションセンター「ワルグマ・パサウレ（Valguma 
pasaule）」内で昼食または夕食。
食事は小さな前菜から提供されます－庭でのピクニックの
後には、レストラン「グラス・べランダ（glass veranda）」でコ
ース料理2品が提供されます。（1時間程度）

ウェブサイト： 
www.celotajs.lv/en/e/valgumapasaule  
位置： ワルグマ・パサウレ （Valguma pasaule） 
住所： Valgums, Engures nov., Smārdes pag. 

ラトビア

BAREFOOT WALKING AT THE VALGUMA 
PASAULE RECREATION CENTRE 

レクリエーションセンター「ワル
グマ・パサウレ」の裸足の林道
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー 
シーズン： 4月～10月
対象者： 個人、グループ（最少8名、最大20名 ）
含まれるサービス： 散策（1.4km）と昼食
プログラム所要時間： 3時間（散策1.5時間+昼食1.5時間）
難易度： 普通
リガからの距離： 40 km
キェメリ木道からの距離： 25km、車で20分

ウェブサイト： 
www.celotajs.lv/en/e/valgumapasaule

イントロダクション：
キェメリ国立公園の木道はキェメリ国立公園（Ķemeri national 
park）内にあります。この国立公園は38,165ヘクタールもの広
さを誇ります。キェメリ国立公園の木道は、訪問者をコケや細
い松の木、深い漆黒の湖、そして自生するローズマリーの香る
世界に誘います。鋭い観察眼を持つ方なら、食虫植物であるモ
ウセンゴケや様々な種類の鳥（タカブシキ、タイリクハクセキレ
イ、ヨーロッパビンズイなど）に気づくでしょう。遠くでツルやシ
ギが鳴いているのも聞こえるかもしれません。また、長い距離
のコースを選ぶ人は高い場所から壮大なキェメリ湿原の景色
を見られる展望台にのぼることができますが、一方で短い距離
のコースもあります。キェメリ湿原の木道は、自然の風景を撮る
写真家の間ではとても人気のある場所です。キェメリの木道は
自然に関する専門家のガイドなしでも簡単に巡ることもできま
す。
注意事項：動きやすい服とハイキング用の靴の着用をお勧め
します。

プログラム：
• リガからキェメリ国立公園（Ķemeri national park）まで、車
で35分ほど移動する。

• キェメリ湿原の木道に到着し、湿原のガイドによるレクチャ
ーを受講する。（10分程度）

• キェメリ湿原の木道をガイドの案内により散策する。散策
の間、ガイドは最も目を引く場所で立ち止まり、滞在者に植
物、昆虫、木、景色などについて説明します。

• スタート地点に戻り、昼食のためにレクリエーションセンタ
ー「ワルグマ・パサウレ（Valguma pasaule）」へバスで向か
う。（25kmほど、20分程度）

• 昼食。食事は前菜から提供されます－庭でのピクニックの
後には、レストラン「グラス・ベランダ（glass veranda）」でコ
ース料理2品が提供されます。（1時間程度）

ラトビア

THE GREAT BOG BOARDWALK IN 
ĶEMERI NATIONAL PARK

キェメリ国立公園の木道

散策： キェメリの木道
昼食： レクリエーションセンター「ワルグマ・パサウレ（Valguma 
pasaule）」
住所： Valgums, Engures nov., Smārdes pag.



18 19

基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー  
シーズン： 1月～12月
対象者：個人（最少2名）、グループ（最少8名、最大15名）
含まれるサービス：パン作りワークショップと昼食 
プログラム所要時間： 2.5時間
交通手段の種類：公共交通機関（鉄道）、各自による移動または
団体バス
リガからの距離： 40 km

イントロダクション：
太古の昔よりパンはラトビア人の主食であり、朝食または夕食
の一部です。ラトビア人はライ麦、小麦、蕎麦、大麦からパンを
作りますが、その際、きめ細かく挽いた粉と全粒粉の両方が用
いられます。ラトビアでは、パン作りは最も名誉ある伝統的な
技能の一つです。ツァウニーテス（Caunītes）はラトビアの伝統
を保ちつつ、それらを滞在者に紹介しています。この建物はラ
トビアの伝統的な様式によってデザインされた装飾が施され
ており、近代的な設備を有している一方で本物にそっくりな雰
囲気を醸し出しています。オーナーによる説明をもとに、滞在者
は薪のパン焼きオーブンで甘いパンと酸味のあるパンを焼き
ます。ラトビアの家庭では、伝統的に、毎週土曜日の朝に家族
全員分の1週間分のパンを焼くことが女性の仕事でした。一家
のすべての女性は彼女たち独自のレシピに誇りを持ち、それは
世代を超えて娘や孫娘に受け継がれていきました。ラトビアの
民謡には多くのパンと関連がある伝統的な信念、格言などがあ
ります。今日、多くの家族は健康的な生活を送るために、古いレ
シピ、パンの焼き方、オーガニック成分などに大きな関心を抱
いています。

プログラム：
• 公共交通機関または団体バスに乗車する（1時間程度）

• カントリーハウス・ツァウニーテス（Caunītes）に到着後、オ
ーナーがカントリーハウスの周囲を案内し、歴史などを説
明してくれます。その後、伝統的なお菓子と共に、お茶やコ
ーヒーが提供されます。

• パン作りのワークショップ（30分程度）。予め準備されたパ
ン生地からパンをどう作るのか、レクチャーしてくれます。
その際、パン焼きの伝統や技術についても話してくれるで
しょう。
• ン焼きのために、用意されたエプロンと帽子を被ります。パ
ン生地が完成したらオーブンに入れて焼きます。

• 昼食または夕食（50分程度）。パンをオーブンで焼いている
間、昼食（パンと伝統的なスープ）を出してくれます。

• パンをオーブンから取り出します。（30分程度）。パンを取り
出した後15分程パンを冷まさなければいけません。その
後、自分で作ったパンを受け取り持ち帰ります。

ウェブサイト： www.caunites.lv 
位置： カントリーハウス・ツァウニーテス
（Country House Caunītes） 

住所： “Caunītes”, Cenu pag., Ozolnieku nov.
オーナー： サンタ・ルベネ（Mrs. Santa Rubene） 

ラトビア

BREAD BAKING WORKSHOP AT CAUNĪTES 
COUNTRY HOUSE

カントリーハウス・ツァウニーテ
スでのパン作り体験
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基本情報:

パッケージタイプ： 1日ツアー 
シーズン： 8月～9月
対象者： 団体（最少8名、最大20名）
含まれるサービス： キノコ狩りと夕食
プログラム所要時間： 6時間 
交通手段の種類： 団体バス
難易度： 普通（歩道のない自然の森の中を歩きます）
リガからの距離： 75 km

ウェブサイト： 
www.karlamuiza.lv
住所： Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov., Kārļi
オーナー： バイバ・ステピニャ（Mrs. Baiba Stepiņa）

イントロダクション：
キノコ狩りの季節になると、ラトビア、エストニアそしてフィンラ
ンド人はキノコ狩りに夢中になります。 キノコ狩り体験は、地
元の生活を知り、地元の人々がしていることを試してみる、とい
うことの一部です。選ばれたキノコ狩りスポットの地形は歩き
やすく、コケが生えていて、落ち葉や小さな植物によって覆われ
ています。時々そこには藪があり、いくつかの倒木やぬかるん
だ場所があります。ガウヤ国立公園は1973年に設置されたラ
トビアで初めての国立公園で、ネイチャー・ツーリズムについ
て多くの経験を有しています。最も有名な食用キノコは、ヤマド
リタケモドキとアンズタケです。特におすすめのキノコは、アン
ズタケ、ベニダケ、そして様々なヤマドリタケモドキです。その
他、アカヤマドリタケモドキ、アオヤマドリタケモドキ、食用の
茸類―白いカサを持つキノコ（スカンジナビア料理で有名）、ニ
ンギョウタケモドキ、金色のサンゴのようなキノコ（コガネホウ
キタケ）、オオカボチャダケ、サンゴハリタケ類（アラゲカワキタ
ケ）、カサダケ類（カラカサダケ）、ベニダケ類、木材腐朽菌の一
種（キコブダケ）などがあります。

注意事項：快適で安全にキノコ狩りを楽しむために、アウトドア
用の上着や靴を身に着けることをおすすめします。

位置： 
キノコ狩り： ガウヤ国立公園（Gauja National Park）
                       内の特別に選ばれた場所
キノコ狩りワークショップと夕食： 
カントリーホテル・カールリャムイジャ（Kārļamuiža）
（このマニュアルの宿泊施設のセクションを参照）

プログラム：
• リガからガウヤ国立公園内のカントリーホテル・カールリャ
ムイジャまで、車で1時間30分

• ホテル到着後、キノコの専門家（英語が話せる専門的なネ
イチャーガイドで、キノコ狩りのためにトレーニングを受け
た二匹の犬を飼っています）による簡単なレクチャーを受
け、キノコ狩りの準備を行う。ランチボックスとキノコ狩りに
必要な道具（バスケット、ナイフとレインコート）を与えられ
ます。

• キノコ狩りを行う場所まで車で移動（15分程度）

• ガウヤ川（Gauja）近くの森の中の野外ピクニックスポットで
昼食（30分程度）

• 専門家によるガイドを受けながら、森の中でキノコ狩り（1
時間程度）

• カントリーホテルまで移動（30分程度）

• 見つけたキノコの種類を明らかにするために、専門家と一
緒にキノコを選り分ける

• カントリーホテル・カールリャムイジャのオーナーと夕食（2
時間程度）

オーナーによるキノコ料理ワークショップとカントリーホテル・
カールリャムイジャでの夕食

調理はデモンストレーションとして参加グループの前で行われ
る。その際、レシピの説明もされる。キノコ料理に加えて他の料
理をオーダーすることも可。

ラトビア

MUSHROOMING IN 
GAUJA NATIONAL PARK

ガウヤ国立公園でのキノコ狩り
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基本情報:
パッケージタイプ： 1日ツアー  
シーズン： 4月15日～10月31日　クランベリー摘み：9月 
対象者： 個人/グループ（30名まで）
含まれるサービス： ビーリニ領主館でのエクスカーション、昼
食、クランベリー農園でのエクスカーション 
プログラム所要時間： 3時間半（内訳：領主館エクスカーション
1時間、昼食1時間、クランベリー農園でのエクスカーション1時
間、クランベリー製品を作っている工場の見学と試食30分）
交通手段の種類： 個人―公共交通機関（バス）とクランベリー
農園までの各自の移動手段 団体―ビーリニ領主館からクラン
ベリー農園までの往復送迎バス
リガからの距離： 55 km
ビーリニ領主館からの距離： 5㎞程度、所要時間10分程度

イントロダクション：
ラトビアで最も美しいお城での一流の食事と、農園でクランベ
リーから作られた製品を味わいながら、いくつかの自然体験が
セットになっています。ビーリニ領主館の建物は、国を代表す
る建築遺産です。ネオゴシック様式の本館はさながら絵のよう
な美しい庭と、馬小屋そして給水塔などに囲まれています。ま
た、領主館は結婚式会場として、とても有名です。
グンデガス牧場（farm Gundegas）にあるラウガ湿地（Laugas 
swamp）のクランベリー農園は、1989年に実験農場として始め
られました。クランベリーはそのさわやかな味と薬効で知られ
ており、料理の材料としてそして伝統的薬として使われていま

す。今日、そこにはラトビア原産の6種類のクランベリーが植え
られています。このクランベリー農園では9月の収穫期に、クラ
ンベリー手摘み体験が行われています。

注意事項：クランベリー農園を散策するために、歩きやすいハ
イキング用の靴かゴム長靴が必要です。

プログラム：
• ビーリニ領主館に到着後、ガイド付きの庭と公園のエクス
カーションを受ける。

　ハイライト：
・展望デッキがある給水塔に登る
・ラトビアの血統書付きの馬がいる馬小屋の見学
・伝統的に新郎新婦が小さなベルを吊るす「恋のオーク
の木」の横で立ち止まり、ラトビアの伝統的な「イースタ
ーぶらんこ」に乗る（1時間程度）

• 領主館のレストランで昼食を食べる。軽食のプレート、子羊
のスープ、黒パンのデザートなど伝統的な料理や、地元で
採れたハーブを使ったハーブティーが提供されます（1時
間）

• クランベリー農園へ移動（5㎞、10分程度）

• クランベリー農園、ラウガ湿地（Laugas bog lake）でガイド
によるエクスカーション農場所有の設備で作られたクラン
ベリー製品を試食する。 製品はウェブサイトでも販売され
ています。（1時間半程度）

• ビーリニ領主館に戻るか、ルートに従って出発する。

ウェブサイト： 
www.birinupils.lv 
www.celotajs.lv/en/e/gundegas  
位置： 

エクスカーションと昼食： ビーリニ領主館（このマニュアル
の宿泊施設のセクションを参照）

住所： Bīriņi, Vidrižu pag., Limbažu nov.
エクスカーション： Gundegas Cranberry Plantation

住所： “Gundegas”, Bīriņi, Vidrižu pag., Limbažu nov.

ラトビア

BĪRIŅI CASTLE AND GUNDEGAS CRANBERRY 
PLANTATION

ビーリニ領主館とクランベリー
農園「グンデガス 」
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写真：伝統家屋の正面の様子（エストニア） 
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昔ながらの農園や職人を訪れることにより、その
国のスピリットを感じ、世代を越えて現代に受け
継がれる独自の伝統を目の当たりにすることがで
きます。現地で、家庭、農場仕事、動物の飼育、料理
などに見られる伝統、大工仕事、陶芸、織物等の職
人技、伝統的なお祝いごと等を肌で感じてみてく
ださい。またこの章では、田園を訪れるお客様に
ユニークな体験を提供する、歴史的な田舎の大き
な荘園や村、その他のスポットもご紹介します。

これらの訪問の所要時間は、1時間から1.5時間く
らいです。様々なツアーを体験するためにも、この
地元体験ツアーもぜひご検討ください。地方の農
家や職人は、外国語を話さない人がほとんどなの
で、通訳サービスは必須です。

見学は団体のお客様でも個人のお客様でも可能
です。ご希望がございましたら、プログラムの詳細
をお知らせします。

田園での経験-農園訪問、
田舎の荘園、その他の様々なスポット 
写真：セト地方の「オールド・ジョージの石鹸工場」（エストニア） 
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SE-アクションはカヌーやカヤック、コテージの貸し出しを中心に、グループ向けの様々なアク
ティビティやプログラムを提供する西ウーシマーの会社です。シウンティオ（Siuntio）のプル
ヌス（Purnus）川流域の古い農業エリアにあり、絵画のように美しい環境です。地元のフレン
ドリーな雰囲気の中で、フィンランドの田園風景での理想的な体験をお楽しみ下さい。ハー
ブ療法は、世界で最も古い医学体系です。自然に近づきつつあるものは、私達の健康に良い
影響を与えます。
プログラムの所要時間は、アレンジによって1.5～5時間です。以下のものが含まれます。
- フィトセラピストの指導によるハーブハイキングで、フィンランドの自然の中で生育する最 
   も一般的な薬草とその健康への影響について学びます。
- 散歩中の簡単なエクササイズ。自然との触れ合いを作り、自分の身体の状態を訊いて敏感 
   になることが目標です。
ハーブハイキングは、リラックスしたハーブサウナや元気になるハーブワークショップと組
み合わせることが出来ます。

ウェブサイト： www.seaction.com/en/program-services/outdoor-activities/thaw
住所： Purnuksentie 49 c-e, 02570 Siuntio

ウェブサイト： www.visitsouthcoastfinland.fi/en/activities/lohja-archipelago/
交通手段: 車かバス

ロホヤンサーリ島（Lohjansaari）は、フィンランドの南に位置する最大の淡水湖、ロホヤ
（Lohja）の中にあります。豊かな土壌と温暖な気候に恵まれており、島内には複数の樹木園
があります。島の伝統的な風景は、地元、地域、そして国にとっての、重要な景色であると認め
られています。この島の最も大きな特徴は、何千ものリンゴの木が壮大な環境を作り出す、広
大なリンゴ畑です：
• アリタロ・リンゴ園（Alitalo apple orchards）では、何千本のリンゴの木を見学、地元の

シードル、ワイン、ジュースといった手作りの商品を楽しむことができます。
• リンゴ園の程近くには、別の果樹園、フルティセタム（Fruticetum）があります。ここの

庭園には、およそ300種類ものリンゴ、45種類の洋梨、60種類のプラム、40種類のさく
らんぼ（甘いものや酸っぱいもの）、そして20種類のクラブ・アップルが植えられてい
ます。この庭園にはまた、フサスグリやセイヨウスグリ、ブルーベリー、カリン、シーバッ
クソーン、セイヨウナナカマド、ジューンベリー、スイカズラ、ブドウなどの豊富な品種
があります。

• アリタロ・リンゴ園（Alitalo apple orchards）とフルティセタム（Fruticetum）のすぐ近
くには、深い森の中にある、古い神秘的な樫の木があります（円周668cm、高さ12m）。
この樫の木は、フィンランドで最も美しい木と言われています。この樫の木は、自然環
境保全法によって、天然記念物として保全されています。  

住所： Kokkolahdentie 60 08100 Lohja
ウェブサイト： www.arboretummagnolia.fi

マグノリア樹木園は、ヘルシンキ（Helsinki）から80kmのところにある、ロホヤンヤルヴィ湖
（Lohjanjärvi）の湖畔にあります。この樹木園では、様々な木に混じって、中国、韓国、日本、北
米の樹木を見ることができます。また、希少種も展示されています。テーマ別の庭園には、日
本庭園、多年草庭園、テラス庭園、渓谷遊歩道、マグノリア遊歩道、紫陽花遊歩道、春の遊歩
道、ツツジ遊歩道、観賞植物だけでなく、蝶々と切り株庭園もあります。樹木園には地図があ
り、木々にはQRコードがついています。
マグノリア樹木園には、団体用のガイドツアーと個人観光客向けの自由見学の両方がありま
す。開演時期は、5月16日から10月13日までです。

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 50km 

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 50km 

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 80km 

WELLBEING FROM WILD HERBS IN PURNUS RIVER VALLEY
プルヌス川流域にある野生ハーブからの幸せ

フィンランド

LOHJANSAARI ISLAND – APPLES, FRUIT AND THE MYSTICAL OLD OAK TREE
ロホヤ島-リンゴや果物から、神秘的な古い樫の木まで

ARBORETUM MAGNOLIA  
マグノリア樹木園
フィンランド

フィンランド
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ロホヤ島(Lohja)の最も古い荘園であるマルティンピハ（Martinpiha）は、自然に囲まれたコ
テージやサウナなどを備えた宿泊施設として使われています。その歴史は、1571年にまで遡
ります。1973年までは、農民に所有されていましたが、現在の所有者は、マルティンピハに観
光用農園を作りました。ここは、ゲストがロマティックで静かな、美しい自然環境を体験できる
場所です。ボートやカヤックを漕いだり、ガイド付きカヤックを楽しんだり、自転車、サウナ、ホ
ットタブといった、心が開放されるアクティビティを楽しむことができます。手工芸品やお土
産が買えるサマーショップもありますし、サマーレストランでは、家庭料理のご馳走を楽しめ
ます。

住所： Seppäläntie 130 (Lohjansaari), 08800 Lohja
ウェブサイト： www.martinpiha.fi

フィスカルス村は、フィスカルス社誕生の地であり、国際的に有名なフィンランドデザインと
技術の中心地でした。その歴史は1649年にまで遡り、今日では訪れる人に一年中、様々な観
光スポットやアクティビティを提供しています。フィスカルス村のイベントやサービスは、次の
4つのテーマに力を入れています。：デザイン、手工芸と芸術、地元の食べ物・飲み物、芸能と
アウトドアと自然です。村は背の高い広葉樹と緑の林に囲まれた、急で木の生い茂った斜面
にあります。2kmにおよぶ樹木遊歩道があります。村には工芸品のお店、展示、面白いイベン
トや美しい自然があふれています。さらに、村には2つのホテルがあり、企業のイベントや、結
婚式のようなプライベートな目的で借りられる会場も数ヶ所あります。また、季節のご馳走と
地元の飲み物を提供する、たくさんのレストランやカフェもあります。

バルト海で忘れられない一日を過ごしてください。灯台を訪れて、外洋群島へのクルーズで珍
しいバルト海のアシカを見るか、パイクスガット（Pike’s Gut）の歴史的な岩の彫刻をご覧くだ
さい。
北欧諸国の中で最も背の高い灯台であるベンクトゥシャール（Bengtskär）灯台は、海抜52m
にもなります。壮大な景色をご覧になるには、252段の階段を上がりますが、景色はそれに値
する価値あるものです！この灯台は、1906年に、ハンコ村の南西25kmのところに建設されま
した。ベンクトゥシャールには、家を博物館に改築した灯台博物館、ベンクトゥシャールの戦
いの展示、灯台郵便局、カフェ、そして宿泊できる部屋があります。

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 80km 

ウェブサイト： www.fiskarsvillage.fi 

ウェブサイト： www.tourism.hanko.fi/en/cruises/ 

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 90km

ヘルシンキ（Helsinki） ‒ ハンコ（Hanko）間の距離： 126 km

フィンランド

MARTINPIHA COUNTRY ESTATE
マルティンピハ・カントリー・エステート

フィンランド

FISKARS VILLAGE
フィスカルス村

フィンランド

BENGTSKÄR LIGHTHOUSE ON THE BALTIC SEA 
バルト海に浮かぶベンクトゥシャール灯台
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木の家が並ぶタンミサーリ（Tammisaari; フィンランド語名）またはエケナス（Ekenäs;スウェー
デン語名）の旧市街には、海岸が広がっています。
通りの名前は、町の人々の生活や、何百年もかけて彼らがどのように生活してきたかを伝えて
います。
ここの通りは16世紀以来、変わらず同じままなのです。ハッターズ通り（Hat t e r ’ s 
Street：Hattmakaregatan）、リネンウィーバーズ通り（Linen Weaver’s Street：Linvävaregatan）、
クロスウィーバーズ通り（Cloth Weaver’s Street：Handskmakaregatan）、スミス通り（Smith’s 
Street：Smedsgatan）、タナーズ通り（Tanner’s Street：Garvaregatan）などの通りの名前は、
エケナスのあるバルケン（Barcken）半島がかつて巧みな職人によって育まれたことを示して
います。

住所： Rõuge vald, Võrumaa 65147
ウェブサイト： www.koduveinid.ee

ワイン農園は、ハーニャ（Haanja）自然公園（NATURA 2000自然保護地区）の中の、アラヤル
ヴ湖（Alajärv）の美しい湖畔にあります。農園では、地元で生産されたベリーや果物から、ワイ
ンを製造しています。見学者はワインの製造プロセスの説明を受け、ベリー栽培（シーバック
ソーンとブドウ）を見学し、ワインのテイスティングと購入をすることができます。また、美しい
アラヤルヴ湖の、平和な静けさを堪能することもできます。農園見学には、ベリー農園ツアー
とワイナリーツアー、それから3種類のベリーと果物のワイン（軽いおつまみと一緒に）のテイ
スティングが含まれています。ご希望がある場合は、ワインのご購入も可能です。

ウェブサイト： www.visitraseborg.com 

テュテュリ鉱山博物館は地下100mの実際に作業が行われている鉱山へとご案内します。涼
しく湿度の高い鉱山のシャフトを探検し、ディスプレイ、図面、写真を通して鉱業の歴史をより
深く知ることができます。100メートルの幅と深さの地下洞窟へ行くと、テュテュリ石灰岩鉱山
の大規模な素晴らしい光景が見られます。

ウェブサイト： www.tytyrielamyskaivos.fi/en/  

距離: タリン（Tallinn）から 267 km、
ヴォル（Võru）から15km

シーズン: 5月～9月
おすすめの客層: 25名までの団体
所要時間: 1.5 ‒ 2 時間
ホスト: マリス・キヴィスティク（Maris Kivistik）

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 93km

ヘルシンキ（Helsinki）からの距離： 63km 

TAMMISAARI / EKENÄS OLD TOWN
タンミサーリ（エケナス）旧市街
フィンランド

TYTYRI MINE MUSEUM 
テュテュリ鉱山博物館
フィンランド

UUE - SAALUSE WINERY 
ウーエ＝サールセ・ワイナリー
エストニア
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タリンから60kmのところにあるこのワイナリーでは、エストニアワイン製造の秘密を知ること
ができます。このツアーには、ヴァルゲヨエ川（Valgejõe）の川岸にあるベリー農園の見学、ワ
イン製造小屋の見学と、8種類の地元ワインのテイスティングが含まれています。手配によっ
ては、ゲストは季節毎のワイン製造活動（ブドウ栽培のための整地（穴掘りなど）、ボトル詰め
やラベル貼りの手伝い）に参加することができます。

住所： Valgejõe Veinivilla, Valgejõe, Harjumaa
ウェブサイト： www.veinivilla.ee

タリン（Tallinn）からの距離: 60km 

シーズン: 5月～10月
おすすめの客層: 50名までの団体
ホスト: ティーナ・クーレル（Tiina Kuuler）

距離: タルトゥ（Tartu）から50km、
ペイプシ湖（Lake Peipus）から1.5km

トゥルギ手織りコテージ（Turgi weaving cottage）では、伝統的な手織りの織り物コースが受
けられます。トゥルギ・コテージのホストは、経験豊富な織り物の先生で、何冊もの織り物の本
を出版しています。初心者は、お土産用の布小物の作り方を習います（エストニアの民族衣
装のベルト、ひも、スカーフなど）。織り物上級者は、特殊な織り物技術を習うことができます。
コースには、以下のものが含まれています:
• 手織り機を使った織り方の個人指導
• 布材料（サンプルを織るための縦糸と横糸）
• 19世紀、20世紀のエストニア家庭の布コレクションの紹介
• 伝統的なログコテージでの宿泊
• 地産の家庭料理
• サウナの利用

トゥルギコテージに滞在中は、ゲストはペイプシ湖（Peipus）沿いの砂浜と野イチゴいっぱい
の森で、レジャーの時間を過ごすことができます。

住所： Turgi Cottage, Torila, Peipsiääre, Tartumaa
ウェブサイト： www.facebook.ee/turgitalu

リサカ羊農園(Iisaka sheep farm)では、遠い昔から今日まで続く、家族経営の農園について
の話をしてくれます。この農園は、ラヘマー（Lahemaa）国立公園の真ん中にあり、カハラ湖 
（Kahala）とネズ林に囲まれています。この場所は羊を育て、手工芸品を作るのに理想的で、
父から息子へ5世代に渡って受け継がれてきました。家族は伝統を大切にし、環境にやさしい
製造方法を取り入れてきました。彼らは日常生活の中で、様々な古くからの手工芸技術（羊毛
から糸を紡ぐ、油からキャンドルを作る、昔ながらの方法で帽子を作る）を用いています。
農園ツアーの中で、ホストは昔の人々の生活の仕方や考え方を教えてくれます。また、農園の
歴史を語り、今日の羊飼育や羊毛製品生産の仕事を見せてくれます。
古くからの手工芸技術ワークショップには、紡績、針綴じ、ろうそく作り、羊毛加工などが含ま
れます。

住所： Iisaka Farm, Uuri, Harju
ウェブサイト： www.iisakatalu.ee 

タリン(Tallinn)からの距離： 50km

フィンランド

VEINIVILLA WINERY
ヴェインヴィラ・ワイナリー

フィンランド

TURGI HANDWEAVING HOLIDAYS
トゥルギ手織りホリデー

シーズン: 6月～8月
おすすめの客層: 個人客/団体（最大8名）
所要時間: アレンジによって1～4日間
ホスト: ヴェイニカ・ヴァストリク（Veinika Västrik）

フィンランド

IISAKA FARM
リサカ農園

シーズン: 5月15日～9月15日
おすすめの客層: 5月15日～9月15日
所要時間: - 農園ツアー 1.5時間  - 手工芸ワークショップ 1.5 - 3時間
ホスト: リース・ブルグ（Liis Burk)
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MARIA FARM 

マリア農園は、西エストニア風の農園で、20世紀の最初に作られました。5世代に渡る伝統ともてなし
を提供してくれます。この農園は、地元の人々や外国からのゲストに人気の場所です。
数多くのビジタープログラムもあります：
• エストニアの自家製パン焼きワークショップ ‒ 完璧なパン生地の作り方と自分でパンを焼くやり
方を教えてもらえます。
• 手工芸ワークショップ ‒ ニードル＝フェルト、ウールで巻いた石鹸、キャンドル作り、指人形、紙バ
スケット、ジュエリー、海の絵。
• フォークプログラムの伝統的な夕べ ‒ 民俗音楽・ダンス、参加者とのダンス、伝統的な農園料理
による夕食。
• 初心者への乗馬レッスン、上級者への乗馬ハイキング。
• 癒しのサウナと、塩や蜂蜜といった自然なものを使った伝統的な美容トリートメントによる、田舎
スパ・パッケージ

住所： Pargi 4, Ülenurme, Tartu County
ウェブサイト： epm.kovtp.ee

博物館では、農業展示だけでなく、伝統的な技術を紹介し教えるワークショッププログラムがありま
す。プログラムの所要時間は1.5～2時間です。下記のパッケージがあります：
• 魔法の蜂蜜
 このプログラムでは、蜜蜂の巣、養蜂器具、養蜂製品（プロポリスや花粉など）そして蜂蜜の健康
への良い影響について紹介しています。ビジターは、異なる蜂がそれぞれどんな仕事を担って
いて、どんな生活を送っているのかを知ることができます。プログラムには、ワックスろうそく作
りと蜂蜜・花粉の試食が含まれています。
• 穀物からパンまで穀物の耕作、収穫、パン焼きまでを知ることができるプログラムです。ゲストは
文字通り穀物から、伝統的な器具を使ってパンを作ります。健康への良い影響やパンの伝統につ
いても紹介されます。そしてもちろん、地元のパンの試食もあります。
• 鍛冶
 鍛冶は最も古い金属加工の方法です。鍛冶プログラム参加者は、地元の鍛冶屋が作業している
のを見学し、鍛冶の器具やコツについて話を聞いたり説明を受けられます。プログラムの中で
鍛冶職人によって鍛造品が作られます。
• ジャガイモの発見
  ジャガイモの起源とその広がり、作物としてのジャガイモ、異なる種類のジャガイモ、育成と収穫
に使われる器具と機械について知ることができるプログラムです。プログラムの中の「自分でや
ってみよう」には、ヨウ素を使った澱粉の研究や実験や、紙や布へのジャガイモプリントの製作
が含まれます。
• 伝統的なエストニア料理
ホストと一緒に伝統的なエストニア料理を作ります。

シーズン: 通年
おすすめの客層: 団体

住所： Kõpu küla, Tõstamaa osavald, Pärnu
ウェブサイト： www.maria.ee 
シーズン: 通年
おすすめの客層: 個人客/40名までの団体（アクティビテ
ィ/ワークショップによる）

ホスト: リーナとエン・ランド
（Riina and Enn Rand）

AVINURME WOODEN HANDICRAFTS CENTRE

東ヴィル県にあるアヴィヌルメ木材手工芸センターでは、ビジターが地元の木工品に触れ、ワークショ
ップを体験し、エストニアの伝統的な食品を試食したり自分で料理してみたりと充実した時間を過ご
すことができます。アヴィヌルメ地域周辺は、木工品とそのビジネスに関する根強い伝統があり、それ
は世代から世代へと受け継がれた知識に基づいたものです。ここでの食事は事前予約が可能です。
プログラムの所要時間：1.5-2.5時間(ワークショップの内容による)
プログラムの内容：
• アヴィヌルメ木材手工芸センターに関するプレゼンテーション
• ワークショップのオプションには、バスケット編み、木屑のデコレーション、フェルトのサウナハッ
ト作
• り、フェルトのサウナソープ作り、パン焼き体験、キャンドル作り、ウッドペインティング、ゴム靴ペ
インティングなどがあります。
• コーヒーブレイクまたは地元料理の試食

住所： Võidu 3, Avinurme 42101, Jõgevamaa
ウェブサイト： www.puiduait.ee

タリン（Tallinn）からの距離： 155km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 個人/団体

マリア農園
フィンランド

距離: タリン（Tallinn）から156km、
パルヌ（Pärnu）から32km

アヴィヌルメ木材手工芸センター
フィンランド

ESTONIAN AGRICULTURAL MUSEUM WORKSHOPS
エストニア農業博物館でのワークショップ
フィンランド

距離: タリン（Tallinn）から 191km、
タルトゥ（Tartu）から8.5km
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この農園は羊の飼育とブドウ栽培、ワイン製造に特化しています。44.5haの土地と、5haのブ
ドウ園、145頭の羊がいます。
ブドウ畑は丘の南斜面にあり、60種類ほどのブドウが栽培されています。ビジターはブドウを
収穫するか、すでに収穫されたブドウを購入することもできます。農園の女性が素晴らしいワ
インを作っており、国際的なものを含めた、様々な権威ある賞を受賞しています。ビジターは
羊の群れを見ることができ、事前に予約すれば羊肉を購入することもできます。

住所： Smārdes pag., Engures nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/mazburkas

リガ（Riga）からの距離： 67km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 個人/団体
ホスト:　グンタ・ニエルダ（Gunta Niedra）

リガ（Riga）からの距離： 70km

365haの土地の有機農業は、270haの穀物畑（小麦、大麦）、44haのアブラナ畑と豆畑からなり
ます。農園には5頭の牛がいます。この農園では、伝統的なラトビアの生活様式を見ることが
でき、イースターや夏至祭といった季節の行事が行われています。ホストは、お粥や餃子とい
った伝統料理や、農園で栽培された全粒小麦粉などの穀物から作ったベーコンパンやペイ
ストリーを出してくれます。ハーブティーやハーブ、田舎の美味しい食べ物なども買えます。こ
の農園は、ラトビアの伝統を保護し促進しているということで、「ラトビア遺産とラトビア料理
(Latvian Heritage and Latvian Cuisine)」の称号を与えられています。

住所： Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/zs_vaidelotes

5月から10月までの間、白樺樹液を発泡させるラバノフスキ家の製造施設と地下貯蔵施設が
ビジターに開放されます。
白樺樹液は採れたての4月から5月初めの頃が特に美味しいのですが、そのさわやかでフレ
ッシュな状態を維持するレシピをラバノフスキ家が何年にもわたり開発してきました。これら
はオーガニック製品となり、すべてウェブサイトから購入できます。

プログラムの内容：
• 春に行われる白樺樹液の採取方法についてビデオや写真で解説
• 採れたての爽やかなものから発砲したものまで様々なタイプの白樺樹液の試飲、白樺シ
ロップ、白樺やたんぽぽから作るワインの試飲

住所： Kainaiži, Brantu pag., Smiltenes nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/birzi_sulas

     www.birzi.lv

リガ（Riga）からの距離： 126km

ラトビア

MAZBURKAS GRAPE AND SHEEP FARM
マズブルカス・ブドウと羊農園

ラトビア

BIRZĪ – BIRCH SAP PRODUCTION FACILITY
“ビルズィー”白樺樹液の生産施設

シーズン: 5月～10月
おすすめの客層: 団体
ホスト:　ラバノフスキ（Labanovski）一家

ラトビア

VAIDELOTES GRAIN FARM
ヴァイデロテス穀物農園

シーズン: 通年
おすすめの客層: 団体
ホスト:　ダイラ・ヤトニエツェ（Daira Jātniece）
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VALMIERMUIŽA BREWERY 

ワルミエルムイジャ(Valmiermuiža)は、ラトビアで人気の主要なビールメーカーの一つです。 
醸造所では、ワルミエルムイジャ（Valmiermuiža）の井戸水、美味しい麦芽、高貴なホップと
天然の酵母の組み合わせから、いかに洗練されたビールが醸造されているのかを体験する
ことができます。見学に欠かせないものは、幅広い醸造タイプについて学ぶことと試飲、ラト
ビアの伝統的な祝日のお酒についての話を聞くことです。ワルミエルムイジャ醸造所は、そ
の歴史的かつ文化的中心としての役割を活性化するために、伝統的なお祝いや、ファーマー
ズマーケットを運営しています。醸造所のパブでは、近くのブルトニエクス（Burtnieks）湖の魚
や、マッシュドグリーンピースとローガンベリーなどの、伝統的なラトビアの旬の食べ物を楽
しめます。ここの名物料理は、濾過していない冬のビールに漬けられた豚の薄切りです。ツア
ーとビールの試飲の所要時間は、1.5-2時間です。醸造所は、ビールの伝統を守っているとい
うことで、「ラトビア遺産とラトビア料理」の称号を与えられています。

LIEPĀJA CRAFTS CENTRE

ここでは、様々な手工芸職人（琥珀職人、ジュエリー職人、製織業者、裁縫師など）の仕事を見
ることができ、また彼らの作品を購入することができます。ビジターは、地元の住人から寄付
された琥珀の破片から作られた、世界最長の琥珀ネックレス（123m、19kg）を見ることができ
ます。手工芸センターは、ラトビアの伝統的な手工芸技術を維持しているとして、「ラトビア遺
産」の称号を受けています。

住所： Dārza iela 4/8, Liepāja
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/liepajas_amatnieku_nams

リガ（Riga）からの距離：  217km

シーズン: 通年
おすすめの客層: 個人/団体

住所： 2 Dzirnavu str., Valmiermuiža, Burtnieku nov.
ウェブサイト： www.valmiermuiza.lv

リガ（Riga）からの距離： 109km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 通年

STRAUPE FARMERS’ MARKET

ストラウぺ・ファーマーズ・マーケットは、スローフード国際地球マーケット同盟の会員です。
マーケットで販売されている商品は、スローフードの哲学（地元で生産された、旬の、高品質
の食材）に沿ったものです。それらはきちんとした方法で育成/栽培されました。マーケットに
出店している農家は、自身で生産したものを売っており、商品や生産プロセスに関するビジタ
ーからのすべての質問に答えられます。マーケットでは様々な食べ物、動物、家禽、植物、苗、
手工芸品が売られています。

マーケットは月に2回、第1と第3日曜日に開催されます。国家建築物遺産でもある、改築され
たパブの建物で行われます。マーケットは、ラトビアのマーケットの伝統を活性化し維持して
いるとして、「ラトビア遺産」の称号を与えられています。

住所： Pārgaujas nov., Straupes pag.
          Straupes zirgu pasts
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/straupes_lauku_labumu_tirdzins

リガ（Riga）からの距離： 73km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 個人/団体

ワルミエルムイジャ・ビール醸造所
ラトビア

ラトビア
ストラウぺ・ファーマーズ・マーケット

ラトビア
リエパーヤ手工芸センター
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この農園では、オレガノ、セイントジョンズワート、ワームウッド、レモンバーム、猫の足など、ラ
トビアで非常に有名な薬草25種類を栽培しています。自然公園のなかにあり、清潔で自然に
やさしい環境です。エクスカーションでは、どのように薬草が栽培されるのか、ハーブティーや
他の商品がどのように農園で作られるのかが説明されます。エクスカーションの後で、ハーブ
ティーの試飲があります。農園は、伝統的なハーブティーに関する知識とその医学的性質を
保全しているとして、「ラトビア遺産」の称号を受けています。

住所： Rakuti, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/zalu_tejas_kurmisi

     www.kurmisi.lv 

リガ（Riga）からの距離： 280km 

シーズン: 4月～10月
おすすめの客層: 団体
ホスト: イヴァルス・ゲイバ（Ivars Geiba）

リガ（Riga）からの距離： 81km

自家製アイスクリームを製造する家族企業です。プロンビエール、クリーム、ヨーグルトアイ
ス、シャーベット、そして今日の料理の「奇跡」と呼ばれるブルーチーズ、セイヨウワサビ、ジャ
ガイモアイスのトマトソース添えなど、様々な種類を作っています。これまでに試したアイスク
リームのレシピは80種類以上です。ここの名物は、セイヨウワサビアイスとニシンです。この
会社は、食べ物製造に関して、「ラトビア遺産」の称号を受けています。
エクスカーション・プログラム:
• 家族企業の紹介、その歴史とアイスクリームの種類の説明
• アイスクリーム作りデモンストレーション
• アイスクリーム試食：ユニークなアイスクリームの少量ずつの試食（ビール、ジャガイモ、
石炭、シャーベット、お菓子ゼフィールのアイスクリームなど）
• 伝統的なできたてのアイスクリームを楽しむ

住所： 96, Daugavas str., Skrīveri, Skrīveru nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/skriveru_majas_saldejums

     www.majassaldejums.lv

シーズン: 通年
おすすめの客層: 団体
ホスト: レルデ・ソトニエツェ（Lelde Sotniece）とその家族 

この農園は、オーガニックの酪農業に特化しています。農園ツアー中に、ビジターは酪農製品
がどのように作られるのかを学び、実際にミルク隔離機を使ってバターやクリームを作ったり
します。かつて使われていたミルク加工器具や機器の展示室があります。伝統的なラトビア
のおやつであるコップ1杯の牛乳とパンとベリージャムの試食があります。ホストは健康的な
食事の一部としての牛乳について話し、牛乳に関するラトビアのなぞなぞや迷信を紹介しま
す。この農園は、伝統的な酪農業の保全をしているということで、「ラトビア遺産」の称号を受
けています。

住所： Džūkstes pag., Tukuma nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/geidas

リガ（Riga）からの距離： 65km

シーズン: 5月～9月
おすすめの客層: 団体
プログラムの所要時間: 1.5 ‒ 2時間
ホスト: グンデガ・イェーカブソーネ（Gundega Jēkabsone)

ラトビア

KURMĪŠI HERB FARM
クルミシ・ハーブ農園

ラトビア

GEIDAS DAIRY FARM
ゲイダス酪農農園

ラトビア

SKRĪVERU HOMEMADE ICE-CREAM
スクリーヴェル自家製アイスクリーム
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ミルクキャンディ工場は、高品質の材料を使い、伝統的なレシピに沿って自家製ミルクキャン
ディを作っている家族企業です。ラトビアのブランド、「グアティニャ（Gotiņa）」のミルクキャン
ディを保全しているということで、「ラトビア遺産」の称号を受けています。
エクスカーション・プログラム:
• 会社とその歴史紹介
• 伝統的な製造機器の見学と、ミルクキャンディの包み紙コレクションの見学
• ミルクキャンディ製品の試食
• キャンディ包み技術の習得。ゲストは包んだキャンディをお土産に持って帰ることができ
ます。
• ツアーの後に訪れる工場アウトレットで、幅広い種類の、新鮮な製品を買うことができます。

住所： 2 Daugavas str., Skrīveri, Skrīveru nov.
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/skriverupk 

     www.skriverugotina.lv

リガ（Riga）からの距離： 80km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 団体
ホスト: バイバ・ルーセ（Baiba Lūse）

オーガニック認定を受けたこの農園では、150頭以上の血統羊が200haの土地で飼育されて
います。オーナー達は家畜オークションや羊デーなどのイベントを企画します。見学者は農園
を見学し、羊について（種類、生態、食べ物や餌のあげ方、羊の飼育方法）学ぶことができま
す。この農園ではまた、毛布や靴下などの自然な羊毛製品を生産しています。この農園は、伝
統的な羊飼育と羊毛工芸技術について、「ラトビア遺産」の称号を与えられています。 

住所： Rūjienas nov., Jeru pag. 
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/zs_klimpas

リガ（Riga）からの距離： 150km 

シーズン: 通年
おすすめの客層: 団体
ホスト: イルゼとヴァルディス・レスカス（Ilze and Valdis Leskas）

SKRĪVERU MILK SWEETS FACTORY

KLIMPAS SHEEP FARM
クリンパス羊農園
ラトビア

ラトビア
スクリーヴェル・ミルクキャンディ工場
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農場生活を、理想的な環境下で休日にゆったり体
験したいという個人観光客の方や、ご家族を歓迎
します。ゲストは、現地の家庭の一員となり、日々
の作業に参加します。事前に予定されたエクスカ
ーションはありませんが、ゲストとホストファミリー
が触れ合い、コミュニケーションを深める時間があ
ります。 
ゲストは、ガーデニング、果物や野菜摘み、ヤギの
乳搾り、調理、家畜の飼育などの簡単なアクティビ
ティを見たり、体験することができます。

ホストが工芸品を作る際、ゲストがその技術を見
て新しく学ぶことも歓迎です。
また、ホストは、地元の周辺で散歩やピクニックに
行くことを提案することもあります。 経験豊なホス
トの心からのおもてなしで、もはやそこには言葉
の壁はありません。
お部屋、トイレ、洗濯設備はシンプルで機能的で
す。

地元の人と同じ暮らし ‒ 
農場生活を体験する

写真：共同作業で干草を作る（ラトビア） 
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住所： Kiidi Tourism Farm, 
Kiidi küla, Rõuge vald, 

Võrumaa, Estonia

期間: 7日間

ホスト: アイガル・ピホ(Aigar Piho)と観光農園キーディ(Kiidi Tourism Farm)のスタッフ 

観光農園キーディは、南エストニアのハーニャ(Haanja)自然公園内、ロウゲ原始谷(Rõuge 
Primeval Valley)にあります。ホストは10年以上、日本からの訪問客を受け入れています。ここ
では、仕事を共にし、観光をし、地元の学校や地元の人々を訪ねたり、ハイキングに行きます。
キャンプ活動には以下が含まれます：
• 技能ワークショップ：木工と手工芸、ベリー/リンゴのジャム作り、黒パン作り、ダンスと
楽器の演奏、冬はスキーとスノーボードを学ぶことができます。

• 仕事：地元の家族や、村の人 と々1日2～4時間共同作業をする。
• 夏/秋：ベリーとキノコ狩り、ハイキングコースの修復、薪積み、植樹、サウナ用に白樺
の枝葉でウィスクを作ります。

• 冬/春：ハイキングコースの見回り、細断した薪積み、植樹、木工、ハーニャ・マラソンな
どの地元のイベントのお手伝いをします。

• 毎日、サウナを利用できます。
• ハイキング：ハーニャ・ネイチャートレイル、ルハソー(Luhasoo)ネイチャートレイル
• 観光：ハーニャ(Haanja)のスールムナマギ(Suur Munamägi)丘、展望塔、ヴァスツェリー
ナ城(Vastseliina Castle)、セト地方(Setomaa)、セト・スタジオギャラリー(Seto Studio-
Gallery)、タルトゥ(Tartu)のエストニア国立博物館(Estonian National Museum)、ラトビ
アへのエクスカーション・デイ。

対象: グループ5～16人

ウェブサイト: www.kiidi.ee/jp/ 
                           (日本語サイト)

エストニア

距離: タリン(Tallinn) から 257km
リガ(Riga)から 216km

シーズン: 通年

WORKCAMP ‘E-MOTION’ IN KIIDI
キーディでのワークキャンプ “E-MOTION”
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ウェブサイト: www.celotajs.lv/en/e/indani
    www.indani.lv 

住所： Kandavas pag., 
Kandavas nov., 

LV - 3120, Latvia

ラトビア

インダーニ・ナチュラルファームはのどかな平原に建つ、簡素ですがとても雰囲気のあるファ
ームです。自慢のオーガニックなお食事はつい食べ過ぎてしまうほどの美味です。

宿泊客と訪問客の為のオプションがあります。

- 宿泊客の場合：
宿泊客は、伝統的な農場生活をして暮らす家族の一員になります。ホストの家には、宿泊客用
の部屋があります。 大人も子供も、ヤギやガチョウ、ウサギなどの農場にいる動物について学
んだり、古代から使われてきた農具の展示や、カントリーサウナのご用意もあります。ハチミ
ツ入りのハーブティーや、伝統的なニンジンブレッドなども味わうことができます。

- 訪問客の場合：
2時間のファーム・エクスカーション・プログラムには以下が含まれます。
• 田舎の生活様式を紹介する農場ツアー。
• ハチミツ入りのハーブティー、ニンジンブレッド、伝統的なペストリーを頂きながらゆ
ったりとした時間を過ごします。

ホスト: スィグネ・エゼリニャ（Signe Ezeriņa）
シーズン: 5月～9月

リガ(Riga)からの距離： 95km

ラトビア

ヅィルヌペス（Dzirnupes）は、ラトビアの田舎の素晴らしさを心底感じられる伝統的な農場で
す。カップルや、子供連れファミリーの為の素晴らしいレジャースポットです。1924年に建設さ
れた穀倉をサウナ付きのロマンチックな建物に改築し宿泊客を迎えてくれます。ホストは何
種類もの工芸の匠でもあります。木の切り株からドラムを作り、弓と弓矢の使用方法や、農場
の鍛冶屋で釘を鍛造する方法などをゲストに教えます。彼はこれらの技能において「ラトビア
遺産」の称号を与えられています。ここの家の女性ホストは、ゲストを連れ、田舎暮らしの一面
を見せてくれます。例えば、干し草集め、ザワークラウト作り、雑草刈り、ヤギの乳搾り、ガチョ
ウの飼育、魚捕り、農家の伝統的なレシピに沿った燻製方法など。
ゲストはパン作りを手伝う事も出来ます。また、ホストは喜んでゲストを外に連れ出して町を
案内し、生活に関するあらゆる質問に答えてくれます。穏やかで、落ち着いた雰囲気でゲスト
を癒します。

ウェブサイト: www.celotajs.lv/en/e/dzirnupes 
   www.dzirnupes.lv 

住所： Limbažu nov., 
Viļķenes pag., 

LV - 4052, Latviaホスト: サンドラとユリス・パレリオニス（Sandra and Juris Palelioņis）

シーズン: 3月～11月

リガ(Riga)からの距離： 90km

INDĀNI TRADITIONAL FARMSTEAD
インダーニ・ナチュラルファーム

DZIRNUPES TRADITIONAL FARMSTEAD
ヅィルヌペスの伝統的な農家
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ルーキ農場は西海岸に面する港町ヴェンツピルス郊外にある自然豊かな農場です。
のどかな田舎で感じる平和と静けさがあり、農家の調和のとれた生活リズムを味わうことが
できます。花やハーブの庭、家を囲む大きな木々がたくさんあります。家には農場の歴史を紹
介する展示があり、小さな工芸ワークショップもあります。そこでは、ホストが伝統的な家飾り
や工芸品の作り方を喜んで教えてくれます。この農場は、伝統的な農村環境を維持しているこ
とで、「ラトビア遺産」の称号を授与されています。

住所： Ventspils nov., 
Jūrkalne, 

LV 3600, Latviaホスト: エンヴィヤ・インダーネ（Envija Indāne）
シーズン: 5月～9月

KLAJUMI RANCH

ラトビア

ウェブサイト: www.klajumi.lv
         www.celotajs.lv/en/e/zirgusetaklajumi

クラユミ・ホース牧場には、100年の歴史があります。今日では、新旧両方の世代がここで農耕
し、地域の歴史的遺産を保護し、自然環境の価値を守っています。
牧場はダウガワ(Daugava)川流域の自然公園内にあり、ラトビア-ベラルーシ国境の近くにあ
ります。ここでは、乗馬ツアーを提供しています。そこで乗れる馬は、ラトビア、リトアニア、ベラ
ルーシ品種で、賢く、よく訓練された馬です。 乗馬経験のない方も大歓迎です。
ここでは伝統的なログコテージでの宿泊になります。この牧場は、観光用宿泊施設向けの環
境保護証明を取得し、また、地元料理の伝統を守るメンバーの一員です。更に、馬の繁殖を維
持 していることについて、「ラトビア遺産」の 称号も授与されています。

住所： Kaplavas pag., 
Krāslavas nov., 

LV - 5668, Latviaホスト: イルゼ・スタブルニエツェ（Ilze Stabulniece）
シーズン: 通年

リガ(Riga)からの距離： 275km

ウェブサイト: www.celotajs.lv/en/e/luki リガ(Riga)からの距離： 200km

クラユミ・ホース牧場

ラトビア

LŪĶI FARMSTEAD
ルーキ農場
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この章では、旅行者にとって便利な場所に位置し、
公共交通機関や個人移動でも首都からアクセスし
やすい田園地方のホテルやスパをご紹介します。
別途記載がない限り、シングル、ツイン、ダブル、ま
たはアパートメントタイプのスタンダード・ルーム
にはトイレ、シャワーまたは少数ですがバスタブ
がついています。カントリーホテルやゲストハウス
の部屋は、スタイル、広さ、設備、アメニティに幅が
あり、敷地内の別棟に部屋がある場合もあります。
部屋のグレードによりそれぞれ、スタンダード、ス
ーペリア、スイートと表記されます。部屋の仕様に
ついては、ご予約の際にお問い合わせください。

詳細情報：
田園を旅しよう
（フィンランド南岸部、エストニア、ラトビア）
www.balticsea.countryholidays.info
または田園ツーリズム協会のウェブサイトより
（英語のみ）
www.countryholidays.lv
(ラトビア、エストニア、リトアニア)
www.maaturism.ee
(エストニア)
www.visitsouthcoastfinland.fi  
(フィンランド南岸部)

田舎のホテルとスパ

写真：サガディ・マナーホテル（エストニア） 
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ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 86km
ウェブサイト： www.paivakumpi.fi 

住所: Ylhäntie 1, 09120 
Karjalohja, Finland

宿泊施設：

2フロアにまたがって40室を完備。湖の
風景を眺められるスイートとスーペリア
ルーム。

現地でのサービスとアトラクション：

スパホテル・パイヴァクンプは、スパやその
他健康促進サービスを提供し、フィンランド
のサウナ文化の普及に力を入れています。
宿泊客は無料でスパを使うことができます。

お食事サービス：

ホテルのレストランではランチ／ディナ
ー・ビュッフェが提供されています。アラ
カルトを提供するレストラン、パノラマ
(Panorama)では、ロホヤ湖を眺めながら
フィンランドや各国の料理を楽しめます。

スパホテル・パイヴァクンプは、湖畔の居心地良いスパホテルで、フィンランドの自然をイ
メージしたサウナやプールを楽しみ、夜はスタイリッシュで清潔なお部屋でお休みいた
だけます。ヘルシンキ(Helsinki)から車で約1時間、ロホヤ湖(Lohjanjärvi)沿いのカルヤロ
ホヤ(Karjalohja)村にあり、ホテルから一歩出ると自然に囲まれています。フィンランドの
自然はスパの中からでも満喫できます。豪華なスパからは小鳥のさえずりや夏の香りが
楽しめます。

ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 60km
ウェブサイト： www.scandichotels.fi 

住所: Lepopirtintie 80, 
02570 Siuntio, Finland

SCANDIC RESORT SIUNTIO

スカンディック シウンティオで、自然溢れる素晴らしい公園や、様々なエクササイズ、健康
推進サービスをお楽しみください。 ホテルは、ヘルシンキから車で1時間程の場所にあり
ます。ホテルのお客様は、緑豊かな公園の新鮮な空気を吸い、焚き火を眺めたり、美しい
湖でカヌーに乗ってリラックスすることが出来ます。展望台からは、シウンティオ湖とその
周辺の壮大な景色を楽しめます。
スカンディックのゲストとして、次の事を楽しむことができます：
 - バラエティー豊かな朝食
 - スカンディックフレンズの特権
 - 無料Wi-Fi
 - FACEストックホルムの入浴用品と化粧品
 - お子様向けには、ウェルカムギフト、レストラン内の専用メニューなどです。

宿泊設備：

ホテルには191の客室があります。

現地でのサービスとアトラクション：

2つのスイミングプールと温水屋外プール、2
つのサウナ：リラックスできるスチームサウ
ナ、伝統的なフィンランド式サウナがありま
す。
自転車レンタル、ミニゴルフやディスクゴル
フ、ローラースケート、ハイキング、設備の整
ったジムを利用できます。

お食事サービス：

朝食とアラカルトは毎日提供
ビュッフェランチとディナー
サマーテラス

SPA HOTEL PÄIVÄKUMPU
スパホテル・パイヴァクンプ

フィンランド

スカンディック・リゾート・シウンティオ

フィンランド
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ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 80km
ウェブサイト： www.mustionlinna.fi 

住所: Hållsnäsintie 89, 
10360 Mustio, Finland

宿泊設備：

シングルルーム8室
ダブルルーム33室
スイートルーム1室

現地でのサービスとアトラクション：

ウェディング。結婚式は、壮大な公園の横に
あるスヴァルト(Svartå)教会、または公園の
ロマンチックな雰囲気の中で行われます。 
結婚式に必要なものすべてを提供できる
環境が整っています。例えば美容室、写真
家、バンド、ネイリスト、ヘアスタイリストや、
ワクワクさせる乗り物（例えば馬車、ビンテ
ージカー、ヘリコプターなど）です。新郎新
婦はブライダルスイートメルリンズ・タワー
(Merlin’s Tower)へと迎え入れられます。ゲス
トは3階建てのホテルに宿泊します。

お食事サービス：

レストラン「スヴォルトスロットスクログ
（SvartåSlottskrog）」では、本物の北欧
料理の文化に基づいた、オリジナル料理
を提供しています。 私たちの食べ物に対
する哲学は、母国への献身、倫理、驚き、
楽しみ、幸福、そして純粋さに基づいて
います。

ムスティオンリンナ（Mustion Linna）/スヴァルト・マナー(Svartå Manor)は、200年以上の
歴史を持つフィンランドで最も貴重で美しいマナーハウスのひとつです。このマナーハウ
スは、フィンランドの海岸に沿ってヘルシンキから西へ約80kmの場所にあります。ムステ
ィオンリンナは魅力的な19世紀のカントリーハウスを所有しており、鉄工所の労働者の
ためのかつての家屋は、現代的な部屋へと改装されました。 また、昔馬車置き場だったス
ロットスクロゲン（Slottskrogen）は、1800年代半ばのネオゴシック建築の建物で、巨大な
暖炉とラフな鉄のシャンデリアはユニークで家庭的な雰囲気を作り出しています。
ビジネスでもレジャーでも、スタイルと快適さの中でリラックスできるユニークな体験を
お約束します。この素晴らしい古代の場所の静けさと、現代的な設備を兼ね備えたホテル
との融合をお楽しみください。このマナーハウス内のレストランは、田園のレストランに
関する国内コンテストで1位になりました。

ヘルシンキ(Helsinki)からの距離： 93km
ウェブサイト： www.hotelseafront.fi  

住所: Valkovuokonkatu 2, 
10600 Tammisaari, Finland

ホテル・シーフロントはラーセポリ市にある映画に出てきそうな、海辺に面して建つ小規
模ホテルです。フィンランドではよく知られた夏のリゾート地区タンミサーリ(Tamosaari)
や鉄道の駅までも徒歩圏です。ホテルからはビーチに直接出ることができ、散策するにも
ピッタリで特に夏の夕刻がお勧めです。ホテルの近くには、レストラン、ショップがありま
す。

宿泊施設：

2フロアにまたがりダブルルーム20室を
完備。そのうち10室にはバルコニーがあ
り、オーシャンビューとなっています。

現地でのサービスとアトラクション：

‐ホテルからタンミサーリ群島国立公園ま         
    でのボートトリップ

‐フィッシング・ツアーおよび古い漁師の         
    家へのツアー

‐ラーセポリ城跡で歴史と中世のディナー 
    を楽しむ週末

お食事サービス：

ランチとディナーには、ホテルのレストラ
ン・ストランディス(Strandis)でフィンラン
ドや各国のお料理を楽しむことができま
す。美しい海を眺めながらテラス席でデ
ィナーやドリンクをご堪能ください。

MUSTION LINNA MANOR HOUSE HOTEL
ムスティオンリンナ・マナーハウス・ホテル

フィンランド

HOTEL SEA FRONT
ホテル・シーフロント

フィンランド
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タリン(Tallinn) からの距離： 35km
ウェブサイト： www.schlossfall.com 

住所: Pargi allee 5, Keila-Joa, 
Harjumaa, Estonia

宿泊施設：

2階には、8人用の広々とした高級スイー
トルームが4部屋あります。

現地でのサービスとアトラクション：

博物館と展示ホール。
お城では夜、コンサートや音楽サロンを開催
します。
お城のガイド付きツアー。
お城の敷地は、祝い事をする為にレンタル
もできます。お食事サービス：

レストラン・シェールアミ(Cher Ami)では、
個人や団体旅行客に伝統的なアラカル
ト料理を提供したり、ケイラ＝ヨアで行わ
れる全イベントのケータリングサービス
も提供しています。

シュロスフォール・ブティックホテルは、1833年に建てられた歴史的なケイラ＝ヨア城の
中に建てられ、2014年に改装されました。美しいケイラ（Keila）川沿いに位置し、歴史的な
公園に囲まれています。ケイラの滝は、季節に関係なく絵画のような美しい光景です。

ADDRESS: Pargi tn 1, Mäetaguse, 
Ida-Virumaa, Estonia

マエタグセ・マナーはEugenius Octave von Rosenが統治していた1796年に建てられま
した。 その大邸宅は印象的で、豪華な内装が施されています。マエタグセ・マナーには14
の建物が今でも残っています。しっかりとした造りの車庫はホテル、入浴施設、ミニスパ、
レストランに改装されました。猟師博物館はかつての蒸留酒製造所で、現在は熊の生活
について展示されています。 改装されたマエタグセ・マナーを訪れる際には、ツアーを予
約することができます。マエタグセ・マナーホテル＆スパでは、ゆったりとした休暇や、効
率的なビジネスミーティングのための様々な機会を提供しています。

宿泊設備：

-マンション4＋4名用
スイートルーム2室
- ホテルハウス/ 50名分
スイートルーム 1室
ダブル、プラスルーム 4室
ダブル/ツインルーム 4 室
ツインルーム 11室
ノンアレルギールーム 2室
ファミリールーム2室

現地でのサービスとアトラクション：

2コースのプール（25m）、子供用プール。
サウナ：
2つのフィンランド式サウナ（男性用、女性用）
プライベートサウナ
4種類のサウナ：塩、スチーム、アロマ、サンル
ーム
マッサージとフェイシャルトリートメント

アクティビティ：
 
ウォーキング用のトラック(照明付き)、ローラー
ブレード、自転車、ホテル近郊でのスキー。 ディ
スクゴルフ、湿地帯のハイキング、自転車とノル
ディックウォーキング用ポールはレンタル可。

タリン(Tallinn) からの距離： 190km
ウェブサイト： www.moisahotell.ee  

SCHLOSS  FALL BOUTIQUE HOTEL IN KEILA-JOA CASTLE
ケイラ＝ヨア城の中のシュロスフォール・ブティックホテル

エストニア

MÄETAGUSE MANOR HOTEL & SPA
マエタグセ・マナーホテル&スパ

エストニア

お食事サービス：

-  50名様用のアラカルトレストラン 
   「ローゼン（Rosen）」は、地元の食 
   材を使った美味しい料理を提供し     
   ています。40 4140 41



タリン(Tallinn) からの距離： 230km
ウェブサイト： www.clubhotel.ee 

住所: Tennisevälja tn 1, Otepää, 
Valgamaa, Estonia

宿泊設備：

クラブホテルには、4人家族が快適に過ごせて、美しい景色を兼ね備えたアパートメント
ルーム（1部屋、もしくは2部屋）があります。また、大家族にも対応したアパートメントルー
ム（3部屋＋専用サウナ）もご用意しています。

アパートメントルーム（1部屋）　5室 
アパートメントルーム（2部屋） 12室
Saku Kuld スイートルーム（1部屋）　7室
スイートルーム（2部屋＋サウナ）1室
スイートルーム（3部屋 + サウナ）1室
GMP ロイヤル貴賓室 1室

現地でのサービスとアトラクション：

サウナ複合施設とジム、周辺には人気のあ
る観光スポットが数多くあります。

お食事サービス：

ホテル内にはエストニアの一流レストラ
ン ‒ GMPプハヤルヴェ・レストランがあり
ます。このレストランは、エストニアのレス
トランTOP50に5年連続（2013年～2017
年）でノミネートされました。 モダンなエ
ストニア料理を提供しています。

GMPクラブホテル(GMP Clubhotel)は、プハヤルヴェ（Pühajärve）湖畔のオテパー
（Otepää）にある高級アパートメントホテルです。 クラブホテルは、主に高品質のインテ
リア、現代的技術、安全性と快適性を求める人々を対象としています。

タリン(Tallinn) からの距離： 90km
ウェブサイト： www.sagadi.ee 

住所: Sagadi, 
Lääne-Virumaa, Estonia

サガディ荘園はラヘマー国立公園の端にあり、ピンク色の壁が上品なマナーハウスです。
冒険の旅に多くの休息の場を与えてくれます。美しい環境下で素晴らしい体験をし、快適
な宿泊施設、感動的な料理体験、居心地の良い雰囲気をお楽しみください。サガディ・マ
ナーホテルは、地元の文化、自然の良さに親しむ機会を与えてくれます。森林博物館で国
立公園の動植物について、マナー博物館でマナーハウスの歴史について学べます。

宿泊施設：

スタンダード ツイン/ダブル ルーム 14室
スーペリア ツイン/ダブル ルーム 12室
2名用のガーデンハウススイート

現地でのサービスとアトラクション：

- 地下冷凍貯蔵室内にあるフィンランド式    
  サウナ

- ホテル内の薪窯サウナ

- 空の下の樽サウナ（屋外）

- グループのためのフリータイムプログラム
お食事サービス：

サガディ・マナーレストランのアラカルト
メニューには、伝統的な料理とジビエ料
理があります

GMP CLUBHOTEL
GMPクラブホテル

エストニア

SAGADI MANOR HOTEL
サガディ・マナーホテル

エストニア
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リガ(Riga)からの距離： 75km
ウェブサイト： www.karlamuiza.lv 

住所: “Kārļamuiža”, Kārļi, 
Cēsis, LV-4139, Latvia

宿泊施設：

‐メイン・ビルディング
スタンダード、ダブルルーム　2室
スタンダード、ツインルーム　1室
スイート、ダブルルーム　1室
スーペリア、ダブルルーム　1室
アパートメント　1室
‐コテージ「Annmarie」‐ベッドルー
ム（ダブルベッド）　1室、リビング、ト
イレ、バス、キッチン付きのプライベ
ート・コテージ

現地でのサービスとアトラクション：

•周辺の散策ルート：
- ホテルを囲むロマンチックな景色の公園
の散策（1～2時間）
- アイナヴ（Ainavu）崖までの散策
（2.5km、1～2時間）
- アマタ(Amata)ハイキングコース
（15 km、5～6時間）
- ガウヤ国立公園のサイクリング・コース、
レンタサイクル、トレッキング・ポールの
レンタル

お食事サービス：

ホテルのレストランでは、主に地元の食材を使用しています。

カールリャムイジャ・カントリーホテルは、清潔で居心地の良い宿泊施設で、地元の食材
を使った料理が自慢です。美しい景観を誇るアマタ(Amata)川流域の自然の中にあり、ガ
ウヤ(Gauja)国立公園に隣接しています。りんごの木に囲まれた18世紀の建物はチャーミ
ングな雰囲気にリノベーションされています。

リガ(Riga)からの距離： 83km
ウェブサイト： www.mikelis.lv  

住所: “Miķelis”, Uzvara, Gailīšu pag., 
Bauskas nov., Latvia

ホテルは2017年に建てられました。そこは、新緑や黄金色の田畑が辺りを彩る田舎町に
あります。この場所では、歴史と民族性が、モダンさや創造性と交じり合っています。

宿泊施設：

18の明るく快適な客室では、全ての季節
で美しい景色が楽しめます。 

ルームタイプ：
- ダブルルーム
- ダブルルームテラス付き
- ファミリールーム

現地でのサービスとアトラクション：

- 50以上の異なる機械類と、バルト諸国に 
  おける自動車の最大かつ唯一のコレク 
  ション

- 19～20世紀に移り変わる時代の農場
美術館の建物に置かれた家具、食器、
衣類、道具は、20世紀前半の農家や職
人の働き方、家庭の様子を反映してい
ます。

お食事サービス：

サマーテラス付きのコーヒーハウス、
最大20名収容可能な小さな暖炉の部
屋、60名まで収容可能なホールもありま
す。

KĀRĻA MUIŽA COUNTRY HOTEL
カールリャムイジャ・カントリーホテル

ラトビア

MIĶELIS HOTEL
ミケリス・ホテル

ラトビア
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リガ(Riga)からの距離： 80km
ウェブサイト： www.mazmezotne.lv

住所: Mazmežotne, Rundāles pag., 
LV-3921, Latvia 

宿泊施設：

‐The Lords’house
スーペリア、ダブルルーム　5室
スーペリア、シングルルーム　1室

‐The Servants’house
スタンダード、ツインルーム　9室
スタンダード、ツインルーム（バリアフ
リー対応）1室

現地でのサービスとアトラクション：

‐サウナ
‐レジャー：ボート、レンタサイクル、ネイ
チャー・トレイル

お食事サービス：

マズメジュアトネ(Mazmežotnes)マナー・レストランでは、前菜、スープ、メインコースや
デザート等、各種お料理を提供します。

リエルペ(Lielupe)川流域の丘にある居心地の良いマナーホテルで、自然に囲まれてリラ
ックスしたり、ゆったりとした時間を満喫するにはもってこいの場所です。宿泊施設、レス
トランのほかに、サウナやチーズ作り体験を楽しむこともできます。

リガ(Riga)からの距離： 53km
ウェブサイト： www.birinupils.lv

    www.celotajs.lv/en/e/birinupils   

住所: Bīriņi, Vidrižu pag., 
LV-4013, Latvia

ビーリニ領主館は、リガから車で1時間以内の距離にある、この地域の代表的な領主館
で、広大な土地と荘厳で美しい建物でゆっくりと過ごすことができます。建造物と庭園は
18世紀から19世紀にかけて作られたものです。領主館の建物自体には、ネオ・ゴシックと
セミサークル・スタイルが採用されていますが、内装にはネオルネッサンス・スタイルが
採用されています。現在、この領主館ではロマンチックかつ一流な晩餐会やウェディング
が開かれています。

宿泊施設：

‐領主館
スタンダード、ダブル／ツインルーム5室
（うち2室はシャワー、3室はバス付き）
スイート、ダブルルーム　3室（ジャグジ
ー付き）
ファミリー向けアパートメント4室（ベッド
ルーム2室、トイレとシャワー付き）

‐ガーデン・ハウス
スタンダード、ダブルルーム 3室（うち1室
はシャワー、2室はバス付き）
スタンダード、ダブル／ツインルーム2室
スイート、ダブルルーム　1室
スイート、ツインルーム　1室
ファミリー向けアパートメント3室（ベッド
ルーム2室、トイレとシャワー付き）

現地でのサービスとアトラクション：

‐領主館を囲む複数の公園
‐浴場：プール、スチーム・バス、マッサー
    ジ・シャワー付き浴場
‐夏季限定のウォーターミル・バス（白樺、シ
   イノキの枝によるマッサージ付きの伝統的
   なラトビア式サウナ、ハーブティー、ウォー
   ターミル湖での水泳）
‐レジャー：乗馬、カートやソリ遊び、ボート・
    レンタル、レンタサイクル

お食事サービス：

‐ビーリニ領主館のレストランは地下にあ
     ります
‐夏季限定のカフェが民俗博物館内に水曜
    日から日曜日の営業でオープンし、テラス
    席で軽食をお楽しみいただけます。

MAZMEŽOTNES MANOR HOTEL
マズメジュアトネ・マナーホテル

ラトビア

BĪRIŅU CASTLE HOTEL
ビーリニ・キャッスルホテル

ラトビア
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リガ(Riga)からの距離： 115km
ウェブサイト： www.laukumaja.lv

住所: “Lantus”, Bērzaines pag., 
LV-4208, Latvia 

宿泊施設：

- メイン・ハウス
スーペリア、ダブルルーム　2室
アパートメント　1棟（ベッドルー2室、
別棟にトイレとシャワー）

- サウナ・ハウスにエキストラ・ルームを
   完備

現地でのサービスとアトラクション：

‐ラトビア式サウナ：サウナ師によるアテン
    ドサービス

‐マッサージ：クラシカルなマッサージや心
    地よいマッサージ、フェイシャル、ボディピ
    ーリング、ホットハニー・マッサージ等

お食事サービス：

ホストによる手作りのお食事が提供されます。食材は地元の農家から調達しています。

ラントゥス・カントリーハウスは、宿泊だけでなく、ラトビア人にも人気のウェディングや記
念日のパーティー会場によく利用されるカントリーハウスです。森と池に囲まれた絶景の
中で楽しむ食事も自慢です。暖炉がある部屋や、サウナ、プールも設備されています。

リガ(Riga)からの距離： 100km
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/smukumuiza 

住所: “Pārslas”, Remtes pag., 
Brocēnu nov., LV-3871, Latvia

宿泊施設：

式場の周辺に建つ3つの客室用の建物
の中にダブルルームがあります。

現地でのサービスとアトラクション：

ミニゴルフ、粗い地形のトレッキングルート、
スイミングスポット、ボート。
グループのための散策プログラム。

お食事サービス：

ホテルのレストランでは美味しい食事を提供しています。

16世紀に改装されたスムクムイジャ・マナーホテルは、結婚式場として有名です。メイン
の建物は結婚式場に使用され、周辺には客室用の建物が幾つかあります。ゆったりとし
た休日を過ごすための快適な環境が整っています。

LANTUS COUNTRY HOUSE
ラントゥス・カントリーハウス

ラトビア

SMUKU MANOR HOTEL
スムク・マナーホテル

ラトビア
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リガ(Riga)からの距離： 160km
ウェブサイト： www.marciena.eu  

住所: Lejas Patmalnieki, 
Mārciena, LV-4852, Latvia

風光明媚な田園地方に建つマナーハウスをリノベーションしたスパリゾートです。美味し
い料理や豪華な内装とともにプロフェッショナルなスタッフによるおもてなしをお楽しみ
ください。マナー内にスパがあります。

宿泊施設：

‐マナーハウス
スタンダード、ツイン／ダブルルーム
4室
スイート、ツイン／ダブルルーム2室

‐スパ・ハウス
スタンダード、ツイン／ダブルルーム
6室
スイート、ツイン／ダブルルーム1室

‐ホステル
トイレとシャワーは共用(男女各3つ)
ツインルーム15室

‐ブラックスミス・ハウス
ワンベッドルーム(ダブルベッド)、リビ
ング、トイレ、シャワーと小さなキッチ
ン付きのプライベート・コテージ

現地でのサービスとアトラクション：

‐スパ：石風呂、松風呂、干し草風呂、サウ
    ナ、コントラスト・シャワー、冷水／温水プ
    ール、ジャグジー

‐細胞を活性化する施術

‐ラトビア式田舎風呂

‐レジャー：クリケット、サイクリング、釣り、
    ウォーキングトレイル、公園、水泳、ウォー
    キング・スティック、ブランコ、カタマラン 
    艇、湖への滑り台

お食事サービス：

マールツィエナ・マナーホテル・レストラン
は、伝統的なラトビア料理とドイツ料理を
モダンなアレンジで提供しています。フルー
ツ、野菜、肉、魚は地元産のものを使用しま
す。

MĀRCIENAS MANOR HOTEL
マールツィエナ・マナーホテル

ラトビア
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写真：結婚式で新婦を囲む人々
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ツアールート写真：キヒヌ島の村民（エストニア） 
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この章でご紹介するツアーは我々の国をどう散
策・探検できるかの例です。日本人のお客様に向
け、田園地方観光のエキスパートであるフィンラン
ド南岸部・エストニア・ラトビアの田園ツーリズム
協会の専門知識と、経験豊富なツアーオペレータ
ーの助言を織り交ぜています。

私たちは郊外での体験に重きを置いているので、
本マニュアルに掲載しているツアーの首都や都市
はスタート地点・終了地点としてのみの扱いで、ツ
アーでは郊外の伝統的且つ近代的な生活や文化
的・歴史的遺産、自然、そして地元の食事を知って
頂きます。それぞれのツアーの表記には名前・経
路図・旅行日程表・距離・所要時間・お薦め観光名
所などがあります。

全てのツアーはお客様のご要望・ご興味に対応可
能です。旅行日程表の各日の開始地点から終了地
点までのおおよその運転距離が示されています
が、行程に関しては融通のきくもので、お好みやご
興味、タイミングなどによって決めることも出来ま
す。旅行日程表も修正可能で、ツアー全体の長さ
を変えたり、オプショナル訪問やプログラムを選ん
だり、グループか個人かによって対応することもで
きます。

1つのツアーで複数の国に行ったり、興味のある国
を1つまたは2つ選ぶこともできます。地方体験を
最大限楽しむのに向いている季節は4月から10月
です。
より詳細な情報やサービスの手配については、巻
末のリストに記載のあるツアーオペレーターや田
園ツーリズム協会にお問い合わせください。

ツアーとサービスに関する実用的な情報

移動手段：
• 個人旅行者には、個人の送迎サービスをお勧
めします。バルト諸国では料金は手頃です。レ
ンタカーも利用可能ですが、右側走行になる
ため不便と感じるかもしれません。公共のバス
や列車を利用して行くことのできるツアールー
トもあります。

• 団体旅行者のツアーも可能です。より良い体
験をするために、田園地方の宿泊先の収容人
数の関係で、より少ないグループ（12～15人）
をお勧めします。

ツアーリーダーとガイドのサービス：
グループには地元のことを良く知るツアーリーダ
ーと、日本語を話すガイド/もしくは通訳が同行し
てその土地のことを教えてくれます。ガイドや通訳
サービスのいずれも、個人旅行者でも予約可能で
す。

宿泊施設：
ツアーは主に都市部で一日が始まり、一日が終わ
ります。郊外の宿泊施設は地方のホテルや、小さ
い町や農村エリアのゲストハウスのシングルまた
はツインで用意されています。予約の際、非常に
多数の選択肢があるため、都市部・地方の宿泊先
共にホテル名の記載はありません。通常部屋には
トイレとシャワーが備え付けられています。バスタ
ブがないところもあります。　　　　　　　　　
規模の小さい部屋やゲストハウスに関しては、部
屋の広さ、タイプ、アメニティや設備にばらつきが
あります。ゲストのニーズに合わせて個別に提供

され、特別な雰囲気を味わえます。団体の方は事
前に部屋の詳細な情報をリクエストすることをお
勧めします。

食事：
朝食は常に宿泊とセットで、昼食や夕食も予約可
能です。メニューは地元の食材や旬のものに基づ
いて作られます。フィンランド・エストニア・ラトビ
アの伝統的な食事は牛肉や豚肉、魚や卵、新鮮野
菜を使った料理、サラダ、チーズ、白と黒のパンな
どです。事前手配することで様々な食事のリクエス
トに応じることも出来ます。

現地訪問とエクスカーション： 
観光客に公開している農場や手工芸品のお店、民
間の博物館を運営している人を訪問すれば、農村
エリアの伝統的な遺産と近代的な生活の魅力が
明らかとなるでしょう。通常1-2時間のプログラム
で、オーナーまたはガイドに案内してもらいます。
パン作りや織物などの体験や、チーズやハチミツ
などの生産物を試食することも出来ます。ほとんど
の場所が終日訪問可能ではないので、グループも
個人も事前予約が必要です。

お土産：
ツアーには伝統的で近代的なデザインを手掛け
る地元の師匠への訪問も含まれます。陶器類・天
然織物・ニットウェア・木工製品・ろうそく・ハーブ
ティー・ハチミツや他の手作り品・自家製品は観光
客に人気です。
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リガ市内観光。リガ大聖堂には世界最大級の
パイプオルガンがあり、聖ペテロ教会の尖塔
からは市内の壮大な景色を一望、大ギルドホ
ール、スウェーデン門、三人兄弟、聖ヤコブ教
会、国会議事堂、リガ城、ユーゲントシュティー
ル建築群などを観て回ります。リガの旧市街は
UNESCO世界遺産に登録されています。
宿泊はリガのホテルで。

以下の3箇所を巡ります：
1） キェメリ国立公園-キェメリ湿原の木道ウ
ォークwww.latvia.travel/en/sight/great-
kemeri-bog-boardwalkと時計塔（歩行距離2
㎞か4㎞）。

2） 伝統的なラトビアの農場でパン作りのワー
クショップ
ツァウニーテス(Caunītes)　www.celotajs.lv/
en/e/caunites

3） エクスカーション、デモンストレーションや
陶芸のワークショップへの参加、ルンダーレ

(Rundale)地域のライマ陶芸スタジオ(Laima 
Ceramics Studio)でのハーブティーの試飲
www.laimagrigone.com/j-p/
宿泊は自然に囲まれたマズメジュアトネ・マ
ナーハウス(Mazmežotne manor)にてwww.
mazmezotne.lv

ビーリニ領主館(Bīriņi castle)と18世紀～19世
紀の公園のツアーwww.birinupils.lv/en/
プログラムオプション：
1）オビニッツァ(Obinitsa)博物館、セト・スタイ
ルの民族衣装の試着を体験でき、ジュエリー
について説明を受けます。www.visitestonia.
com/en/set-culture-workshop-dressing-up-
set-style 
小さな村の礼拝堂（ツァッソン;tsässon）を訪
問し、タールカの家（TaarkaTarõ, セト・コミュ
ニティセンター）での昼食とカルチャープログ
ラムがあります。www.visitestonia.com/en/
seto-community-centre
セト・スタジオギャラリー(Seto-Studio Gallery) 
で銀細工師エヴァール・リーツァール(Evar 
Riitsaar)と会う。
www.visitestonia.com/en/seto-studio-
gallery
手作り石鹸工場（Old George’s Soap 
Chamber）
www.visitestonia.com/en/old-georges-
soap-chamber-1
ペコの神が祀られている丘 ‒ セト古代の神聖
な場所です。
www.visitestonia.com/jp/peko-jumalamagi 
サーツェの長靴（Saatse Boot）を通り抜けま
す。ここはロシア連邦の領土の一部で、ビザな
しで車、自転車で通過することはできますが、
停車や歩行はできません。
2）モースカ農家（Mooska Farm） - UNESCO無
形文化遺産のスモークサウナがあります。地元
の食材を使った料理を味わえます。タルトゥの
ホテルに宿泊します。 

タルトゥ市内を短めに観光　‒　大学の多い
若者の街
アヴィヌルメ木材手芸品センター(Avinurme 
Wooden Handicrafts Centre)へのエクスカ
ーション
www.puiduait.ee/en/
ヴィフラ・マナーハウス　‒　16世紀に建てら
れた素敵な荘園でラヘマー(Lahemaa)国立公
園内を流れるムストヤ(Mustoja)川に沿ってそ
びえ立っています。
宿泊はヴィフラ・マナーホテル(Vihula Manor 
Hotel)にて。www.vihulamanor.com

タリン市内を徒歩とバスで観光。徒歩でのツ
アーでは、トームペア城、13世紀の大聖堂、19
世紀のロシア正教会のアレクサンドル・ネフス
キー聖堂、15世紀の旧市庁舎広場、タリンがハ
ンザ同盟のメンバーとなった記念に建てられ
たギルド会館と聖オラフ教会などを巡ります。
バスでのツアーはタリン郊外や歌の広場、聖
ブリジット修道院とピリタ地区を周ります。
タリンクシリヤのフェリーターミナルへ移動。
タリンからヘルシンキまでフェリーで2時間。

5日目： ヴィフラ(VIHULA) ‒タリン 
(TALLINN)‒ヘルシンキ (HELSINKI) ‒西ウー
シマー地方（WESTERN UUSIMAA REGION） 
‒ ラーセポリ市（RAASEPORI REGION) ‒カル
ヤロホヤ(KARJALOHJA)‒ムスティオンリンナ 
(MUSTIONLINNA)
運転距離は205㎞。フェリー乗船2時間。
プログラム所要時間は12時間。

4日目： タルトゥ(TARTU)-ラヘマー
(LAHEMAA)国立公園
運転距離は270㎞。
プログラム所要時間は9時間

3日目：マズメジュアトネ(MAZMEŽOTNE) ‒ 
ビーリニ(BĪRIŅI) ‒ラトビア/エストニア国境 
(LATVIA/ESTONIA BORDER) ‒ ヴォル地方(ヴ
ォルマー; VÕRUMAA) ‒タルトゥ(TARTU)
運転距離は420KM。
徒歩距離は1.5時間。
プログラム所要時間は12時間。

1日目： リガに到着

2日目： リガ(RIGA)→キェメリ国立公
園(ĶEMERI NATIONAL PARK)→ヤル
ガワ(JELGAVA)→マズメジュアトネ 
(MAZMEZOTNE) 
運転距離は約170㎞。
歩行距離：2～4㎞（1～2時間）。
プログラムでは3か所巡って約12時間

Jelgava

ルート：リガ(Riga)―キェメリ(Ķemeri)―ヤルガワ(Jelgava)―ビーリ
ニ(Birini)―タルトゥ(Tartu)―ヴィフラ(Vihula)―タリン(Tallinn)―ヘ
ルシンキ(Helsinki)―カルヤロホヤ(Karjalohja)―ムスティオンリンナ
(Mustion Linna)―ヘルシンキ(Helsinki)

所要日数：5泊6日

文化を巡る: 
バルト海に面したフィンランド-エ
ストニア-ラトビアの田舎を探検
する
このツアーは大都市から離れた田舎の様々な魅力と
価値を紹介しており、よりこの国の良さに気付くことで
しょう。国立公園の自然の美しさや田舎の邸宅の素敵
な雰囲気は訪れる人を魅了します。また伝統的な地方
農場や巧みな技術を持つ職人も訪れます。
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ヘルシンキから西ウーシマー地方へと移動。
以下から2か所を訪れます。

1) タンミサーリ(Tammisaari)(古い漁村)  
www.visitraseborg.com/en/sights/culture-
history/ekenas

2) フィスカルス村(Fiskars)-エクスカーションと
昼食　www.fiskarsvillage.fi/en/

3)　ムスティオンリンナ (MustionLinna)の
スヴァルト・マナー (Svartå Manor) www.
mustionlinna.fi/en/-200 年以上の歴史を誇る
フィンランドで最も貴重な邸宅です。

4)　スパホテル・パイヴァクンプ
(Päiväkumpu) www.paivakumpu.fi/enは柔
軟な対応のホテルとして南フィンランドでよく
知られており、ロホヤ湖(Lohja)の岸、カルヤロ
ホヤ(Karjalohja)に位置しています。
宿泊はスヴァルト・マナー、スパホテル・パイ
ヴァクンプ、タンミサーリのホテル・シーフロ
ント(Hotel Sea Front) www.hotelseafront.fi、
またはモーテルマリン（Motel Marine）http://
motelmarine.fi/en/

マルティンピハ・カントリーエステート
(Martinpiha Country Estate) 
www.martinpiha.fi へのエクスカーションとロ
ホヤ島(Lohjansaari)へ。
テュテュリ(Tytyri)鉱山博物館 www.
tytyrielamyskaivos.fi

ヘルシンキ市内観光。ヘルシンキ大聖堂と元
老院広場、国会議事堂、オールドマーケット、
エスプラナーディ公園、カンピ礼拝堂、テンペ
リアウキオ教会、ヘルシンキデザイン地区、ス
オメンリンナ要塞。
市内中心部からヘルシンキ・ヴァンター空港
へと移動。
出発。

6日目： ムスティオンリンナ(MUSTIONLINNA)-
ロホヤンサーリ(LOHJANSAARI)-ヘルシンキ
運転距離130㎞。
プログラム所要時間は飛行機の時間により
ます。
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ヘルシンキのホテルに宿泊。

ヘルシンキ市内ツアー。ヘルットニエミ
(Herttoniemi)にあるヘルシンキの象徴的な
存在、マリメッコの工場を視察。続いてヘルシ
ンキの中心部に進み、必見名所をチェックし
てください。

シウンティオにあるプヌス(Punus)農場を訪
れ、地元の食べ物を味わってください。スザン
ヌが農場内を案内してくれるので、森の中を少
し散策します。
ロホヤのテュテュリ鉱山(Tytyri mine)を訪れ、
鉱山と博物館を体験し、地上から100m下のシ
ベリウス・フィンランディアの光のショーをお
楽しみ下さい。

キサカッリオ(Kisakallio)に宿泊。www.
kisakallio.fi/en/frontpage
キサカッリオまたはスカンディック・シウンティ
オ（Scandic Siuntio）　www.scandichotels.fi
でフィンランドの田園風景とサウナ体験をお
楽しみください。

ヘルシンキ市内ツアー。ヘルシンキ大聖堂と
元老院広場、国会議事堂、オールドマーケット
ホールとマーケット広場、エスプラナーディ公
園、カンピ礼拝堂、テンペリアウキオ教会、ヘ
ルシンキデザイン地区、スオメンリンナ要塞。
グルーズ船内で宿泊。タリンクシリヤラインが
保有するシリヤ・シンフォニーかシリヤ・セレ
ナーデに乗船して、ヘルシンキからストックホ
ルムへ 移動(17:00-09:30）。

3万以上のストックホルム群島www.
stockholmarchipelago.se、昔からの漁村と何
百年も前に建てられた街、入り江、崖と柔らか
い砂浜。
ストックホルムのホテルに宿泊。

フェリークルーズ17時間。
ストックホルム市内ツアー/自由時間。
ガムラスタン旧市街、王宮、ストックホルム大
聖堂、ヴァーサ号博物館、世界最大の半球状
建物にあるスカイビュー、緑の島・ユールゴー
ルデン島。
ストックホルムからリガまでイザベルかロマ
ンティカのクルーズフェリーで船内宿泊
(17：00-11：00)。

リガ市内観光。リガ大聖堂には世界最大級の
パイプオルガンがあり、聖ペテロ教会の尖塔
からは市内の壮大な景色を一望、大ギルドホ
ール、スウェーデン門、三人兄弟、聖ヤコブ教
会、国会議事堂、リガ城、ユーゲントシュティー
ル建築群などを観て回ります。リガの旧市街は
UNESCO世界遺産に登録されています。
ラトビア野外民俗博物館には国内にある4つ
の全ての州から118棟の歴史的建造物を集
めました。

リガのホテルに宿泊。
鍛冶屋のワークショップwww.celotajs.lv/
en/e/kalejs_kaspars_auza。手作りの灯篭、燭
台、ちょうつがい、暖炉器具、階段の手すりや
門など。18世紀からの品も展示しています。
ヅィルヌペス(Dzirnupes)農場www.celotajs.
lv/en/e/dzirnupes?lang=enは伝統的なラト
ビアの農場で、オーナーさんが木の切り株か
らドラムを作り、弓と矢の使い方を教える準
備をしています。この家に住む女性はラトビ
アの花嫁が嫁に出るまでに覚えておくべき家
事の技術を教えてくれるプログラムを用意し

7日目： リンバジ(LIMBAŽI) ‒ サラツグリーワ
(SALACGRĪVA) ‒パルヌ (PÄRNU)
運転距離は222㎞。
徒歩2.2㎞（約1.5時間）。
プログラム所要時間は12時間。

6日目：リガ(RIGA)
運転距離は30㎞。
プログラム所要時間は6時間。

5日目： ストックホルム(STOCKHOLM)-リガ
(RIGA)

4日目：ストックホルム(STOCKHOLM)

3日目： シウンティオ(SIUNTIO) ‒ ヘルシンキ
(HELSINKI) ‒ストックホルム(STOCKHOLM)
運転距離は45㎞。
クルーズフェリーは16.5時間。

2日目： ヘルシンキ(HELSINKI) ‒ ロホヤ
(LOHJA) ‒シウンティオ (SIUNTIO)
運転距離は約80㎞。
プログラム所要時間は8時間

1日目： フィンランドのヘルシンキに到着
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ルート：ヘルシンキ(Helsinki) - ロホヤ(Lohja) - ヘルシンキ(Helsinki) 
- ストックホルム(Stockholm) - ストックホルム諸島(Stockholm 
archipelago)  - リガ(Riga) ‒ リンバジ(Limbaži) ‒ サラツグリーワ
(Salacgrīva) ‒パルヌ (Pärnu) - タリン(Tallinn) - ヘルシンキ(Helsinki)

所要日数：8泊9日

このツアーはUNESCO世界遺産に登録されている観
光名所を訪れます。-ヘルシンキ、ストックホルム、リガ、
タリンを、フェリーやクルーズ船で周り、首都だけでな
いバルト諸国の様々な地域を探検することでより価値
のある旅にすることが出来ます。郊外の観光名所では
フィンランド、スウェーデン、エストニア、ラトビアの伝
統的な民族文化を見ることが出来ます。また多くの農
場で今日の田舎での生活を見ます。往復チケットには
クルーズ船での2泊分が含まれています。

バルティック-スカンジナビア街道： 
フィンランド-スウェーデン-エス
トニア-ラトビア
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ています。
昼食はプラワス(Plavas)というグルメレストラ

ンhttp://plavashotel.lv/で。
トルクセ(Tolkuse)自然歩道www.visitestonia.
com/en/rmk-rannametsa-tolkuse-nature-
and-study-trailは円形の自然歩道で、一部は
木道となっています。砂丘の松林とトルクセ湿
原の間を通り、最大規模の湿原にたどり着き

ます。2.2㎞、約1.5時間。
ヌルカ(Nurka)ツーリズム・ファームではwww.
visitestonia.com/en/nurka-farm、ガイド付き
トルクセ湿原の自然ハイキングや木材で温め
られたサウナ、手工芸のワークショップなどが
あります。
パルヌのホテルに宿泊。

以下から最大3か所を訪れます。
1） タンメ(Tamme)ファーム  
http://tammetalu.eu/index.php/kontakt 
エコなハーブ農場 

2） アルパカ農場　www.visitestonia.com/
en/alpaca-farm-the-largest-in-estonia?site_
preference=normal
ゲストはアルパカを撫で、餌付けし、ピグミー
ゴートやミニチュアの羊、アンゴラウサギや鶏
を見ることが出来ます。

3） ヤーニハンソ(Jaanihanso)シードルハウス
と果樹園www.jaanihanso.ee/about-us/で
は、エストニアの天然のリンゴからシードルを
作ります。5種類のサイダーを試すことができ、
ツアーを組むことも出来ます。

4） ルフトレ(Luhtre)農場www.luhtre.ee/enは
昔ながらのレシピでオーガニック食材を扱っ
ています。（夕食を食べられるかもしれません）
タリンのホテルに宿泊。

徒歩とバスの組み合わせによるタリン市内ツ
アー。徒歩でのツアーでは、トームペア城、13
世紀の大聖堂、19世紀ロシアの正統派のアレ
クサンドル・ネフスキー聖堂、15世紀の旧市庁
舎広場、タリンがハンザ同盟のメンバーとなっ
た記念に建てられた古いギルドと聖オラフ教
会などを巡ります。バスでのツアーはタリン郊
外や歌の広場、聖ブリジット修道院とピリタ地
区を周ります。
タリンクシリヤのフェリー（スター/メガスター）
でタリンからヘルシンキへ移動。
出発。

9日目： タリン(TALLINN) ‒ヘルシンキ 
(HELSINKI)
フェリーで2時間。 

8日目： パルヌ(PÄRNU) ‒タリン (TALLINN)
運転距離は140㎞。
プログラム所要時間は8時間。
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リガを散策する：
•ラトビアの首都。リガの旧市街（UNESCO世界
遺産） - 中世の素晴らしい建築物、 “バルト海
の真珠”ユーゲントシュティール建築の街並み
•ヨーロッパ最大の市場の1つである中央市場
では、肉屋や魚屋、乳製品店など地元の食材
に触れることができます。

ツーリスト情報：www.liveriga.com/jp/
行き方：徒歩、公共交通機関を利用します。
リガのホテルで宿泊。

リガを散策する：
•ラトビア野外民族博物館は、松林の中にある
綺麗な湖のほとりにあります。
•メジャパルクス（Mežaparks; 森林公園） - 人
気のレクリエーションエリアであるリガで最も
緑豊かな地域のひとつで、 メジャパルクスに

はリガの動物園があります。
行き方：徒歩、公共交通機関を利用します。
リガのホテルで宿泊。 

リガからスィグルダへ出発
交通手段：列車（10便/日、所要時間1時間15
分）

スィグルダを散策する：
スィグルダの町周辺には、ラトビアで最も美し
い景色がいくつかあります。 
それはガウヤ国立公園に位置し、中世時代に
建てられた3つの城があります - スィグルダ、ク
リムルダ城跡（Krimulda Castle Ruins）、トゥラ
イダ（Turaida）城博物館施設で展望塔、機能的
な住居スペースや、彫刻がある公園もありま
す。 ガウヤ川の渓谷には、数多くの景観が美し
いウォーキングコースがあります。

ツーリスト情報：www.entergauja.com/en/
行き方：徒歩、公共交通機関、タクシーを利用
します。
スィグルダのホテルで宿泊。

スィグルダからツェースィスへ出発
交通手段：列車（4便/日、所要時間40分）
ツェースィスを散策する：
•ツェースィスは1206年に設立され、ラトビア
で3番目に古い町です。 19世紀後半以来、ツェ
ースィスは芸術、文化、レクリエーションの中
心地として知られています。 
見所：ツェースィス城、昔ながらの道、石造り、
古い邸宅とガウヤ川のほとりに建てられた木

造の別荘が並んだツェースィス（Cēsis）の旧市
街があります。
ツーリスト情報：http://turisms.cesis.lv/ja/
散策方法：徒歩
ツェースィスのホテルので宿泊。

ツェースィスからワルミエラへ出発
交通手段：列車（4便/日、所要時間1時間55分）
ワルミエラを散策する：
•ワルミエラは、ヴィゼメ（Vidzeme）州の経済、
教育、スポーツの中心地です。 
見所：ワルミエラ城跡、聖サイモン・ルター派
教会（St Simon’s Lutheran Church）、ワルミ
エラ博物館、ビール醸造所 “Valmiermuižas 
alus”(www.valmiermuiza.lv) 

ツーリスト情報：www.visit.valmiera.lv/ja/
行き方：徒歩、タクシー（醸造所 
“Valmiermuižas alus”）
夕方にバスでタルトゥへ出発（夕方に2便/日、
所要時間 約2時間）
タルトゥのホテルで宿泊。

タルトゥを散策する：
•タルトゥは、エストニアで2番目に大きい都市
です。 旧市街はエマユギ（Emajõgi）川の左岸
に広がります。
見所：市庁舎広場、 「キスをする学生」の
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5日目:  ツェースィス（CĒSIS） - ワルミエラ
（VALMIERA） - タルトゥ（TARTU）

1日目: リガ(RIGA)

1日目: リガ(RIGA)

3日目: リガ(RIGA) ‒ スィグルダ（SIGULDA）

4日目: スィグルダ（SIGULDA） - ツェー
スィス（CĒSIS）

6日目: タルトゥ（TARTU）

リガ(Riga) ‒ スィグルダ（Sigulda） ‒ ツェースィス（Cēsis） ‒ ワルミエ
ラ（Valmiera） ‒ タルトゥ（Tartu） ‒ タリン(Tallinn)

所要日数：8日間/ 7泊

ラトビアとエストニア周辺

エストニアとラトビアの首都の魅力的な街並みが旅行
者を楽しませてくれます。都市や町の中での移動は、徒
歩、公共交通機関またはタクシーが便利です。個人の
送迎サービスも利用できます。
以下はモデルコースです。ニーズと興味に合わせて選
択が可能で、地元の旅行代理店でサービス（宿泊、食
事、ガイド、送迎など）を予約できます。
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噴水（タルトゥのシンボル）、トーメマギ
（Toomemägi）丘、タルトゥ大学、旧市街
ツーリスト情報：www.visittartu.com/en/
行き方：徒歩、公共交通機関を利用します。
タルトゥのホテルで宿泊。

タルトゥからタリンへ出発
交通機関：バス（1-2便/時間、所要時間2時間

30分）、列車（9便/日、急行 ‒ 所要時間4時間）
タリンを散策する：
•タリンは、エストニアの首都です。 
見所：タリン旧市街 ‒ 美しい中世（14-15世紀）
の建築物、UNESCO世界遺産、エストニア海
洋博物館（Seaplane Harbour）、ピリタ(Pirita)
ビーチ
ツーリスト情報：www.visittallinn.ee/eng
行き方：徒歩、公共交通機関を利用します。
タリンのホテルで宿泊。

出発日
•オプション - エストニア野外博物館(Estonian 
Open Air Museum)
ツーリスト情報: http://evm.ee/eng/home
行き方：徒歩、公共交通機関を利用します。

7日目: タルトゥ(TARTU) ‒ タリン(TALLINN)

8日目: タリン（TALLINN）
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リガから出発します。 アルスンガの町はスイテ
ィの芸術と文化の中心 - 展示物とお店があり
ます。www.celotajs.lv/ja/e/suitu_rija 

アルスンガ中世のお城博物館（Alsunga 
medieval castle museum）www.celotajs.lv/
en/e/alsungasordenapils

丘の上にあるディジュガバルカルンス
（Dižgabalkalns） - 伝統的なお祭りと美しい
風景を見ることができます。www.celotajs.lv/
en/e/dizgabalkalns.
アルスンガ・カトリック教会（The Alsunga 
Catholic Church）www.celotajs.lv/en/e/
alsungassvmikelakatolubaznica。 
スイティの伝統的な織物 ‒ 織物工房と実演
www.celotajs.lv/en/e/puralade
アルスンガ地域研究博物館（Alsunga 
museum of regional studies）
www.celotajs.lv/en/e/
alsungasvesturesmuzejs
リガのホテルで宿泊。

タルトゥ旧市街、中世の聖ヨハネ教会に約
1,000個ものテラコッタの彫刻があります。 
タルトゥ大学の建物は、エストニアの古典建
築の優れた例であり、ヨーロッパの遺産で
す。http://visittartu.com/
エストニア国立博物館 (UNESCO無形文化遺
産)のリストに属するエストニアの民族衣装、
食べ物、歌と踊りの祭典が楽しめます。www.
erm.ee/en

タルトゥ大学天文台（UNESCO世界遺産のシュ
トゥルーヴェの弧の記念碑（Struve meridian 
arch））www.tahetorn.ut.ee/en

タルトゥのホテルで宿泊。

ハーニャ自然公園にあるモースカ農家
（Mooska farm）のスモークサウナ(UNESCO
無形文化遺産)を訪れてください。 
サウナの伝統を紹介する小旅行で、ホストとの
サウナセッションがあります。 www.mooska.
eu/index.php/in-english
詳細は、このマニュアルの「6．田園のプログ
ラム」を参照してください。タルトゥのホテル
で宿泊。 

オプション：ヴァスツェリーナ司教城と巡礼
者の家（Vastseliina Episcopal Castle and 
Pilgrim house）- 歴史は14世紀にまでさかの
ぼります。www.vastseliinalinnus.eu/
セルガツァッソン（Sergatsässon）正教の村と
チャペル www.visitestonia.com/en/serga-
tsasson

セトの文化を紹介しているオビニッツァ
（Obinitsa）博物館で、セトの民族衣装の試着
体験もできます。
www.visitestonia.com/en/obinitsa-seto-
museum
タールカの家（Taarkatarõ -セト・コミュニテ
ィセンター） - 本物のセト料理とセト・レーロ
（Seto Leelo）の歌（UNESCO無形文化遺産）
を紹介しています。www.visitestonia.com/
en/set-community-centre 

STOCKHOLM

1日目: リガ(RIGA) ‒ アルスンガ（ALSUNGA）
運転距離は180㎞。
プログラム所要時間は10時間

2日目: リガ(RIGA)- タルトゥ（TARTU）
運転距離は250㎞。
プログラム所要時間は9時間。

3日目: タルトゥ（TARTU） - ハーニャ（HAANJA）
運転距離は90㎞。
プログラム所要時間は10時間。

4日目: ハーニャ（HAANJA） - ロウゲ（RÕUGE） 
- オビニッツァ（OBINITSA） - タルトゥ（TARTU）
運転距離は100㎞。
プログラム所要時間は10時間

リガ(Riga) ‒ アルスンガ（Alsunga） ‒ リガ（Riga） ‒ タルトゥ（Tartu） 
‒ ハーニャ（Haanja） - オビニッツァ（Obinitsa） ‒ タルトゥ（Tartu） ‒ 
パルヌ（Pärnu） ‒ キヒヌ（Kihnu） ‒ パルヌ（Pärnu） ‒ タリン(Tallinn)

所要日数：6日間/ 5泊

UNESCO世界遺産の中で生きた
文化体験

このツアーでは、UNESCOの遺産とラトビアとエストニ
アの無形文化遺産を紹介します。ユニークな民族グル
ープであるスイティ(Suiti)やセト(Seto)の人々の歌、民
芸品、建築、食べ物などの伝統体験をしてください。
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サーツェ（Saatse）博物館‒ セトの歴史を垣間
見ることができます。www.visitestonia.com/
en/saatse-seto-museum
タルトゥのホテルで宿泊。

パルヌは人気のある夏のリゾート地です。フェ
リーで皆様をパルヌからキヒヌ島にお連れし
ます。キヒヌの文化はUNESCO無形文化遺産
に登録されています。
詳細については、このマニュアルの「6.田園の
プログラム」、さらなる情報に関しては、www.
kihnumare.eeを参照してください。
パルヌのホテルで宿泊。

首都エストニアのタリンで1日を過ごします。 
見所はタリンの旧市街 ‒ 美しい中世（14世
紀～15世紀）の建築物は、UNESCOの世界遺
産に登録されています。 
wｗw.visittallinn.ee/eng

タリンのホテルで宿泊

5日目: タルトゥ（TARTU） ‒ パルヌ（PÄRNU） ‒ 
キヒヌ（KIHNU） - パルヌ（PÄRNU）
運転距離は200㎞。
プログラム所要時間は12時間。

6日目: パルヌ（PÄRNU） ‒ タリン（TALLINN） 
運転距離は135㎞。
プログラム所要時間は6時間。
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田園ツーリズム協会と国内向け
ツアーオペレーター  
エストニア、ラトビア、フィンランドの田園ツーリズム協会 

WWW.BALTICSEA.COUNTRYHOLIDAYS.INFO

バルティック・カントリー・ホリデー

(Baltic Country Holidays; Lauku celotajs)は、ラトビアを
拠点としたカントリー・ツーリズム協会で、1993年に設立
されました。ラトビアの田園地帯にある家族経営の小さ
な宿泊施設やサービスプロバイダーと企画ツアーを併合
した組織です。設立以降、同協会は規模を拡大し、バルト
地域全体をカバーしてより多様な商品を開発しました。
サプライヤーや、我々の知識と行き届いたサービスを受
ける旅行者と長年に渡り良い関係を築いてきました。

住所: 
Kalnciema 40, Riga, Latvia
電話番号: +371 67617600
E-mail: lauku@celotajs.lv
電話番号:: www.countryholidays.lv

エストニア田園ツーリズム協会

NPOエストニア田園ツーリズム協会
(Estonian Rural Tourism association)は
2000年1月19日に設立されました。同協会
の目的は、田園ツーリズムのサービス・プ
ロバイダーの共通の利益を追求し、エスト

ニアの田園ツーリズムの発展をサポートすることです。
エストニアの田園地帯の宿泊施設の経営者のうち45％
が同協会に所属しています

住所:
Vilmsi 53 G, 10147 Tallinn, Estonia
電話番号: +372 600 9999
E-mail: eesti@maaturism.ee
ウェブサイト: www.maaturism.ee

フィンランド南岸部観光協会

ヴィジット・ロホヤ（Visit Lohja）はフィンランド南部の地
域観光局です。 ヴィジット・ロホヤはロホヤ市によって運
営され、地元の観光事業家やツアー団体と協力し運営さ
れています。 我々の共通の目標は、訪問者にとって最良
の観光体験を開発・提供することです。田園地方の雰囲
気の良い客室を提供しています。ユニークなのは、森の
中で採った食べ物を、一流のレストランや、アクティビテ
ィ(自然の中でのハイキングから、世界的に有名なフィス
カルス・ビレッジでのガラス作り体験に至るまで)を通じ、
高級料理へと仕上げることです。この地域はヘルシンキ
のすぐ隣に位置しており、フィンランドのライフスタイル、
文化、自然の比類なき組み合わせを楽しむ事ができま
す。

住所: 
Laurinkatu 50, 08100 Lohja, Finland
電話番号: +358 44 369 1309
E-mail: tourist@lohja.fi
電話番号: www.visitlohja.fi
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フィンランド、エストニア、ラトビアのツアーオペレーター

BALTIC TOURS LTD. 
Contact person: 
Mrs. Asmik Tsaturjan  
電話番号: +372 630 0460 
E-mail: incoming@baltictours.ee
ウェブサイト: www.baltictours.eu

Baltic Toursは1989年に設立された経験豊富な旅行会
社及びインバウンドのツアーオペレーターです。我々は
レジャーやビジネスが目的のグループのためにプロフ
ェッショナルなインバウンドの旅行サービスを提供し
ています。我々の活動領域はバルト三国（エストニア、ラ
トビア、リトアニア）やバルト海地域の近隣諸国を主と
する北欧です。ツアーオペレーターや旅行会社への旅
行サービスのみでなく、特別な関心事項のある顧客へ
のテイラーメイドや創造的なインセンティブ・プログラ
ムも我々の活動範囲に含まれています。

BALTIC TRAVEL GROUP
Contact person:  
Mrs. Santa Feodorova
電話番号: +371 67228428
E-mail: info@btgroup.lv
ウェブサイト: www.baltic.travel

Baltic Travel Groupは、個人、グループ、企業顧客へあら
ゆる種類の国内旅行を提供するバルト諸国においては
主要なデスティネーション・マネージメント会社（DMC）
です。17年に及ぶ経験豊富な専門家が揃う我々のチー
ムは、ラトビアをはじめ、リトアニア、エストニアならび
にスカンジナビア、ポーランド、ロシアなど90カ国から
625,000人以上のお客様へサービスを提供してきまし
た。 
また同社は、日本の顧客に対しても長期に渡りサービ
スを提供しています。

DMC REISIEKSPERT
Contact person:  
Mr. Ants Norak
電話番号:  +372 610 8631
E-mail: incoming@reisiekspert.ee
Website: www.travel-expert.eu

DMC Reisiekspert (Travel Expert) はエストニア、ラト
ビア、リトアニア、その周辺地域に強いツアーオペレー
ターです。宿泊、移動、ガイド、観光、ケータリング、イン
センティブなどのサービスを提供しています。弊社は
1995年からデスティネーション・マネージメント会社
(DMC)及び旅行会社としての経験を持ちます。エストニ
ア、ラトビア、リトアニア、ロシア連邦及びスカンジナビ
アにおいてあらゆる種類の旅行サービスを提供してい
ます。

ESTONIAN HOLIDAYS
Contact person:  
Ms. Anne Hermlin 
電話番号:  +372 627 0505
E-mail: incoming@holidays.ee
ウェブサイト: www.estonianholidays.com

Estonian Holidaysは1991年から現在の社名で営業を
しているエストニアで最も経験豊富なデスティネーシ
ョン・マネージメント会社(DMC)です。我々の評判は信
頼性、柔軟性、素晴らしい商品知識、創造力及び顧客へ
の配慮から成り立っています。我々は扱うデスティネー
ション及び自分達の仕事に誇りを持っています。弊社は
エストニアで創業しましたが、バルト海全域及びロシア
で活動しています。
我々はレジャーとビジネス両方での旅行サービスをア
レンジしています。テクニカルビジットや特別な関心事
項を持つグループも歓迎します。

ESTRAVEL LTD.
Estravel Latvia - Baltcoming
Contact person:  Ms. Anta Jokste
電話番号: +371  6 7288 494, 
Fax +371  6 7287 977
E-mail: info@baltcoming.lv
Estravel Estonia - Baltcoming
Contact person:  Mrs Riina Rauts
電話番号: +372 626 6233 
E-mail: info@baltcoming.ee
ウェブサイト: www.baltcoming.com

Estravel - Baltcoming はバルト三国、スカンジナビア、
ロシアにおけるあなたのパートナーです。Baltcoming
はバルト三国における主要な旅行会社、デスティネ
ーション・マネージメント会社、プロのカンファレン
ス・オーガナイザーであるEstravel Ltd.の登録商標で
す。Baltcomingはリガ、タリン、ビリニュスで総合的な旅
行サービスの会社を運営し、ラトビア 、エストニア、リト
アニア、ロシア、フィンランド、スウェーデンで旅行サー
ビスを提供しています。マーケットリーダーという立場
と取引量の多さにより、Estravelは競争力の高い料金と
高品質のサービスを提供しています。
• 都市部や田園地帯の宿泊手配・予約
• FIT及びグループツアーのテイラーメイド
• エストニア・ラトビア・リトアニア・ロシア発のツアー
• 小旅行や特別分野のツアー
• 会議及びイベントのマネージメント
• インセンティブ・プログラム
• 航空券及びフェリーチケットの手配
• 移動手配（長距離バス、車、ミニバス、鉄道など）
• ケータリングサービス
• 視察及び教育旅行

フィンランド、エストニア、ラトビアのツアーオペレーターは、ツアーの商品造成やローカルアレンジを支援する、
バルトの田園ツーリズムにおける経験豊富な専門家です。
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E-TURIST LTD. / 
BALTIC INCOMING 
TOUR OPERATOR
Contact person:  
Triinu Tammiste
電話番号: +372 744 1687
E-mail: triinu@e-turist.ee
ウェブサイト: www.e-turist.ee

E-TURIST はエストニア、ラトビア、リトアニア、ヘルシン
キ、サンクトペテルブルク、ポーランドにおいて最高の
サービスを提供します。伝統文化に関する商品では、首
都に加えて地方の「隠れた名所」へのツアーも含まれま
す。オーガニック食品ツアー、フルーツワインとビール
のツアー、農家訪問、エストニアのマイナー文化に関す
るツアー、ビジネス旅行と会議などのサービスを提供
しています。我々の経験豊富なスタッフがあなたの顧
客を満足させます。

FRIMAN TRAVEL

電話番号: +358 19 2481004
E-mail: info@frimantravel.fi
ウェブサイト: www.frimantravel.fi

Friman Travelは1967年に設立されました。Friman Travel
は1995年に登録されたツアーオペレーターです。お客
様のご希望に合わせて、既製のパッケージツアーやテー
ラーメイドツアーをご用意しています。私達のブランド
であるFriman Travelは、多くのお客様からも証明されて
いるように、クオリティと信頼性を守っています。私達は8
台の最新バスを保有しており、最小のバスは19席、最大
のバスは50席です。

GO TRAVEL
Contact person:   
Mrs. Hele Lahtvee 
電話番号: +372 631 0124
E-mail: hele.lahtvee@go.ee
ウェブサイト: incoming.gotravel.ee

Go Travel はバルト三国において広範囲な旅行サービス
を提供するツアーオペレーターです。弊社はGo Group
というエストニアで最大の移動手段と旅行に関するサ
ービスを提供する企業グループに属しています。弊社の
パートナーとしては、Go Bus Charter ServicesとGo Hotel 
Shnelliがあります。「1つの場所からのフルサービス」とい
う原則に基づく競争力のある料金とサービスによるテイ
ラーメイドのプログラムを専門としています。
Go Travelは1992年に設立され、現在エストニア国内に6
つの総合的な旅行サービスの事務所を持ちます。

HOOKEDBYNORTH
電話番号: +358 401522952 
E-mail: helga@hookedbynorth.com
ウェブサイト: www.hookedbynorth.com

フィンランドに拠点を置く北欧ホスピタリティーのBtoB
企業です。創設者のヴィヴィアン・マール（Ms.Vivian 
Maar）とヘルガ・ヒムベルグ（Ms. Helga Himberg）は、
真の北欧ホスピタリティーをプロモーションし、旅行者
にエキサイティングな体験を提供するというビジョンを
持っています。
私達は旅行者への配慮としての”HookedByNorth”規格
を保証するために、最高のサプライヤーの皆様と一緒
に丁寧かつ広範囲に活動しています。そして、旅行者の
皆様が常に北欧のプロ意識に触れられるよう努めてい
ます。
私達の北欧の旅行サービスには、FIT、グループ、およ
びMICEグループの地上手配に必要なものがすべて
含まれています。HookedByNorthビジネスクラス体験
は、VIPレベルのFITやグループに最適です。そしてグル
ープは、高級な5つ星サービスとクオリティに重点を置
いています。

LATVIA TOURS LTD 
(Trade name 
Con-ex Latvia Tours group)
Contact person:  
Mr. Janis Vilcins
電話番号: +371 67085057
E-mail: info@con-ex.com
ウェブサイト: www.con-ex.com

Con-ex Latvia Tours Groupは、国内向けホールセール
とバルト諸国（ラトビア、エストニア、リトアニア）におけ
るデスティネーション・マネージメント会社（DMC）です。
安定したネットワークによりバルト地域だけでなく、フィ
ンランド、スウェーデン、ノルウェー、ロシアにおける幅
広い高品質のサービスをベスト・レートで提供していま
す。Con-exは質の高いインセンティブとイベントプログ
ラムで良く知られています。またバルト諸国における業
界向け議会のオーガナイザーでありICCAの長年メンバ
ーです。

PORKKALA TRAVEL
電話番号: +358 92564040
E-mail: info@seaction.com
ウェブサイト: 
www.seaction.com/en/about-us/porkkala-travel

Porkkala Travelは、2005年にSE-Actionの一環として設立
された旅行会社であり、ポルッカラ租借地協会（Porkkala 
Parenthesis Association）が行うマーケティング活動及び
関連販売ルートを提供しています。
Porkkala Travelのサービスは、西ウーシマー地方（Western 
Uusimaa region）、ポルッカラとその歴史を中心に取り扱
っています。ポルッカラの文化、歴史、牧歌的な田園地帯
は、充実した会議、祝賀会、その他のレジャーアクティビ
ティのための素晴らしい素材を提供しています。特別に
アレンジされたツアー、イベント、体験、ハイスタンダー
ドな会議・会議施設、屋内・屋外用のケータリングサービ
スがすべて利用可能です。
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TALLINK SILJA LINE

E-mail: international.sales@tallinksilja.com
ウェブサイト: www.tallinksilja.com

弊社はバルト海で最もモダンな船を持ち、運航ルート
全てにおいて様々な種類のショート・クルーズを行って
います。弊社の運航ルートはストックホルム・ヘルシン
キ間、ストックホルム・トゥルク間、ヘルシンキ・タリン
間、ストックホルム・タリン間、ストックホルム・リガ間で
す。また、ストックホルム及びトゥルクからオーランドへ
のデイクルーズも販売しています。

TUMLARE 
CORPORATION 
A/S TALLINN 
Tallinn office
Contact person:  
Ms. Marianne Lifländer
電話番号: +372 6886 400
E-mail: tll@tumlare.com
ウェブサイト: www.tumlare.com

Tumlare Corporationは1972年にコペンハーゲンにお
いて設立されました。四大陸に30の事務所を持つとい
うグローバル・ネットワークを持ち、現地に関する詳し
い知識と温かい接客を提供しています。我々は常に、ま
ずは顧客に利益を生み出すことが相互的なビジネス
の成功につながると信じてきました。リピーター顧客に
関する実績が、我々の哲学が成功しているということを
証明しています。今日、Tumlareのネットワークは世界
中を網羅し、強いパートナーシップによって現地の販売
代理店と顧客が結ばれています。
主要なデスティネーション・マネージメント会社（DMC）
であることにより、業界でも最高のプロである人々が弊
社の主な事業分野(グループ旅行、個人旅行、会議、イ
ンセンティブやスポーツ・イベント、特別な関心を持つ
旅行者グループ、テクニカルビジット、文化性やテーマ
性のある旅行、クルーズ・デスティネーション・マネジメ
ントなど)に関わっています。

VIA HANSA
Contact person:  
Mrs. Kylli Karing
電話番号: + 372 6277 870
E-mail: tallinn@viahansa.com
ウェブサイト: 
www.viahansa.com, 
www.viahansadmc.com

Via Hansa はバルト海地域における主要なツアーオペ
レーターです。タリン、リガ、ビリニュス、ワルシャワ、コ
ペンハーゲン、サンクトペテルブルク、モスクワ、キエフ
に事務所を持ちます。我々のプロダクトにはバルト海地
域及びその周辺におけるグループ及びFIT向けのイノ
ベーティブな旅行商品が含まれます。弊社はアジアの
顧客へのサービスに関して25年間の経験を持ち、レジ
ャー及びMICEに関して高品質な旅行サービスを提供
します。

VISIT  SOUTHPOINT 
FINLAND
電話番号: +358 442772882
E-mail: henrica@visitsouthpointfinland.fi
ウェブサイト: www.visitsouthpointfinland.fi

Visit Southpoint Filandは、美しいフィンランド南部の
海岸での思い出に残るツアーを提供しています。西ウ
ーシマー地方（Western Uusimaa region）はヘルシン
キから車でわずか1時間です。
私達はFITとグループ、そしてレジャーとビジネスの両
方の旅行者のために、ツアープログラムを作成してい
ます。Visit Southpoint Filandは登録されたツアーオペ
レーター（登録番号 1202/16 / Mj）です。
私たちは西ウーシマー、ヘルシンキ西部の旅行会社の
ための協会を運営しており、2013年に設立された公式
の地域観光組織Visit South Coast Finlandと密接な協
力関係を築いています。

ユースフルリンク
フィンランド南岸部－エストニア－ラトビアにおける田園ツーリズムのデスティネーションについての、日本語で
の案内は、以下サイトをご覧下さい。 
WWW.BALTICSEA.COUNTRYHOLIDAYS.INFO

以下のリンクは、フィンランド、エストニア、ラトビアについてさらに詳細なご案内をしています。:

WWW.VISITFINLAND.COM - Visit Finland（フィンランド政府観光局）
WWW.VISITESTONIA.COM - Visit Estonia（エストニア政府観光局）
WWW.LATVIA.TRAVEL/JA - LIAA（ラトビア投資開発公社ツーリズムデパートメント）
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CAITOプロジェクトについて-日本マーケットに向けた産業振興
プロジェクトの目的について：バルト海沿岸のフィンランド、エストニア、ラトビアの協力を促進し、能力
を高めることで田園ツーリズムに関連する企業の日本参入のためのプロモーションをサポートする。

プロジェクトについて

This project is part-financed by the European Union (ERDF Interreg Central Baltic)

This publication reflects the views of the author(s). The Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein.

www.balticsea.countryholidays.info

GO RURAL
フィンランド南岸部－エストニア－ラトビア

プロダクトマニュアル 2018
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