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ラトビア

エストニア

フィンランド南岸部

イントロダクション
このマニュアルは、
フィンランド南岸部、エ
ストニア、
ラトビアの田園地方のデスティネ
ーションやアクティビティを紹介しています。
マニュアル内で紹介しているツアーや観光
スポットは、小さな宿泊施設やファーム、地
元の生産者、伝統文化、そこで暮らす地元の
人々が基になっています。田園地方の人々
は自然と密接な関係を持って過ごしており、
四季折々の行事や古くから伝わる伝統的な
お祭り、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、ツーリ
ストは１年を通して季節毎のアクティビティ
を楽しむことが出来ます。
これらの体験を通
して文化や伝統をより深く理解するのに、
フ
ィンランド南岸部、エストニア、
ラトビアの田
園地方は最適です。
このマニュアルでは、
フィンランド南岸部、
エストニア、
ラトビアのアクティビティを各国

ごとに紹介、更に同じカテゴリー毎に分け
ています。田園で過ごすルーラルプログラム
（ファーム、文化遺産、料理体験、サウナ、宿
泊施設）人気の観光地やルートを含んだモ
デルコースも紹介しています。
これらを既存
のコースに組み込むことで、
より魅力的で多
様性のあるコースになります。
各国の移動方法は、飛行機やフェリー、バ
スが主流です。
グループや個人での旅行の
手配をお手伝いするツアーオペーレーター
のリストも掲載しているので、参考にしてく
ださい。

www.balticsea.countryholidays .info
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これらのプログラムでは、
グループや個人旅行の既存のツ
アーに組み込む事が出来るオプショナルツアーを紹介しま
す。短期滞在型や半日もしくは終日のオプショナルツアーがあ
ります。短期滞在型のプログラムは、ツアーの内容を変更せず
に追加オプションとして組み込む事が出来ます。
宿泊の有無に関わらず、半日もしくは終日のオプショナルツ
アーは、田園での体験や伝統に興味のあるツーリストにお勧
めです。
それぞれのオプショナルツアーには、様々なプログラ
ムやアクティビティが含まれています。
各プログラムの特徴や詳細を紹介するため、次の3つの項目
で構成されています。

• 基本情報では、所要時間や目的地までの距離など技術的
な詳細が記載されています。パッケージツアーに組込む
際に必要なサービス内容なども合わせて記載しています。

• イントロダクションでは、各プログラムが提供する説明と特
徴が記載されています。

自
然
の
中
で
過
ご
す

暮
フ
ら
ァ
す
ー 旅 よ
ム す う
ス る に
テ
イ
体
験

• プログラムでは、パッケージに含まれるアクティビティを
説明しています。
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ファームステイは、休日にリラックスした環境の中で様々
な体験を希望するゲストを歓迎します。
ゲストは、
ファームス
テイ先の家族の一員となり、田園の暮らしを体験します。事
前に決められた観光プログラム等はありませんが、
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、果物や野菜の収穫、
ヤギの乳搾
り、料理、
ファームで飼われている動物の飼育など簡単なア
クティビティを体験する事が出来ます。
もし、ホストが伝統工
芸を作る職人の場合は、
ゲストがその技術をホストから学ぶ
事も出来ます。
また、ホストと一緒に散歩やピクニックに行く事もあるでし
ょう。経験豊かなホストの心からのおもてなしに、
もはやそ
こには言葉の壁はありません。
宿泊施設のお部屋やトイレ等の設備は、
シンプルで機能
的です。

ネイチャーアクティビティでは、
ガイド付きウォーキングや、
海岸沿いのハイキングを楽しめます。
フィンランド南岸部、エストニア、
ラトビアには四季があり、
気候や植物、野生動物など季節ごとの違いを楽しむ事が出
来ます。春には花が咲き、白樺の樹液が滴り、渡り鳥が現れ、
川の水が溢れだし、
自然が目を覚まします。
それは、バードウ
ォッチングに最適な季節です。牧草地が野花でいっぱいにな
り、ベリーで庭が溢れる夏は、植物や蝶の散策ツアーに最適
です。秋には森が黄金色に染まり、実りの季節の到来です。
ク
ランベリーやキノコ狩りのベストシーズンとなり、鶴や動物た
ちも顔を出します。4月から9月末までの、春から初秋にかけ
てが美しい自然を最も楽しめる時期です。

産
遺

フィンランド、エストニア、
ラトビアの食べ物は、
クリーンな
環境のもとに作られています。春と夏の食事には、葉野菜や
乳製品、魚類、
グリルした肉、森で採れたベリーやキノコなど
の軽い料理が多いのが特徴です。寒い季節の食事は、肉料理
に野菜と穀物の副菜、ピクルスにした野菜が中心となります。
フードワークショップ プログラムでは、
フィンランド、エスト
ニア、
ラトビアの伝統的な家庭料理を紹介します。
プログラム
は、個人旅行及び少人数グループ向けとなります。ホストは、
地元の食材を使った料理を教えてくれます。料理が完成した
ら、みんなで料理を楽しみましょう。

田

園
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方
で
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験
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文

化

バルト海の北東沿岸には、
フィンランド、エストニア、
ラトビ
アの3つの国が隣接しています。
これらの国々は、何世紀にも
渡って文化的景観を共有しながら、文化交流をしてお互いに
より豊かに発展していきました。各地域の生活様式は、共通
する文化背景や価値観、豊かな自然によって特徴づけられ、
北欧とバルト諸国の精神を保ちながら各国特有の伝統を発
展させてきました。
このような背景をもとに、
この地域にある遺産の価値や、
ど
のようなものがUNESCO（国連教育科学文化機関）により、国
際的に世界遺産として認定されているのか、理解を深めてみ
てください。
これらのプログラムでは、伝統的な文化遺産をより深く知
る事が可能です。全てのプログラムはツーリストの興味に合
わせて、
ツアー全体の長さや訪問先のプログラムなどを調整
する事が出来ます。
グループには、ルートと現地をよく知るツ
アーリーダーが同行します。宿泊先は、ホテルまたはゲスト
ハウスとなり、朝食などの食事はサービスに含まれています。

古くから続くファームや工房を訪ねて田園の息吹を発見
したり、何世代にも渡って受け継がれ、現代にも生きるユニ
ークな伝統を実際に目にしてみましょう。
そこには今も残る
伝統的な家庭生活、農作業、家畜の飼育や食料作りが感じら
れ、木工、陶芸、織物も体験でき、伝統の季節行事に参加する
ことも出来ます。
このセクションでは歴史あるファームや村々、ユニークな体
験の出来る場所を紹介します。通常は1-1.5時間の訪問ですが
様々な形で行程に取り入れることが出来ます。
ファーマーや職
人は外国語を話せない場合も多いので通訳してくれるガイド
が必要です。訪問は団体でも個人でも大丈夫です。
ご要望に応
じてプログラム詳細を変更することも出来ます。
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サウナは、
フィンランド、エストニア、
ラトビアの共通する国
民的な伝統文化で、田園地方での生活において欠かすこと
が出来ません。それぞれの国でサウナ文化や習慣には一定
の違いがありますが、サウナは肉体的にも精神的にも身体
を回復させる効果があります。サウナに入ることは、身体を
癒し浄化する、集中力を高める、
自分自身と向き合う、意識
を前向きにするなど様々な効果を実感することが出来ます。
サウナは経験豊富な専門家によって行われ、
自然の恵み
を利用します。木の枝でサウナを暖め、地元で採れる自然
の素材でスクラブやボディーマスクをして更に効果を高め
ます。サウナの後は、ハーブティーを飲んで心身を整えまし
ょう。

宿

泊

施

設

サウナの伝統を受け継いできたサウナマスターのもとで
本場のサウナを体験することが出来ます。
プログラムには、
ガイド付きツアー、サウナの種類と入り
方の説明、
ワークショップ(例えば、
ウィスク作りなど)、そして
サウナ体験が含まれます。
サウナに入る前に、ゲストはサウナのプロセスと効果につ
いて学ぶことが出来ます。

この章では、
ツーリストにとって便利な場所に位置し、公
共交通機関で首都からアクセスしやすい田園地方にある
ホテルを紹介します。客室は、
トイレとシャワーまたはバス
タブを備えたシングル、
ツイン、
ダブルやアパートメントタ
イプが基本です。田園地方のホテルやゲストハウスの客室
は、同じ建物でも部屋のスタイルや大きさ、設備等に違い
があったり、同じ敷地内の別棟の部屋になる場合がありま
す。部屋はスタンダード、
スイートやスーペリアとカテゴリー
が分かれているので、予約の際には必ず部屋の仕様につい
て確認して下さい。
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)
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テュテュリ鉱山博物館
Tytyri mine experience

ウェブサイト： www.tytyrielamyskaivos.fi

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：

半日プログラム

シーズン：

通年

対象：

個人 / グループ（最小1名、最大100名 ）

含まれるサービス：

地下110mのガイドツアー

プログラムの所要時間： 1.5時間のガイドツアー＋ヘルシンキからの往復2時間の送迎
公共交通機関：
ホスト：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohjaへ移動
（1時間）、Lohjaバス停から徒歩（30分、2.3Km）
EKEvent, Ms. Elina Kaukojärvi

P R OGRAMME
•• ヘルシンキから、ロホヤにあるテュテュリ鉱山へ出発。所要時間は、専用車で1時間、公
共バスを利用すると1.5時間かかります。公共交通機関を利用した場合はテュテュリ鉱
山まで、
ロホヤの街の中にあるバス ステーションから、徒歩（2.5Km）
またはバス ステ
ーションの前からタクシーに乗って約7分です。宿泊先または空港から、送迎を依頼す
ることも可能です。追加料金で、
ガイド サービスを手配することも出来ます。

•• テュテュリ鉱山に到着後、
ガイドと合流し、ヘルメットなど安全装置を着用します。必要
であれば上着など防寒着の貸し出しもあります。
•• 1.5時間のツアー中は、写真撮影やWi-Fiの使用が可能です。

•• ツアー終了後、お土産を購入することも出来ます。
•• ヘルシンキへ戻ります。
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L OC ATI ON
住所：  Kuilukatu 42, FIN-08100 		
Lohja, FINLAND
距離：Helsinkiから60 km, 1時間

I NTRODU C TI ON
テュテュリ鉱山（Tytyri Mine）は、
ノルドカルク社
とコネ社の世界レベルの技術が融合した感動
と冒険の旅を味わうことが出来る、地下110ｍに
ある博物館です。地下の世界を見るまたとない
機会です。博物館エリアは、地中の奥深い発掘
作業の場所から離れた安全な所にあります。暗
い洞窟の中で繰り広げられる音楽と光のショー
は息を飲む素晴らしさです。
フィンランド最速の
エレベーターに乗って地下の世界を旅してみま
しょう。

田
プ
園
ム
ラ
グ
ロ

プルヌス川流域に
生息するハーブの恵み
Wellbeing from wild herbs
in Purnus river valley
ウェブサイト： wwww.seaction.com/en/program-services/

outdoor-activities/thaw

G EN ERAL IN FOR M ATIO N

L OC ATI ON
住所：  

Purnuksentie 49, 02570 Siuntio,
FINLAND
Helsinkiから50 km

パッケージタイプ：

半日プログラム

シーズン：

5月 〜9月

距離：

含まれるサービス：

植物療法士によるハーブ ハイキングと軽いエクササイズ

I NTRODU C TI ON

対象：

少人数グループ（最小10名、最大20名）

プログラムの所要時間： 1.5時間のガイドツアー ＋ ヘルシンキから片道1時間の送迎
公共交通機関：

列車でHelsinki駅からSiuntio駅へ移動（50分、UもしくはYの
列車）、Siuntio駅からタクシー（10分、8Km）

ホスト：

SE-Action Ms. Susanne Ekström

PROG RAMME

エスイーアクション
（SE-Action）は、
シウンティオ
のプルヌス川流域の古い農業地域にあり、絵に描
いたような美しい景色の中で、優しい雰囲気に包
まれたフィンランドの田園風景を楽しめます。ハ
ーブ治療は世界で最も古くからある医療方法で、
自然を身近に感じることは私たちの身体にとても
良い影響を与えてくれると考えられています。

•• シウンティオのプルヌス川流域で、
ガイドと合流します。

•• ハーブ ハイキングと植物療法士によるガイド、
フィンランドに生息する最も一般的
な薬用ハーブと健康に与える効果を学びます。

•• 散歩中に軽いエクササイズをして、
自然との繋がりを感じながら自分自身の内なる
声に耳を傾けます。
•• ハーブ ハイキングは、ハーバル サウナもしくはハーブ ワークショップと組み合わせ
ることが出来ます。その場合は、事前予約をする必要があります。
（全部で5時間程）

SOUTH COAST FINLAND
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フィンランドの自然と
スモークサウナで
過ごす一日

A day in Finnish nature and smoke sauna

ウェブサイト：    www.kettukallio.net

G EN ERAL IN FO R M ATION
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：
含まれるサービス：

1日プログラム
5月〜10月
グループ（最小8名、最大16名）
ヘルシンキからロホヤまでの往復送迎、
ガイド、ハイキング、
ス
モークサウナ、ホットタブ 、ピクニックランチ、キャンプファイヤ
ーで夕食

プログラムの所要時間： ヘルシンキからの送迎を含む11時間
Ms. Terhi and Mr. Tuomas Korpijaakko,
ホスト：
Ms. Hanna Savelainen and Ms. Riitta Laine

PROG RAMME

•• 朝、ヘルシンキからカルカリ
（Karkali）ま                              
で移動。バスの所要時間は1.5時間です。

•• ガイドと、カルカリ自然保護区内にある
2kmの遊歩道を歩き、飲み水として利
用している天然水が湧き出ている場所
へ案内します。
この付近の歴史や気候、
そしてエリア内に生息している動植物
にとって適した環境を供給している岩
基盤について説明します。
•• ピクニック ランチは、温かいマッシュル
ームスープと地元産のリンゴジュース、
自家製パンです。

10 |

•• トルホラ洞窟は、駐車場から徒歩
500mの場所にあります。

•• バスに戻り、13Km先にあるケットゥカ
ッリオ エクスペリエンス ファームへ移
動（約20分）。

•• ラップランドにあるフィンランドの伝
統的なテントのような建物“コタ”で、焚
火で調理された夕食を提供します。
メ
ニューは、
フィンランド野菜をベースに
使ったサラダとメインコースの焼きサ
ーモン、ベイクドポテト、
グリル野菜で
す。食後は、紅茶かコーヒーが付いてい
ます。

•• スモークサウナとバスタブ。伝統的なフィ
ンランドのスモークサウナの穏やかな雰
囲気の中でリフレッシュ出来ます。
スモー

SOUTH COAST FINLAND

L OC ATI ON

ケットゥカッリオ エクスペリエンス ファーム
Kettukallio Experience farm
住所： Karkalintie 1035, FIN-08100 		
Lohja, FINLAND
距離： Helsinki 79 km, Lohja 15 km

I NTRODUC TI ON

この終日ツアーでは、
自然の癒し効果を体験し、
スモークサウナやホットタブに浸かり、
日々のス
トレスを解消することが出来ます。
カルカリ自然
保護区は、
ヘルシンキから75km、
約1時間半の
場所にあり、
森に生息する様々な自然の特色を
知ることが出来ます。美しい牧草地では、草花や
蝶、
その他の昆虫たちにとって最適な環境を整
えるため年に1度草刈りが行われます。
また、
トル
ホラ洞窟は、
フィンランドで最も大きな石炭岩で
出来た洞窟で、高さは30mあります。
このエリア
は、
とても珍しい植物や真菌類が生息する森に
囲まれています。ケットゥカッリオ エクスペリエン
ス ファーム
（Kettukallio）は、
フィンランドの自然
の中にあるので、美しい木々を眺めたり、
自然の
静けさを味わうことが出来ます。森の中で暮らす
為の様々な知恵や道具があり、
その道具の使い
方を知ったり見たりと、興味が尽きることはない
でしょう。
ケットゥカッリオ エクスペリエンス ファ
ームは、家族で経営しています。
ここでは、
スモー
クサウナやスイミング、ホットタブ、食事、
ネイチ
ャーツアー、宿泊施設や会議の場などのサービ
スを提供しています。
注意：動きやすい服とハイキング用の靴をご用
意下さい。

クサウナのすぐ近くには、バスタブがあるので木
々の音を楽しみながら入浴しましょう。バスタブ
は8名まで入浴可能です。

•• ケットゥカッリオ エクスペリエンス ファームで
追加可能なオプショナルは、ユナイテッド ジ
プシーズ ブルワリーでのビール テイスティン
グです。

暮
ら
す
よ
う
に
旅
す
る

ロホヤの
ライネ ファミリー で
ホームビジット
Lohja home visit at Laine family

ウェブサイト：    www.viherpiipertajat.fi

L OC ATI ON

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ

半日プログラム

シーズン：

春、夏、秋

対象：
含まれるサービス：  

住所：

		

距離：

Kohtolankatu 8C, FIN-08100
Lohja, FINLAND
Helsinkiから60 km、バスで1時間

少人数グループ（最小8名、最大15名）

ガイド付き送迎、
ライネ家訪問、ロホヤ湖の散歩、湖畔もしくは
森でのピクニックランチ、
ライネ家の庭散策、マッシュルームス
ープとベリーパイの準備、可能な場合はサウナとロホヤ湖でス
イミング、ポストカードに手紙を書く、
ライネ ファミリーと食事

プログラムの所要時間： 7時間
公共交通機関：
ホスト：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohja へ移動
（1時間）、Lohja バス停からタクシー（5分、1.6Km）
Laine family, Ms. Riitta Laine

フィンランドの人々が、普段どのように暮らしているのか実際の生活を体
験してみましょう。
ライネ家は、ロホヤの街の中心から1km離れたロホヤ
湖のすぐ近くにあります。
フィンランドを代表する女性アーティストの一
人、エレン  ファヴォリン（Ellen Favorin）が、約100年前にこの家で暮らし
ていました。彼女は、氷河期に形成されたロホヤの湖や坂など、美しい風
景をモチーフに数多くの作品を描きました。
ライネ家には、美しい庭と、
家のすぐ前にはロホヤ湖、少し歩いた所にはリエッサーリ
（Liessaari）島
を結ぶ小さな道があります。

物がたくさんあります。収穫の季節には、
これらのフルーツや野菜を庭か
ら収穫します。そして、その季節の食材を使ってホストファミリーと共に料
理をしてみんなで食事を楽しみます。ゲストの家族や友人に宛てて書か
れた大切なポストカードは、ホストが郵便局へ届けます。オプションとし
て、
ライネ家のサウナとロホヤ湖に入って泳ぐことも出来ます。

訪問中はホストが、ロホヤ湖畔を歩きながら湖にまつわる話やフィンラ
ンドの自然について話します。
ライネ家の庭にはヘーゼルナッツの茂み
やリンゴの木、ベリー、
トマトやイチゴなど実際に食べることの出来る植

SOUTH COAST FINLAND
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ロホヤの
アップル カーニバル
Lohja apple carneval

ウェブサイト： www.kettukallio.net

www.visitsouthcoastfinland.fi/en/events/lohjaapple-carnival-september/

G EN ERAL IN FO R M ATION
パッケージタイプ：

シーズン：
対象：

含まれるサービス：   

ホスト：

12 |

2日間プログラム

9月
（アップルカーニバルは毎年9月末の1日だけ開催）
少人数グループ（最小8名、最大16名）

ガイド付き送迎、
ガイド付きテュテュリ鉱山訪問、テュテュリ鉱
山で軽食、ケットゥカッリオ エクスペリエンス ファームでコー
ヒーブレイクと手工芸体験、
ケットゥカッリオ エクスペリエンス
ファームでキャンプ ディナー、
スモーク サウナとバスタブ、ロホ
ヤのホテルで宿泊、
ガイドとアップルカーニバルを訪問、帰り
の送迎
Kettukallio Experience farm, Ms Terhi Korpijaakko

SOUTH COAST FINLAND

L OC ATI ON
住所：
距離：

Lohja中心地と周辺

Helsinkiから60 km、1時間

I NTRODU C TI ON

ロホヤのアップル カーニバルは、年に一度のリン
ゴのベストシーズンに南フィンランドで開催され
るイベントです。通常その時期は、9月中旬から9
月末にあたります。
カーニバルでは様々な季節の
果物や野菜、手工芸品や地元の食品、音楽や踊り、
異文化プログラムなどを楽しむことが出来ます。
ア
ップルカーニバルは、ロホヤの街の中心とロホヤ
博物館の周辺で行われます。

よ
う
に
旅
す
る

•• テュテュリ鉱山の歴史が紹介されている地下110mの博物館へ案
内します。
ガイドツアーは、1.5時間です。
ツアーのハイライトとし
て、発掘作業が行われていたエリアでシベリウスのフィンランデ
ィアの音楽に合わせて行われる光と音楽のショーをお楽しみ下
さい。

す

•• 朝9:30にヘルシンキからロホヤに移動。バスの所要時間は1時間
です。

ら

1日目

暮

PROG RAMME ITINE R A R Y

•• テュテュリ鉱山の地下110mで昼食。
•• テュテュリ鉱山からケットゥカッリオ エクスペリエンス ファームへ
移動。伝統的なフィンランドのスモークサウナで、
リフレッシュし
た時間を過ごしましょう。
スモークサウナのすぐ横にはバスタブが
あり、木々の音を聞きながら入浴を楽しめます。バスタブは8名ま
で入浴可能です。
•• 焚火で調理された夕食を“コタ”で食べます。
メニューは、
フィンラ
ンド野菜をベースとしたサラダと、
メインコースの焼きサーモン、
ベイクドポテトとグリル野菜です。食後は、紅茶かコーヒーが付い
ています。
•• ロホヤの街の中心にある家族経営の小さなホテル、
ガストハウス
ロホヤ
（Gasthaus Lohja）に宿泊します。翌朝は、地元の食材が使
われた美味しい朝食をお楽しみ下さい。

２日目
•• ガイドと一緒にアップル カーニバルを訪れます。
カーニバルでは
100以上の収穫関連の品物を販売する屋台があり、焼き菓子や工
芸品、様々な種類のリンゴが売っています。
•• アップルカーニバルの会場で昼食をとります。
•• カーニバルでは、イベントを盛り上げるプログラムとして“The happy
blacksmith”による劇や音楽のパフォーマンスもあります。広場に
は、
フィンランドの“かかし大会”のかかし達も展示されています。
カーニバルの日は博物館も無料になり、子供たちは乗馬をするこ
とも出来ます。
また、博物館のある通りでは、
アルパカやクラッシ
クカーやバイクを見ることも出来ます。
•• カーニバル最大の盛り上がりは、今年の“ミス アップル”を決める
投票です。
•• ライネ家を訪問。
ライネ家は、
ロホヤ湖のすぐ近くにあるので湖
の景色を眺め、ゆったりとした雰囲気を楽しみながらリラックスし
た時間を過ごしましょう。
•• ロホヤ湖畔を散歩しながら、ピクニックランチ。湖畔を歩きながらフ
ィンランドの自然についてお話します。道には、ヘーゼルナッツの木
や花が咲いています。森の中または湖畔のピクニックランチでは、
サラダやパン、
コーヒーまたは紅茶が提供されます。
•• ライネ家の庭には、ヘーゼルナッツの木や、
リンゴの木、ベリー、
トマトやイチゴなど実際に食べることの出来る植物があり、蝶も
沢山集まってきます。
•• ホストと一緒に、マッシュルームスープとベリーパイを作ります。
マッシュルームやベリーを摘みに森へ入ることは皆で同じ時を過
ごす大切な時間です。
•• ポストカードを書きます。暖炉の側で、
ゲストの帰りを待つ大切な
人へ手紙を書きましょう。ホストがその手紙を大切に郵便局へ持
って行きます。
•• オプションとして、
ライネ家でサウナに入りロホヤ湖で泳ぐことが
出来ます。
•• ライネ家で食事をします。皆で用意したフィンランドの伝統的な食
事を味わう時間です。夕食には、サラダ、魚の盛り合わせ、ポテトとソ
ースが用意されます。デザートはブルーベリーパイのホイップクリ
ーム添えとコーヒーまたは紅茶が提供されます。
•• 19時にライネ家を出発し、ヘルシンキへ戻ります。

SOUTH COAST FINLAND

| 13

然
過 の
ご 中
す で

自

ネットワークから離れた世界で、
フィンランドの湖の景色と、
森と魚釣りを楽しもう
Day offline and Finnish lake view,
forest and fishing
ウェブサイト：

www.therafish.fi
www.johku.com/therafish/fi_FI/catalog/#!/3

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：

半日野外 プログラム
5月〜9月
グループ（最小2名、最大10名）
- Sun Tracker Fishing Barge ボートは 8〜10 (＋ガイド)
- 10名以上のグループには4〜8人乗りの追加ボートとガイド手
配も可能

含まれるサービス：

2時間の釣り体験＋昼食＋森の中を散策（1〜1.5時間）＋キャン
プファイヤー、
コーヒーブレイク1時間

公共交通機関：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohja へ移動
（1時間）
、Lohja バス停からスタート地点まで徒歩（10分、850m）

P R OGRAMME

•• ヘルシンキからは公共交通機関、個人送迎もしくは団体バスでの到着となります。
      このプログラムのガイドとは現地到着後に合流
•• ロホヤ湖で2時間の釣り体験
•• ヴィラ レイク カフェ(Villa Lake Café)にて、
フィンランド料理の昼食
•• 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レクチャー
•• ロホヤでツアー終了
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SOUTH COAST FINLAND

L OC ATI ON

ロホヤ湖に囲まれた空間
住所：
		
距離：

Liessaarenkatu, FIN-08100
Lohjaから出発
Helsinkiから60Km

I NTRODU C TI ON

この日は、
ロホヤ湖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地
方最大の湖です。
この地方は魚や鳥、
森が有名
です。
フィンランド人は森を教会と呼び、静寂や
安らぎを求めて森へ足を運びます。焚火でコー
ヒーを淹れる方法は、
フィンランドでは百年もの
伝統がある古い淹れ方です。
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好きです。
忙しい現代、焚火でゆっくりとコーヒーを淹れる
時間は贅沢なひと時です。
この日の目的は、
自然
の中でリラックスして過ごすことです。静かな環
境の中、
インターネットと無縁の世界をお楽しみ
下さい。
注意：動きやすい服とハイキング用の靴をご用
意下さい。

自
然
の

過

中

ご

で

す

パーヴォラの樫の木
ガイド付き散策
Guided walk to Paavola Old Oak

ウェブサイト：    www.bit.ly/2QJtxxT

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：

含まれるサービス：
歩行距離：

2時間プログラム
（ヘルシンキからの送迎付きの場合は、4時間プログラム）
通年
個人（1～3名）

住所：

ロホヤ中心地から現地までの送迎、
ガイド、
コーヒーと軽食
1.7 km

プログラム所要時間： 2時間
歩行時間：

1時間

難易度：

初級

公共交通機関：
ホスト：

PROG RAMME

距離：

LOHJAの街の中心にある教会の駐
車場から出発
Helsinkiから60 km

I NTRODU C TI ON

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohja
へ移動（1時間）
、Lohja バス停からは専用車とガイドを手配し
ましょう。
Virve Haahti, the guide

•• ロホヤに到着。中世に建てられたロホ
ヤ教会の駐車場に直接来るか、
メイン
のバス停から400m程歩いて教会に向
かいます。
•• 教会でガイドと合流、パーヴォラの樫の
木のある場所へ向かいます。
•• ロホヤ島までの道中に、ロホヤ湖、森や
リンゴ園など、
フィンランドの美しい風
景を通り抜けます。
•• ロホヤ島に到着後、
車を降りて森へと
歩きます。

L OC ATI ON

ロホヤ島

•• ガイドは、ロホヤの街やロホヤ島の歴史
と環境について説明します。
•• パーヴォラの樫の木に到着後、写真を撮
ったり、森の中でくつろいだり、
自由に過
ごしましょう。
•• その後、樫の木の近くでコーヒーまたは
紅茶と軽食を取り休憩します。
•• ロホヤの街の中心へ戻ります。

パーヴォラの樫の木に会いに行きましょう。
フィン
ランドの人気テレビプロデューサーが、
ブログで
パーヴォラの樫の木について書いたことがきっか
けで、
この樫の木はソーシャルメディアの中でとて
も有名な木になりました。
この神秘的な古い樫の
大木は、ロホヤ島の奥深い森の中にあります。Visit
finlandによるフィンランドで最もインスタ映えする
場所TOP10の1つにも選ばれました。
注意：動きやすい服とハイキング用の靴をご用意
下さい。

SOUTH COAST FINLAND
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森の恵みピッキング
ツアーとホームビジット
Wild food foraging tour and home visit

ウェブサイト： www.viherpiipertajat.fi

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：

1日プログラム
春、夏、秋
少人数グループ（最小8名、最大16名）

プログラムの所要時間： 1日、8時間
公共交通機関：
ホスト：
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バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohja へ移動
（1時間）、Lohja バス停からタクシー（5分、1.6Km）
Laine family, Ms. Riitta Laine

SOUTH COAST FINLAND

L OC ATI ON
住所：

Kohtolankatu 8C, FIN-08100 		
Lohja, FINLAND

ヘ ルシンキからの 距 離：
60 kmまたはバスで1時間

I NTRODU C TI ON
ライネ ファミリーの家は、
ロホヤ湖のほとりに建
っています。
ライネファミリーと一緒に、
自然の中
でキノコ狩りや釣りをして楽しみましょう。
食事
は、マッシュルームスープ、
ブルーベリーパイ、地
元産のハーブやベリーを使った料理です。季節
や天候にもよりますが、
実際に料理に使う食材
を採ることができます。
フィンランドの自然につ
いて話したり、森または湖畔でピクニック ランチ
も楽しめます。
ランチには、サラダとパン、
コーヒ
ーまたは紅茶が付いています。
ライネ家の庭に
は、ヘーゼルナッツの木やリンゴの木、ベリー、
ト
マトやイチゴなど実際に食ベることの出来る植
物があり、蝶も沢山集まってきます。収穫時には、
庭から直接 野菜や果物、ベリーなどを摘みます。
ライネ ファミリーと一緒に、マッシュルームスー
プとベリーパイを作りましょう。

ク

ド ッ
ー ョ
シ

ー

フ

ワ

プ

UGブルワリーで
ビール テイスティング
Local UG Brewery, beer tasting

ウェブサイト： www.ugbrewery.fi/english/

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：
対象：

通年
グループ（最小10名、最大20名）- ブルワリーでテイスティング
する場合。更に大人数のグループの場合は、テュテュリ鉱山の
ホールまたは他のレストランでもテイスティングが可能です。

L OC ATI ON
住所：
		

Hemmolankatu 26 B 1,
FIN- 08150 Lohja, FINLAND

プログラムの所要時間： 1.5時間

距離：

He ls i n k i から6 0 k m, バスで1 時間

ホスト：

P ROGRAMME

公共交通機関：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohjaへ移動
（1時間）、Lohja バス停からタクシー（5分、2.6Km）
Mr. Ilkka Miettinen or Mr. Olavi Mensola

I N TROD UC TION
ユナイテッド ジプシーズ ブルワリー（United Gypsies Brewery）は、2016年フィンランド
のロホヤに設立されました。
このブルワリーでは、500ℓのビールを造ることができ、
レ
ストラン、バー、企業のために、
ビールを生産しています。UGBの理念は‘みんなが独自
のビールを所有できる’です。ビールの醸造装置は、
とても高価で大きく、設置場所を見
つけるのも非常に難しいです。
その為、UGBは個人に代わり、ビールを造る設備を全て
揃えています。UGBのチームは、長年ビールを愛し続けているビール愛好家で結成さ
れています。常に小さな醸造文化は育ちつつありますが、
その成長を手助けする一員
でありたいと考えています。人々が、ビールやその歴史について興味を持つことはとて
も素晴らしいことです。UGBの目標は、誰も味わったことのない高品質で美味しいビー
ルを作り出すことです。
UGBサービス
•• ビール愛好家やジプシーズ ブルワリーが持つ独自のレシピやブランドを使い、
この
ブルワリーでビールを作ることが出来ます。

•• レストランやバーのオリジナルブランドのビールを造ることが出来ます。

•• 企業は社員やお客様のためにオリジナルブランドビールを造ることが出来ます。

•• ブルワリーや、ビールの種類、ビールの文化
について紹介します。

•• ブルワリー セレクションの中から、3〜4種類
のビールをテイスティングします。

•• レストランでテイスティングする場合は、
メニ
ューに合ったビールを用意します。
•• ブルワリーでテイスティングする場合は、テ
イスティング後にショッピングすることも可
能です。

ビールのテイスティングは、UGBや近くの他の施
設でも用意が可能です。
テュテュリ鉱山とも提携しており、地下110mでビ
ール テイスティングすることも出来ます。

•• 様々なビールをテイスティングして、未知なるビールの世界を探検してみましょう。

SOUTH COAST FINLAND
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サ

ラングストランドの
隠れ家的スモークサウナで
身も心もリフレッシュ
Exclusive hideaway retreat including
smoke sauna in Långstrand
ウェブサイト： www.bit.ly/2XoWgut

www.villalangstrand.fi

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：

1泊（２泊目はオプション）

対象：
含まれるサービス：

家族 / 少人数グループ（最小2名、最大10名）
薪ストーブで温めたサウナ、
スモークサウナ、
ジャグジー、ログハ
ウスでの宿泊、送迎、食事、飲み物

シーズン：

通年

プログラムの所要時間： 1泊（午後到着、翌朝出発）延泊も可能
公共交通機関：
ホスト：

P R OGRAMME

列車でHelsinki駅からTammisaari駅へ移動（1時間15分）、
Tammisaari駅からタクシー（20分、19Km）
Mr. Antti Hannula

•• 空港や宿泊施設間の往復送迎
•• ウェルカムドリンク付き
•• 薪ストーブサウナ、
スモークサウナ、
ジャ
グジーをお楽しみ下さい。
•• バルト海でのスイミング。
（通年）
•• 暖炉のあるテラスがあり、そこで焼くサ
ウナ ソーセージや軽食が付きます。
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•• ログハウスに宿泊（113㎡または164㎡
両ログ共に設備は整っています。）
•• 朝食付き
•• 手漕ぎボートとテニスコートの使用が
可能
•• 2泊目の延泊はオプションとなります。

SOUTH COAST FINLAND

L OC ATI ON
住所：

Långstrand, Tammisaari, FINLAND

距離：

Helsinkiから100km

I NTRODU C TI ON
ヴィラ ラングストランド（Villa Långstrand）は、
フ
ィンランドの有名な建築家によってデザインさ
れた完全プライベートな空間でサウナ体験と宿
泊が出来ます。
この建物は、海の近くの美しい場
所に、地元の丸太を使って建てられました。フィ
ンランドのサウナ文化を学んだら、早速サウナ
を楽しみましょう。
ここでは、伝統的なスモークサ
ウナだけではなく、薪ストーブで温められた大き
なサウナもあります。サウナで温められた身体を
海でクールダウンしたり、ジャグジーで温まるこ
とが出来ます。テラスにある暖炉で暖をとること
も出来ます。そしてログハウスに宿泊すれば、翌
朝は最高の気分で目覚めることでしょう。ヴィラ
は、プライベートな時間をリラックスして過ごす
のに最適な場所です。美しい自然の中で、2棟の
ログハウス、ビーチサウナ、
スモークサウナとジャ
グジーなど、設備の整ったこのヴィラで休日を楽
しんでください。

田
園

で

地

の

方

体

験

キサカッリオ
スポーツ研究所と
キャンプスクール
Kisakallio Sport Institute and
Camp School
L OC ATI ON

ウェブサイト： www.kisakallio.fi

G E N ERAL IN FO R M ATION
シーズン：

通年

対象：

キャンプスクール グループ

公共交通機関：
ホスト：

住所：

Kisakalliontie 284, FIN-08360,
Lohja, FINLAND

距離：
		

ヘルシンキから60km、
バスで1時間、空港から45分

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションからLohjaへ移動
（1時間）、Lohja バス停からタクシー（10分、12Km）
Mr. Harri Hollo

キサカッリオスポーツ研究所（Kisakallio）は、
フィンランドの美しい自然の中のロホヤ湖畔
に建つ、
スポーツ指導やレクリエーションを
行う革新的な教育施設です。子供から大人ま
で、皆で一緒に学ぶことの楽しさを教えてい
ます。
スポーツクラブや連盟、協会などは、施
設のトレーニング環境を楽しみ、
目標に向け
た実践的な練習のための指導ノウハウを学
びます。一方、教育グループや企業は日常か
らの脱却として様々なスポーツ活動を楽しむ
ことが出来ます。キサカッリオは、
スポーツキ
ャンプや遠足を行うのに最適な施設です。
こ
こでは、
インドアやアウトドアだけでなく様々
なスポーツの形態を体験できます。様々な種
類の球技からアドベンチャー トレッキング、

水泳からカーリングまで様々なスポーツアク
ティビティを提供しています。

キャンプについてのＱ＆Ａ

•• 様々なスポーツを行うので夜はゆっくりと
休んでください。
•• 食事も用意されます。

•• プロのインストラクターがアクティビティ
ごとに説明をします。
•• スタッフは全員緊急時の為の教育を受け
ています。

キサカッリオが提携しているのは、
フィンラン
ド オリンピック委員会、
フィンランド ジムナ
スティック協会、
フィンランド バスケットボー
ル協会、
フィンランド フットボール協会、
フィ
ンランド バレーボール協会、
フィンランド ハ
ンドボール協会、
フィンランド アイスホッケ
ー協会、
フィンランド カーリング協会、
フィン
ランド パラリンピック委員会、
ユヴァスキュ
ラ大学、
ロホヤ市、ムイヤラ小学校、マントュ
ヌンッミ中学校などです。

•• 心を開き前向きな姿勢で行動してくださ
い。

SOUTH COAST FINLAND
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住所：Pietiläntie 138,
FIN-08800, Lohja, FINLAND

住所：Seppäläntie 130, FIN-08800
Lohja, FINLAND

距離：ヘルシンキから80km、
バスで1時間15分

距離：ヘルシンキから80km/バスで
1.5時間

マルティンピハ
アリタロ
カントリー エステート アップル ファーム
Martinpiha country estate

Alitalo apple orchard and farm

ウェブサイト： www.martinpiha.fi

ウェブサイト： www.ciderberg.fi/en/

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

6月〜8月

シーズン：

5月〜9月

対象：

個人

対象：

個人 / グループ

公共交通機関：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーション
からVirkkalaへ移動（1時間20分）、Virkkalaバ
ス停からタクシー（17分、15Km）

ホスト：

Ms. Karola Ahlfors

マルティンピハ（Martinpiha）は、ロホヤ島に古くからある大きな古い屋敷
の一つです。美しい自然に囲まれたロマンチックな雰囲気の中、湖でボー
トを漕いだり、
ガイドとカヤックに乗ったり、サイクリングやサウナなど様
々なアクティビティを楽しむことが出来ます。
また、夏季のみ手工芸品を売
るお店がオープンしたり、サマーレストランでは自家製の料理を提供して
います。
古い穀物倉庫を改装した宿泊施設には7つのゲストルームがあります。マ
ルティンピハで、地元の人が生活しているように過ごしたり、
フィンランド
の田園地方のゆったりとした時間を満喫しましょう。
この場所で夏至祭を
体験することも出来ます。

公共交通機関：

バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションか
らVirkkalaへ移動（1時間20分）、Virkkalaバス
停 からタクシー（17分、15Km）

ホスト：

Ms. Sanna Maula or Ms. Kaisa Söderberg

ロホヤ島（Lohjansaari）は、南フィンランド最大の淡水湖、
ロホヤ湖に浮
かぶ小さな島です。豊かな土壌と温暖な気候に恵まれ、島内には複数
の樹木園があります。樹木が立ち並ぶこの島の伝統的な風景は、地元や
国にとって重要な景色であると認められ、大切にされています。
そして、
島の最大の特徴は、何千本ものリンゴの木が作り出す広大なリンゴ畑
の景色です。

•• アリタロ
（Alitalo）
アップル ファームでは、何千本ものリンゴの木を見
学でき、
シードル、
ワイン、
ジュースといった地元で作られた商品を楽
しむことが出来ます。

•• リンゴ ファームの近くには、
フルティセタム果樹園（Fruticetum）があ
ります。
ここでは、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種類のチェリー、
そして20種類ものクラブ アップルが植
えられています。
また、
この庭園には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、
ブドウなど豊富な品種の果実もあります。

•• アリタロ アップル ファームとフルティセタム果樹園の近くの深い森
の中に、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、
自然環境保全法
によって国の天然記念物として保全されています。
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バルト海に浮かぶ
ベンクトゥシャール灯台
Bengtskär Lighthouse in the Baltic Sea
ウェブサイト： www.tourism.hanko.fi/en/cruises/

www.bengtskar.fi/en

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：

6月〜8月

対象：

個人 / グループ

公共交通機関：

ホスト：

列車でHelsinki駅からHanko駅へ移動（1時間30分）、
Hanko駅からフェリー乗場（港の住所 Satamakatu
4）
まで徒歩（12分、1.1Km）
Ms. Paula Wilson and Mr. Per Wilson

L OC ATI ON
住所：

Eastern Harbour, Hanko, FINLAND

予約：

Hanko Tourist Office Web Shop

距 離：
		
		

HelsinkiからHankoまで127km、
バスまたは列車で1時間30分、
Hankoから灯台までフェリーで更に
1時間30分

海辺で忘れられない１日を過ごしましょう。ベンクトゥシャール灯台（Bengtskär）
を
訪れた後は、周辺の列島を巡るクルーズ船でアザラシに出会ったり、歴史的なパイ
クスガット
（Pike’s Gut）の岩の彫刻を見ることが出来ます。北欧諸国で最も高いベン
クトゥシャール灯台は、海抜52mの高さを誇ります。灯台の上に登ることもでき、252
段の階段を登ると海に囲まれた壮大な景色を見ることが出来ます。灯台は、1906年
にハンコの村から南西約25kmの場所に建てられました。ベンクトゥシャール島に
は、灯台博物館や、ベンクトゥシャールの戦いに関する展示、郵便局、
カフェ、宿泊施
設などがあります。

SOUTH COAST FINLAND
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住所：Kustaa Vaasan katu 11,
FIN- 10600 Tammisaari, FINLAND

住所： Peltorivi 1, 10470 Fiskars,
Raasepori, FINLAND

距離：Helsinkiから93km、
列車で1時間もしくはバスで1時
間15分

距離：ヘルシンキから97km、バスま
たは車で1時間15分

フィスカルス村
Fiskars Village

ウェブサイト： www.fiskarsvillage.fi

G E N E RAL IN F OR M ATION
シーズン：

通年

対象：

個人 / グループ

公共交通機関：

①バスでHelsinkiのKamppiバス ステーションか
らFiskarsへ移動（2時間5分〜2時間50分、Karjaa
バス停で乗換え）
②列車でHelsinki駅からKarjaa駅へ移動（50分）、
Karjaa駅からタクシー（16分、13Km）

ホスト：

Fiskars Village team または個人手配のガイド

フィスカルス
（Fiskars）村は、
フィスカルス社誕生の地で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
日ではツーリストに一年を通して様々なアクティビティを提供しています。
フィスカルス村では、
（1）
デザイン・手工芸・アート、
（2）
ローカルフード・ドリ
ンク、
（3）舞台芸術、
（4）
アウトドア・自然、の4つのテーマに力を入れていま
す。村は、大きな広葉樹や木々に囲まれた自然豊かな場所で、2kmの遊歩道
があります。
そして手工芸品を扱うお店や展示会などがあり、美しい自然の
中で季節ごとに様々なイベントが行われています。
また、村には2つのホテ
ルがあり、企業のイベントや結婚式等で借りることが出来る会場もいくつか
あります。地元で作られる季節の食事を楽しむことが出来るレストランやカ
フェもあります。
フィスカルス村は、
フィスカル社の一部で、専門ブランドを通じて成長して
います。
フィスカルス社の家庭用品やガーデン用品、
アウトドア用品は、機
能的でなおかつ斬新なデザインでとても有名です。
グループの代表的なブ
ランドは、Fiskars、Iittala、Gerberです。
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SOUTH COAST FINLAND

タンミサーリ
（エケナス）旧市街
Tammisaari/Ekenäs Old Town

ウェブサイト： www.visitraseborg.com

GE NE RAL I NF ORMATI ON
シーズン：

通年 、繁忙期6月〜8月

対象：

個人 / グループ

公共交通機関：
ホスト：

列車でHelsinki駅からTammisaari駅へ移動
（75分）
Raasepori Tourist Office
または個人手配のガイド

タンミサーリ
（エケナス/Ekenäsスウェーデン語）の旧市街は、
カラフルな
木の家々が立ち並ぶ、海辺にある美しい街です。住民の約80%がスウェ
ーデン語を話し、街の通りの名前は16世紀にスウェーデンに統治されて
いた時代から変わらず、当時の人々の暮らしに馴染みのある名前が付け
られています。例えば、帽子屋通り
（Hattmakaregatan）
、
リネン織り職人
の通り
（Linvävaregatan）
、布織り職人の通り
（Handskmakaregatan）
、鍛
冶屋の通り
（Smedsgatan）
、革なめし職人の通り
（Garvaregatan）など、
かつてこのエケナスでは熟練した職人たちが活躍し、彼らによって街が
育まれたことがスウェーデン語の通りの名前から知ることが出来ます。
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ハンコ
Hanko
ウェブサイト： www.visithanko.fi

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：

通年 、繁忙期6月〜8月

対象：

個人 / グループ

公共交通機関：

列車でHelsinki駅からHanko駅へ移動（1時間）

ホスト：

Hanko Tourist Office

ハンコ
（Hanko）
は、
光と海に囲まれた活気ある文化を持つ小さな町で、
様々なレ
ストランや宿泊施設、
ウェルネスサービスが盛んな場所です。
クルーズ船で灯台を
訪れたり、海やアウトドアアクティビティを体験したり、
自分だけのお気に入りの群
島の自然を見つけましょう。静かな海で泳いだり、波打ち際で過ごすのもお勧めで
す。1874年に町が設立された直後に、ハンコ スパ パークは建てられました。
スパ パ
ークの美しい古い木造のヴィラの殆どは、当時の壮大な姿のまま保存されており、
ポストカードに描かれたような美しい景色は一見の価値があります。
フィンランドに
は、ハンコのようにたくさんのレストランがある町は少なく、
レストラン１つ１つに
それぞれの歴史があります。海の見えるレストランや、
ブラッスリーの中庭、港の雰
囲気のある倉庫など、お好きな場所で食事を楽しむことが出来ます。
シーフードや
地元の食材、例えばヒラメやパーチ、
ラムなどは、ハンコの食卓では頻繁に食べられ
ています。
また、ザリガニ料理や群島ビュッフェも楽しめます。ハンコでは、心と体を
リフレッシュするための散歩道や多くのアクティビティがあります。
シーカヤック、サ
ップ、水泳、
ヨガ、サーフィン、乗馬、
テニス、
フリスビーやゴルフなどを楽しみ、
スパや
地平線を眺めながら入るサウナで、
日頃の疲れを癒しましょう。

L OC ATI ON
住所：
距 離：
		

Raatihuoneentori 5,
FIN-10900 Hanko, FINLAND

Helsinkiから127km、列車で
1 時間もしくはバスで1時間30分

夏の間は北欧で最も高いベンクトゥシャール灯台をクルーズで訪れ、バルト海のア
ザラシと出会い、パイクスガットに残された中世の船員たちの歴史的な岩の彫刻を
見学し、２つの島の間にできた海峡を見たりと、ハンコでは海で沢山の思い出が作
れます。

SOUTH COAST FINLAND
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レストラン オリゴで、
本格的な群島料理を味わう
Taste a piece of the authentic
archipelago food culture with Origo’s
archipelago buffet
ウェブサイト： www.restaurant-origo.com

住所：

距 離：
		

G EN ERAL IN FO R M ATION
シーズン：

4月〜9月

対象：

個人 / グループ

ホスト：

Ms. Joanna Westerling and Mr. Jan Westerling

公共交通機関：

Satamakatu 7, 10900 HANKO, FINLAND
Helsinkiから127km、
列車で1時間またはバスで1.5時間

列車でHelsinki駅からHanko駅へ移動（1時間）、Hanko駅から
Origoレストランまで徒歩（13分、1.2Km）

レストラン オリゴ（Origo）は、
とてもユニークな建物の造りで、古い倉庫
の石の土台の上に建てられ、壁にはたくさんのキャンドルが飾られてい
ます。店内の中央に用意されている群島の食材をふんだんに使ったビュ
ッフェは、
このレストランのメインメニューです。
このビュッフェでは、地
元の漁師達がよく食べている自慢の品々を提供しています。
メニューに
は、伝統的なサーモンスープとオリゴ名物のペッパーステーキがあり、他
にもアスパラガス、
キノコ、ベリー、魚やラム、鶏や鹿肉など季節の美味
しい地元の食材を使った料理があります。季節によってメニューが変わ
るので、常に新しいものが味わえます。
この群島ビュッフェは、地元の食
材と伝統的なフィンランド料理に基づいて作られています。
また、魚や野
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菜、肉などの群島の珍味を約30種類以上味わうことができ、地元の漁師
から仕入れたバルト海のニシンや、
レモンとシェリーの風味がついた自
家製サーモンやスモークサーモン、サラダやパテ、
ラムやプロシュートハ
ムなど幅広い食材を取り揃えています。ビュッフェには、ポテトとディル、
パンが付いています。

宿
泊
施
設

LO CATIO N

L OC ATI ON

距離：Helsinkiから60 km

距離：Helsinkiから86km

住所： Lepopirtintie 80,
FIN-02570 Siuntio, FINLAND

住所：Ylhäntie 1, FIN-09120 Karjalohja,
FINLAND

公共交通機関：
列車でHelsinki駅からSiuntio駅へ移動
（50分、UもしくはYの列車）、Siuntio駅
からタクシー（6分、4.8Km）

公共交通機関：
バスでHelsinkiのKamppiバス ステーショ
ンからLohja Spa & Resortへ移動
（1時間46分）、Lohja Spa & Resortの前
でバスが停まります。

スカンディック
シウンティオ

ロホヤ
スパ &リゾート

Scandic Siuntio

Lohja Spa & Resort

ウェブサイト： www.scandichotels.fi

ウェブサイト：www.lohjaspa.fi

スカンディック シウンティオ
（Scandic Siuntio）は、美しい自然に囲まれ充
実したスパ設備とウェルネスサービスが楽しめるホテルです。
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。緑豊かな公園の新鮮な
空気を吸ったり、焚火を眺めてリラックスしたり、湖やシウンティオ川でカ
ヌーをすることも出来ます。

ロホヤ スパ＆リゾート
（Lohja Spa & Resort）は、首都ヘルシンキから車
で1時間程の場所にあるロホヤ湖の湖畔に建つホテルです。
ロホヤの自
然に囲まれたホテルは、客室やレストランから見える景色からもフィンラ
ンドの自然を満喫することが出来ます。豪華なスパ施設でゆっくりと過ご
し、鳥のさえずりや夏の香りを楽しみましょう。

宿泊施設
191室

現 地サービスとアトラクション
バラエティー豊かな朝食
スカンディック フレンズの特典
無料Wi-Fi
FACE Stockholmのアメニティー
お子様用に、
ウェルカムギフトとキッズメニューをご用意
２つのプールと屋外の温水プール、サウナ
（スチームサウナとフィン
ランド伝統サウナ）
•• レンタサイクルやミニゴルフ、
ディスクゴルフ、
ローラースケートの貸
し出しもあり、ハイキングや設備の整ったジムも利用出来ます。
••
••
••
••
••
••

食 事サービス
•• 朝食は毎日提供
•• ビュッフェとアラカルトメニューは月曜日から土曜日に提供
•• サマーテラス

宿泊施設

メインの建物の2つのフロアに40部屋 あります。
スイートとスーペリアの部屋からは、湖を見ることが出来ます。
全部で102部屋、
そのうち40部屋は本館にあり、残りの部屋は他の8つ
の建物内にあります。

現地サービスとアトラクション
ロホヤスパ＆リゾートは、
スパ施設やウェルネスサービス、
そしてフィ
ンランドのサウナ文化を促進することに特化している施設です。宿泊料
金にはサウナ使用料も含まれています。

食 事サービス
ホテルのレストランでは、ビュッフェ スタイルのランチやディナーが提
供されています。
アラカルトメニューを提供しているレストランパノラマ
（Panorama）
では、
ロホヤ湖の景色を眺めながらフィンランド料理な
どを楽しむことが出来ます。

SOUTH COAST FINLAND

| 25

設
施
泊
宿

LO CATIO N

L OC ATI ON

距離：Helsinkiから80Km

距離：Helsinki から93km

住所： Hållsnäsintie 89,
FIN-10360 Mustio, FINLAND

住所： Valkovuokonkatu 2,
FIN-10600 Tammisaari, FINLAND

公共交通機関：
列車でHelsinki駅からKarjaa
駅へ移動（54分）、
Karjaa駅からタクシー（17分、18Km）

公共交通機関：
列車でHelsinki駅からTammisaari
駅へ移動（1時間15分）、Tammisaari駅
からタクシー（3分、900m）

ムスティオン リンナ ホテル
マナー ホテル
シーフロント
Mustion Linna manor hotel

Hotel Sea Front

ウェブサイト： www.mustionlinna.fi

ウェブサイト： www.hotelseafront.fi

ムスティオンリンナ
（スヴァルトマナー/Svartå Manor スウェーデン語）は、200
年以上の歴史を持つフィンランドで最も貴重なマナーハウスのひとつです。
マナーハウスは、首都のヘルシンキから海岸沿いに西へ80Km程向かった場
所にあります。敷地内には歴史的な建物が幾つかあり、
そのうちのひとつ19
世紀に建てられたカントリーハウスは、かつて鉄鋼所で働く労働者の為の建
物でしたが、現在ではモダンな部屋に改装されホテルとして利用されていま
す。
また、19世紀半ばに建てられたネオ・ゴシック建築の馬小屋は、大きな暖
炉に鉄のシャンデリアがユニークで家庭的な雰囲気の人気レストラン スロッ
トスクロゲン
（Restaurant Slottskrogen）へと生まれ変わりました。

ホテル シーフロントは、海の前の静かな場所に建つホテルです。
タンミサ
ーリ
（エケナス/Ekenäsスウェーデン語）の旧市街までは徒歩圏内で、
ホテ
ルは鉄道駅に近く、周辺にはレストランやショップ、
ビーチがあります。

宿泊施設
シングルルーム 8部屋 、ダブルルーム 30部屋
スィートルーム １部屋

現 地サービスとアトラクション
マナーハウスでウェディング：結婚式は、マナーハウスの広大な敷地内にあ
るスヴァルト教会や、庭園内のロマンチックな雰囲気の中で行われます。
ま
た、美容室やネイリスト、
カメラマンや、特別な演出（バンド演奏、馬車やビ
ンテージカー、ヘリコプター）など、結婚式を行う上で必要なことは全て用
意することが可能です。新郎新婦は、
ブライダル スイート
（Merlin’s Tower）
に宿泊し、式に出席するゲストはその他の3つの建物のホテルに宿泊しま
す。

食 事サービス
レストランスロットスクロゲンでは、
オリジナルの北欧料理を提供していま
す。
このレストランの料理の哲学は、国内の食材を使って作り出す料理への
驚きや楽しみ、それを口にした時の口福感を大切にしています。
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宿泊施設

2フロアに、
ダブル ルームが20部屋あります。
そのうち、10部屋にはバル
コニーがあり海が見えます。

現地サービスとアトラクション
••
••
••

タンミサーリ群島国立公園へのボートツアー
釣りツアーと古い漁師の家見学ツアー

ラーセボリ城跡見学と中世の夕食を楽しむ週末ツアー

食 事サービス
レストランは、美しい海の景色を楽しみながらテラスで食事を楽しむこ
とが出来ます 。

ESTONIA
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ラヘマー国立公園で
ローカル ライフ体験
Experience local life
in Lahemaa National Park
ウェブサイト：www.visitestonia.com/en/toomarahva-tourist-farm

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：

2日間プログラム

シーズン：

5月〜9月

対象：

2～4 名

含まれるサービス

送迎＋散策＋食事＋宿泊＋家族と季節のアクティビティ

P R OGRAMME

ESTONIA

住所：

Altja küla, 45408 Haljala vald,
Lääne-Virumaa, Estonia

距離：

Tallinnから90 km,
Riga（Latvia）から 368 km

ラヘマー
（Lahemaa）は、
エストニアで最古かつ
最大の国立公園です。湿原の自然を楽しみなが
ら歩くガイドとの散策や、伝統的な漁村で過ごす
のどかな午後、ホストファミリーと一緒に料理を
したり、伝統的なサウナや軽い農作業、
そして地
域体験など様々なプログラムを用意しています。

2日目

1日目
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ラヘマー国立公園のアルティヤ村にあるトーマラ
フヴァファーム
（Toomarahva smallholding in Altja village,
Lahemaa National Park）

I NTRODU C TI ON

プログラムの所要時間： 1泊2日

•• タリンを出発。
ヴィル湿原まで1時間の
ドライブ。
•• 地元の自然ガイドと一緒にヴィル湿原
を散策します（1.5時間）
。
ウォーキング
トレイルはラヘマー国立公園の森や
湿原の中を通っています。
トレイルは
3.5km、ループは6kmです。
•• 美しいエストニアの伝統的な漁村アル
ティヤまで30分程ドライブします。
•• 到着後、
トーマラフヴァ ファームへ入
場、
ファームツアー‘Our Story’に参加。
•• 地元のパブで昼食。伝統的なエストニ
ア料理を食べます。

L OC ATI ON

•• 村を散策したり浜辺で過ごしたり、伝
統的な漁村の生活を見学したり、
自由
に過ごしましょう。
•• 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
ピーが体験できます。）
•• ホストファミリーと一緒に夕食を作り、
地元の料理を堪能しましょう。
•• トーマラフヴァ ファーム宿泊。

•• トーマラフヴァ ファームで、季節のメニューや
地元のオーガニック食材を使ったエストニアの
伝統的な朝食をお楽しみ下さい。
•• ホストファミリーと一緒に季節の農作業を体
験。薪割りや干し草づくり、ハーブ摘み、エストニ
アの旬な食材を使ったピクルス作りなど、季節
により内容は変わります。写真撮影もあります。
•• サガディ マナー（Sagadi manor）のレストラン
で昼食。マナーハウスと周辺ツアーを行います。
地元のお土産を買うことが出来ます。
•• パルムセ タヴァン（Palmse tavern）
で夕食。
•• タリンへ移動します。

田
プ
園
ム
ラ
グ
ロ

自然と、小さなファーム
サスティナブルな暮らし
Nature and smallfarming the sustainable way of living

ウェブサイト：

1.5日プログラム

シーズン：

5月〜10月

含まれるサービス：

ガイドツアー＋宿泊2泊＋食事＋入場料

個人 / グループ（最小10名、最大30名）

バスでTallinn バス ステーションから Põlvaバス 停へ移動
（Tallinn – Tartu – Põlva – Võru 行き）。Pesa hotelまで徒歩（6
分 / 500m）

PROGRAMME
1日目

•• 午後もしくは夕方にペサ ホテルに到着。チ
ェックイン後、
夕食の前か後にミニ スパを
ご利用出来ます。
•• ホテルのレストランで夕食。夕食前に、地元
のシードルやジュースなどドリンクのテイス
ティングがあります。夕食中または食後にセ
トレーロ（Seto leelo）の文化プログラムを行
います。
（所要時間：2時間）
•• ペサ ホテル宿泊（ツインルーム）
。翌朝、ホ
テルのレストランで朝食を取ります。

2日目

•• タエヴァスコヤ
（Taevaskoja）エリアで、
ショ
ートハイキングまたはガイドと散策。
（所要

Uus 5, 63308 Põlva,
Põlvamaa, Estonia

Tallinnから 225 km,Tartuから
50 km, Riga（Latvia）から255 km

I NTRODU C TI ON

パッケージタイプ：

公共交通機関：

		
		

G EN ERAL IN FOR M ATIO N

プログラムの所要時間： 1.5日

住所:
距離:

www.kagureis.ee

対象：

L OC ATI ON

エストニア南東部にあるプルヴァ
（Põlva）
は環
境に配慮した地域です。
宿泊先のペサ ホテル
（Pesa）は、環境活動を行っている宿泊施設の証
である”Green Key label”を取得しています。
プロ
グラムで訪れる小さなファームでは、小規模事業
者がどのように高品質なサービスと製品を提供
し、管理しているのか知ることが出来ます。

時間：2時間）
•• 地元にあるアンドレ ファーム（Andre Farm）
を訪問。
ファームのチーズは、エストニア国
内や海外で数々の賞を受賞しています。ゲス
トは、チーズ作りの工程を見学したり、お土
産を買ったり、チーズの試食や牛の餌やりを
体験できます。
（所要時間：1.5時間）
•• 昼食はペサ ホテルまたは別の場所で食べ
ます。
（所要時間：45分）
•• ミッコ ファーム
（Mikko）
またはパルサル
ファーム
（Palusalu）の庭園を訪れます。両
ファームの庭園は、
イギリス式で様々な
風景や美しい景色が楽しめます。
（所要時
間：1.5時間）
•• 少人数グループは、Wieraキャンドル工房
を訪問。
自然の中にあるこの工房では、木
製の芯で出来たキャンドルを作っていま

す。
（所要時間：2.5時間）
•• 大人数グループは、
スヴァハッヴァ
（Süvahavva）
ネイチャー ガーデンを訪問。博物
館か庭園、
もしくはウール工場見学から選
択します。庭園ではハーブや有機栽培につ
いて学べ、
ウール工場では製造工程や医療
用のウール製品を購入することが出来ます。
（所要時間：2.5時間）
•• ペサ ホテルで、音楽を聴きながら夕食。
•• ペサ ホテル宿泊。翌朝、ホテルのレストラ
ンで朝食を取ります。
•• ツアーは、セト地方（Setomaa）かヴォル地
方（Võromaa）
まで続けることが出来ます。
両地方とも、ホテルから30から40kmの場
所にあります。

ESTONIA
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キーディで
ワークキャンプ”E-motion”
Workcamp ‘E-motion’ in Kiidi
ウェブサイト： www.kiidi.ee/jp/ (日本語）

G E N ERAL IN F OR M ATION

住所：

Kiidi küla, 66234 Rõuge vald,
Võrumaa, Estonia

5〜16名のグループ

プログラム期間：

7日間

距離：
		

Tallinnから257Km、
Riga(Latvia)から216Km

ホスト：

Mr. Aigar Pihoと他のスタッフ

I NTRODU C TI ON

シーズン：

通年

対象：

キャンプには以下のアクティビティが 含まれます。
•• スキルワークショップ：木工品と手工芸、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習うことが出来ます。
•• 仕事：ホストファミリーや村の人たちと1日2〜4時間の共同作業をします。

•• 夏/秋：ベリー摘みやキノコ狩り、ハイキングコースのケア、薪の準備、植樹、サウナで
使用するウィスクを白樺の枝葉で作ります。
•• 冬/春：ハイキングコースのケア、薪の準備、植樹、木工、ハーニャ マラソン等の地元
のイベントを手伝います。
•• 毎日、サウナに入ることが出来ます。

•• ハイキング：ハーニャ ネイチャートレイル、ルハソー ネイチャートレイル（Luhasoo）
•• 観光：ハーニャにあるスール ムナマギの丘（Suur Munamägi hill）
と展望台、
ヴァス
ツェリーナ城（Vastseliina）、セト地方（Setomaa）にあるセト スタジオ ギャラリー、
タ
ルトゥ
（Tartu）にあるエストニア国立博物館、
ラトビアへ行くことも可能です。
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キーディ ツーリスト ファーム（Kiidi tourism farm）
は、
南エストニアのハーニャ国立公園
（Haanja
Nature Park）のロウゲ原始の谷（Rõuge Primeval
Valley）にあります。ホストは10年以上に渡り日本
からのゲストを受け入れています。
ファームの仕
事を手伝ったり、観光したり、地元の人を訪ねた
り、ハイキングに行きます。

暮
ら
す
よ
う
に
旅
す
る

トレタル ファーム
Toretalu Farm
ウェブサイト：www.toretalu.eu (Estonian only)

www.visitpoltsamaa.com/en/
www.visitestonia.com/en/sarapiku-farm-corn-labyrinth

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：

6月〜9月
（トウモロコシ畑の迷路は8月～9月のみ）

対象：

個人 / グループ

プログラムの所要時間： 1日から
ホスト：

Mrs. Kristi Sakk

中央エストニアの田園地方でファームステイをしましょう。
トレタル（Toretalu）ファームで
は、
トウモロコシ畑の迷路やゲーム、サウナ、
ファームの動物たちや静かで美しい森がゲス
トを待っています。都会から離れ、
自然の新鮮な空気を満喫しましょう。

L OC ATI ON
住 所：

		
		

距 離：

		
		
		

Uuevälja küla, 48220
Põltsamaa vald,
Jõgevamaa, Estonia

Tallinnから129km、
Tartuから 71km 、
Põltsamaaから13km、
Riga（Latvia）から 288 km

このプログラムには以下のアクティビティが含まれます。
•• トウモロコシ畑で迷路をしたり、様々なゲームが楽しめます。

•• ファームの動物たち：ポニー、ヤギ、羊、犬、猫、
うさぎ、
リス、
アヒルに会えます。
•• 庭や神秘的な森を散歩します。

•• 庭で新鮮な果物やハーブ摘みをするか、
ファーマーズマーケットに行くか選べます。

•• ファームのトイ ショップを訪れます。
ショップのおもちゃは全てオーナーの手作りです。
•• ピクニックをします。紅茶かコーヒー付き。

•• 川辺で、本格的なエストニア サウナを体験。
（要事前予約）

•• 8月～9月はファームのメイン アトラクション、
トウモロコシ畑の迷路がオープンしま
す。毎年迷路の内容が変わります。
トウモロコシは高さ2mもあるので、本物の大きな
迷路に迷い込んだ様な気分になります。地図を見ながら様々なチェックポイントを見
つけてください。
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過 の
ご 中
す で

自

トルクセ湿原で
ハイキング
Hike in Tolkuse bog

ウェブサイト： wwww.nurka.ee

G E N ERAL IN F OR M ATION
シーズン：

4月〜10月

対象：

個人

含まれるサービス：

ガイド付きハイキング

歩行距離：

2.2km

プログラムの所要時間： 1.5〜2時間（送迎は除く）
難易度：

初級

公共交通機関：

バスでPärnuバス ステーションからKassikuへ移動（30分 /
Pärnu - Ikla行き）、Kassikuバス停からNurka farm まで送
迎。
または、Pärnuバス ステーションからタクシー（30分）

ホスト:

Mrs. Katrin Virkus-Sule

I NTROD UC T ION
ルイテマー（Luitemaa）
自然保護区には、2.2kmの円形のボードウォークが設置され
ています。
トレイルに吹く風は、
トルクセ（Tolkuse）湿原を通り、松林で覆われた砂丘
を抜けてトルニマギ（Tornimägi）の丘へと吹き抜けます。丘の上には展望台があり、
片側からはハーデメーステ（Häädemeeste）沿岸の牧草地やパルヌの沿岸が、
もう一
方からはトルクセ湿原の素晴らしい景色が見渡せます。
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L OC ATI ON
住 所：
		
距 離：
		
		

Rannaku tee, Piirumi küla,
86507 Häädemeeste vald, 		
Pärnumaa, Estonia
Tallinnから157km、
Pärnuから29 km、
Riga（Latvia）160 km

自
然
の

過

中

ご

で

す

きらめく
エストニアの自然
A glance at Estonian nature  

ウェブサイト： www.wanderest.eu

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：

6月〜8月

含まれるサービス：

個別のツアープラン、送迎、お菓子と自家製ハーブティー、
ローカルガイド

対象：

個人 / グループ（最大6 名）

プログラムの所要時間： 8時間
公共交通機関：
ホスト：

L OC ATI ON
住 所：
距 離：

		

Tartu, Tartumaa, Estonia

タリンから 185km,
リガ (ラトビア)から 260km

列車でTallinn駅からTartu駅へ（2時間）
、
もしくはバスでTallinn
バス ステーション から Tartuへ（2.5時間）
。
タルトゥ
（駅、
バス ステーション、ホテルなど）から送迎
Wanderest Ltd. staff

I N TROD UC TION
ハイキングツアーはタルトゥから始まります。Wanderest社では、手つかずの湿原や森、
様々な美しい自然の中を、
ツーリストの希望に合わせてガイド付きトレッキングツアー
を提供しています。エストニアの大自然や文化的に重要な地域など、
それぞれの目的
に合わせてツアーを計画していきます。私たちは、手つかずの自然とクリーンな環境を
重視しており、人が出来ることは自然を保護し敬意を払うことのみだということを知っ
ています。
エストニアの生活は、何らかの形で自然と深い関わりを持っています。
ツア
ーでは、
自然に関心を持ってもらうため、
この地域の習慣やライフスタイルを紹介して
います。
（例えば、ベリーを摘んだり、湿原にある湖で泳ぐなど。）
また、
自転車を利用した
ツアーは、快適で小回りが利いた柔軟な移動ができ、エストニアの自然や文化のまた違
う側面に触れ体験することが出来ます。ツアー中は、セト地方（Setomaa）や、オニオンロ
ード、イダ ヴィル地方（Ida-Virumaa）、ラヘマー 国立公園、
カルラ
（Karula）国立公園、
メーニクンノ
（Meenikunno）と エンドラ
（Endla）湿原、タエヴァスコヤ（Taevaskoja）砂
岩などを訪れます。エストニアで最も高い丘や、曲がりくねった道、森、湿原、マナーハウ
スや美しい湖などツアー中は新しい発見が沢山あるでしょう。
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セト地方
Setomaa
ウェブサイト： www.visitsetomaa.ee

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：

終日プログラム

含まれるサービス：

ガイドツアー＋入場料＋郷土料理の昼食

シーズン：
対象：

通年
個人 / グループ（最大30名）

プログラムの所要時間： 8時間
距離：

Tallinnから285km、Riga（Latvia）から240km

I N TROD UC TION
セト地方は、約8,400年前から人々が暮らしていたとされるエストニア
で最も古い居住地跡のひとつです。東と西の文明の境界線、いわゆる
ロシア、
ラトビア、エストニアとの国境沿いに位置しており、独特の伝統
と文化を持つことでも有名です。何世紀にも渡り受け継がれてきた、
セトの多声歌唱（セトレーロ）はUNESCO無形文化遺産に指定されて
います。
また、
この地方の独特な民族衣装も特筆すべき点で、各家庭
によって異なる細かな刺繍の模様が印象的です。最も印象的なのは
銀の装飾品で、民族衣装には欠かせない存在で着ている人の社会的
立場を示すだけでなく、持ち主を不幸から守る御守りのような役割と
して身に付けられています。
そして、セトの人たちの生活様式は今も
自然と密接に結びついており、森で採れるベリーやキノコなどの恵み
を大切に生活をしています。
セト地方へは、
タルトゥもしくはヴォルを拠点に行くのがお勧めです。
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P ROGRAMME
•• 現地ガイドのMs. Helen Külvikと合流

•• ヴァルスカ農園ミュージアム
（Värska Farm Museum）
： 約100年前の
セト地方の伝統的な生活を紹介しているファームが併設されたミュー
ジアム。
ロシア式の窯で、伝統のライ麦パンを焼くワークショップがあ
ります。館内のレストランでは、
ドリンクや昼食をとることができます。
手工芸品を販売するショップも併設しています。
所要時間：ミュージアム ツアー / 約1時間、パン作り / 約30分、
レストラ
ンでの食事 / 約45分
•• サーツェの長靴（Saatse Boot）
：車でロシア領を通過するドライブです。
ヴァルスカからサーツェへ向かうルートに、一部ロシア領の区間があり
ます。
このルートのみ、ロシアのビザがなくても車で通過することが許可
されています。ただし、途中で車を停止することはできません。

•• オールド ジョージの石鹸工場と神の丘（Old George’s Soap Shop and
God’s Hill）
：地元の自然材料（湿原の泥炭やペチョールィ修道院の聖水、
細砂、白樺の木の葉、
ブルーベリーなど）を組み合わせ香りの良い石鹸
を作っています。説明を聞きながら石鹸の香りを堪能し、商品を購入す
ることも出来ます（現金のみ）。
      神の丘は、歴史的重要性を持つ小さな丘です。所要時間：約1時間
•• オビニッツァ ミュージアム（Obinitsa Museum）
： セト地方の民族衣装
を着ることができます。セトの女性は独特な民族衣装に銀の装飾品を
多く身に付けています。セトの女性のように民族衣装とアクセサリーで
ドレスアップしてみましょう。
グループの中でお一人だけ民族衣装と銀の装飾品を身に付けることが
出来ます。ギフトショップあり。所要時間：約1時間

•• セト アートギャラリー（Seto Art Gallery）
：セトの民族衣装に欠かせな
い銀の装飾品にまつわるギャラリーです。地元の銀細工師がセトの銀
のジュエリーについて説明し、素晴らしい展示品を見学することができ
ます。所要時間：約1時間

•• タールカの家（Taarka’s House）
：セト料理の伝統レシピをもとに作られ
たディナーを食べながら、伝統料理について様々な話を聞くことが出来
ます。所要時間：約1時間

•• ディナー＆セトの合唱団 : セトの合唱団が夕食前(もしくは夕食後)に、
セトレーロを披露してくれます（団体のみ）
。セト レーロはセトの伝統
的な多声歌唱で、2009年からUNESCO無形文化遺産に登録されていま
す。所要時間：約1時間 、追加オプション/合唱団から伝統的なダンスを
学ぶプログラム 所要時間：約30分

文
化
遺
産

キヒヌ島
Kihnu Island
ウェブサイト：www.visitkihnu.ee

www.kultuuriruum.ee
www.kihnumare.ee

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：

終日プログラム

冬季：

冬の間の島内の移動はバス移動がお勧めです。島で事
前にバス手配することも可能です。その場合、最大20席
です。

シーズン：

対象：

含まれるサービス：

通年

個人 / グループ（最大20名）

ガイドツアー＋郷土料理の昼食＋家庭訪問＋民謡コン
サート
（グループのみ）

プログラムの所要時間： 約6.5時間
交通手段：

Munalaid港からフェリー（Pärnu近郊）

距離：

Tallinnから140km、Riga（Latvia）から240km

I N TROD UC TION
キヒヌはリガ湾最大の島ですが、面積は僅か16.4km2（長さ7km、幅3.3km）の小さな
島です。キヒヌの文化空間とその伝統は、UNESCO無形文化遺産に登録されています。
島には4つの村があり、島民達は現在も日常的に民族衣装を着て生活をしています。
このプログラムツアーでは、島独特の伝統的な雰囲気を体験することができます。現
地でガイドをしているMs.Mareは、キヒヌ文化を築き上げてきた様々なノウハウや伝
統技術を持った人々を紹介してくれます（言語、伝統衣装、農業、手工芸、伝統料理の
調理、伝説、教会、民謡、結婚式や村の行事での伝統的な踊り、釣り、
アシカ狩り、海を
中心とした自然の中での生活など）。

プログラム
ムナライド港からキヒヌ島へフェリーで移動

09 : 30 キヒヌ島の港で現地ガイドのMs. Mareと合流
10: 00 キヒヌ ミュージアム（Kihnu Museum）
：島の歴史

について学び、民族衣装や生活用品、漁の道具、地元の絵
画を鑑賞します。手工芸品なども販売されており、小さなコ
ーヒーコーナーもあります。

11:00 聖ニコラス教会（St Nicholas Church）: 1784年に

建てられた、ルーテル派様式の建物からロシア正教会に改
宗した数少ない教会のひとつです。
シンプルでありながら
も美しいイコノスタシスがあります。

11: 30 キヒヌ灯台 :  1864年に建設され、高さは29m、螺

旋状の階段が内部に作られおり、最上部には棟を一周でき
る細いバルコニーがあります。灯台の上からは島を見渡す
絶景を眺めることができます。

12:00 メッツァマーヘリテイジ ファーム(Metsamaa Her-

itage Farm）
を訪問：伝統的な建築、手工芸品、農園生活、
そして地元の女性が移動手段として使用している有名な
サイドカー付きのモーターサイクルを見ることができます。

1 3 : 0 0 伝統的な昼食：魚もしくは肉と、自家製ライ麦パ
ンが振る舞われます。

14:00 家庭訪問：キヒヌに住む家族がどのような伝統的

な生活をしているか見学することが出来ます。羊皮や手工
芸品など大切な物が収納されている倉庫や、サウナ、
そし
て母屋のリビングルームなどを見学することができます。

15:00 民俗コンサート：現地の歌い手や手工芸品作りの
プロ達が、島の伝統的な歌やダンスを披露します。手工芸
品を製作する様子も見ることが出来ます。
16 : 15 フェリー出港
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プルツァマーで
エストニアの文化を体験
Experience Estonian culture in Põltsamaa

ウェブサイト：

www.visitpoltsamaa.com

G E N ERAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：

終日プログラム

含まれるサービス：

ガイドツアー＋ワークショップ＋食事

シーズン：
対象：

通年
個人 / グループ

プログラムの所要時間： 1日
公共交通機関：
距離：

バスでTallinnバスステーションからPuhu ristへ移動
（Tallinn – Tartu行き）、Puhu ristバス停からお城まで徒歩
（30分、2Km）
Tallinnから127km、Tartu から60 km、Riga（Latvia）から272km

PROG RAMME
•• プルツァマー城のガイド付きツアーは
以下の内容が含まれます。

プルツァマー ミュージアム：プルツァマー
城とこの地域の暮らしについて話します。
ルーテル派の教会：ステンドグラスの窓
が美しい教会です。

お城の庭を散策：城壁や城内の建物につ
いて学びます。

•• プルツァマー ワインセラーでワインを
味わいましょう。
この地域のワイン文化
について学びます。地元のチーズと共
にワインをお楽しみください。
•• フード ミュージアム：プルツァマーの食
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品産業について展示している小さな
ミュージアムです。宇宙飛行士用とし
て作られた、チューブ状に加工された
宇宙食は、
ここで初めて作られました。

•• 手工芸品のお店と中央エストニアのア
ートギャラリー：この地域の手工芸品
と、美術品を扱っています。

•• 手工芸のワークショップ：バラ、
カード、
ガラスのオーナメントや粘土細工など
を作ることが出来ます。

•• お城のレストランで食事：郷土料理を
お楽しみ下さい。

I NTRODUC TI ON
エストニアのちょうど中央に位置する緑豊かでロ
マンチックな街プルツァマー（Põltsamaa）で、エス
トニアの歴史と文化に触れましょう。
この小さな街
には、1272年に建てられた歴史豊かなお城があり
ます。
この地域の手工芸品や美術品、
ワインや歴
史などを発見することが出来ます。

サ
ウ
ナ

モースカ ファームで
エストニアの
スモークサウナ体験

Estonian Smoke Sauna at Mooska farm

ウェブサイト： www.mooska.eu

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：

含まれるサービス：
公共交通機関：
ホスト：

半日プログラム
通年

サウナ セッション4-6名、ツアー最大20 名

1.5時間のツアー＋1.5-2時間のマスタークラスかサウナ セッシ
ョン＋1.5時間の夕食
バスでTallinnバスステーションからVõruへ移動
（3.5時間）、Võruバス停からモースカサウナまで送迎（12Km）
Mrs. Eda Veeroja

P R OGRAMME
•• 到着後、ホストと合流

•• UNESCO無形文化遺産に登録された、
伝統的なエストニア式スモークサウナ
に関する紹介（エストニア語、英語）

•• モースカファームのスモークサウナを
紹介。2つは入浴用、1つは肉の燻製用
です。
ゲストは小屋の構造やサウナの
温め方と入り方、
スモークサウナの伝
統について話を聞きます。
ツアーの最
後には燻製肉が振る舞われます。所要
時間：約1.5時間

•• スモークサウナの温め方とウィスク
（白

樺の枝を束ねたもの）を作ります。
所要時間：約1時間

•• 追加オプション：ホスト家族とのサウナ
セッションも可能。ホストがゲストにサ
ウナの入り方を教えます。
サウナの側
に池があり、池が凍っていない場合は
泳いでクールダウンすることができま
す。冬には寒中水泳もできます。エスト
ニアのスモークサウナの伝統について
より詳しく話を聞くことができます。所
要時間：約2 – 2.5時間

L OC ATI ON
住 所：
距 離：

		

Haanja küla, 65601 Haanja vald,
Võrumaa, Estonia

Tallinnから270 km、
Riga (Latvia)から 230 km

I NTRODUC TI ON
スモークサウナは、エストニアのヴォル地方（Võru）にお
いて日常生活の大切な一部です。入浴習慣やウィスクを
作る技術、サウナ小屋の作り方と修繕方法、サウナで作
る燻製肉など、サウナは多くの伝統や習慣が生まれる場
所であり、集う場所です。

サウナとはストーブで熱された石で温められた部屋や小
屋のことで、座ったり横になったり出来るように室内は小
上がりになっています。煙突はなく、
スモークした木の良
い香りが小屋に充満しています。皆でサウナに入り、汗を
かくまでじっくり身体を温めます。
ストーブで熱した石の
上に水をかけて熱い水蒸気を作り出し、白樺の葉付きの
枝を束ねたウィスクで身体を叩いて血液の循環を促進し
ます。汗をかき血行を良くして充分に身体が温まったら、
外でクールダウンして水で汗を流しましょう。
これを数回
繰り返すと心も身体もリフレッシュすることが出来ます。

伝統的なスモークサウナは一般的には家族が土曜日に
入りますが、大きなお祭りやお祝い事の前などにも入り
ます。
その目的は心と身体をリラックスさせることです。
昔からスモークサウナは、おじいちゃんと子供たちが一緒
に準備をし、子供たちは少しずつおじいちゃんから準備
の仕方を学んでいきます。伝統的なエストニアのスモー
クサウナはUNESCO無形文化遺産に登録されています。
モースカファームは南エストニアにある小さなファーム
です。ホストのヴェーロヤ
（Veeroja）
ファミリーは、
ファー
ムでの生活をゲストと共有しスモークサウナを紹介する
ことを誇りに思っています。

•• 追加オプション：伝統的なエストニア
料理を食べることが出来ます。所要時
間：1.5時間
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ナ
ウ
サ

ヌルカ ファームで
エストニアの伝統的な
サウナ体験
Traditional Estonian Sauna Experience
at Nurka farm
ウェブサイト： www.nurka.ee

G E N ERAL IN F OR M ATION
シーズン：
対象：

4月〜10月

個人 / グループ（最大6名）

プログラムの所要時間： 1.5〜2時間（送迎時間は除く）
公共交通機関：
ホスト：

バスでPärnuバスステーションからKassikuへ移動（30分 /
Pärnu – Ikla行き）、Kassikuバス停からNurka farmまで送迎。
または、PärnuからNurka farmまでタクシー（30分）
Mrs. Katrin Virkus-Sule

1922年から続くエストニアの伝統的な薪ストーブのサウナを体験してみましょう。
こ
のサウナ体験では、
日々の疲れを癒す全ての要素が備わっています。パッケージに
は、サウナ、ハーブの足湯（夏から秋の間はオプションで足湯用のハーブをゲスト自
身が摘むことが出来ます）
、サウナ用タオル、石鹸、
シャンプー、
トリートメント、ビー
チサンダルが含まれています。サウナで温まった後は、湖に入りクールダウンするこ
とも出来ます。
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L OC ATI ON
住 所：
		

Rannaku tee, Piirumi küla,
86507 Häädemeeste vald, 		
Pärnumaa, Estonia

距 離：
		
		

Tallinnから 157km,
Pärnu から29 km
Riga（Latvia）から160 km

サ
ウ
ナ

エネルギー ファームで
サウナマスターと
ヒーリング サウナ体験

A healing sauna ritual with sauna master at
the Energy Farm

ウェブサイト：

www.energiatalu.ee

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：
対象：

通年

個人 / グループ（最小5名、最大10名）

プログラムの所要時間： 個人は1.5時間、
グループは3時間（送迎は除く）
公共交通機関：

①列車でTallinn駅からOlutvere駅へ移動（2時間）
、Olutvere
w駅からEnergy Farmまで送迎（10分）
②バスでPärnuバス ステーションからVihiへ移動（1.5時間 /
Pärnu – Vihiküla行きバス）
、Vihiバス停からEnergy Farm
まで徒歩（15分 / 800m）

ホスト：

Mrs. Tiiu Siim, Mr. Aivar Siim

L OC ATI ON
住 所：
距 離：

		
		
		

Vihi küla, 71402 Põhja-Sakala
vald, Viljandimaa, Estonia

Tallinnから 141km、
Viljandi から33 km、
Tartu から107 km、
Riga（Latvia）から 241 km

サウナ体験には以下の内容が含まれます。
•• ハーブティー

•• 塩とメディカル ハーブが入った足湯。
まず体を温める為 、
アロマでリラックスします。
•• 塩とメディカル ハーブを使用したボディークレンジング。
メディカル ハーブとスチー
ムでアロマセラピーを行います。

•• メディカル ハーブのスチームバス。

•• ホットマッサージ・バスとハーブティー。

•• サービスは全てサウナマスターが行います。       
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アヴィヌルメ
ウッドクラフト センター
Avinurme wooden handicrafts centre

ウェブサイト：

www.puiduait.ee

G E N ERAL IN F OR M ATION
シーズン：
対象：

5月〜8月
個人 / グループ（ワークショップは最大15名、森林浴は
最大50名）

プログラムの所要時間： ワークショップは1〜2時間、森林浴は3時間（送迎は除く）
公共交通機関：

バスでTallinnバスステーションからAvinurmeへ移動
（2.5時間）
、Avinurme wooden handicrafts centre
はバス停の向かい側にあります。

アヴィヌルメ
（Avinurme）ウッド クラフト センターは、木で出来た手工芸品をメイン
に取り扱い、
ワークショップを体験したり充実した時間を過ごすことが出来る観光セ
ンターです。
また、
ウッド クラフト センターでは、
リラクゼーションプログラムとして、
森林浴ツアーも用意しています。
このツアーは、列車でアヴィヌルメから1kmほど離
れた森の中で行われます。

森林浴

森へ行きます。ゆっくりと歩き深呼吸し五感を研ぎ澄ませましょう。森の中で過ごす、
このこと自体が森林浴の1番の癒し効果です。森林浴に対する考え方はとてもシンプ
ルで、人は自然の多い場所やその中でリラックスしながら歩くことで、心が落ち着き、
若返り、回復する力などを取り戻します。森でハーブを摘み、
ウッド クラフト センター
に戻ってからそのハーブで作ったお茶を飲むことが出来ます。
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L OC ATI ON
住 所：
距 離：
		
		
		

Võidu 3, Avinurme, 42101 		
Mustvee vald, Jõgevamaa, 		
Estonia
Tallinnから 160km、
Tartu から80 km、
Rakvere から56 km
Riga（Latvia）から341 km
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L OC ATI ON

住 所： Orava tee, Jõesuu küla,
86802 Tori vald, 		
Pärnumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 140km、
Pärnuから 30 km、
Riga（Latvia）から203 km

住 所： Õuna, Kaelase küla, 		
87215 Halinga vald,
Pärnumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 100km、
Pärnuから 37 km、
Riga（Latvia）から219 km

トリ シードル ファームで ヤーニハンソ ファーム
デゴルジュマン
シードルと果樹園ツアー
ワークショップ
A Cidermaster´s
‘DÉGORGEMENT WORKSHOP’
at Tori Cider Farm

Jaanihanso farm cider and orchard tour

ウェブサイト： www.siidritalu.ee/en/

ウェブサイト： www.jaanihanso.ee/en/

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

通年

シーズン：

通年

対象：

グループ（最少10名）

対象：

個人 / グループ

プログラムの所要時間： 1.5時間（送迎は除く）
ホスト：

Mrs. Veranika Haas, Mr. Karmo Haas

シードル工場は、
ソビエト時代に作られた古いトリ シードル（Tori Cider）
フ
ァームにあり、その佇まいは時の流れを感じます。
ファームは、
この古い建物
を活かしてリノベーションを行い、今ではガラス越しにシードル作りの工程
を見学しながら、ゆっくりとくつろげる40席のサロンへと変わりました。ツア
ーでは、美味しいシードルやワインの作り方の秘訣を紹介します。ツアー終
了後は、
ワークショップ“デゴルジュマン（DÉGORGEMENT / シ ードルの澱引
き作業）”を行います。
このワークショップでは、シャンパンを作る方法でシー
ドルを作るとても大切な工程を学びます。ツアー終了後は、
シードルのテイ
スティングがあり、
ファームで作られた他の商品も購入することが出来ます。

プログラムの所要時間： 1.5〜2時間（送迎は除く）
公共交通機関：

ホスト：

バスでPärnuバスステーションから
Altküla teeへ移動（50分 / Pärnu Rogenese - Pööravere - Uduvere –
Pärnu 行きのバス）、Jaanihanso farm
はバス停の前にあります。
または、Pärnuからタクシー（30分）
Mr. Alvar Roosimaa, Mrs. Veronika
Roosimaa, Mrs. Jana Jaaksalu

ヤーニハンソ
（Jaanihanso）ファームは、18世紀に建てられた歴史ある家
族経営のシードルと果樹園です。
ファームでは、
ファームで出来た果物を
使って、
シャンパンやカヴァの製法にも使われている伝統的なボトル発
酵方式で、
リンゴやブラックカラント、梨からシードルやワインを作ってい
ます。ツーリストは、生産施設や果樹園を見学し、その後に5種類のシード
ルとワインのテイスティングをします。
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L OC ATI ON

LO CATIO N

住 所： Kullimaa küla, 87611 		
Pärnumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 115km、
Viljandiから 60 km、		
Pärnu から45 km、
Riga（Latvia）から217 km

住 所： Vihi küla, 71402 Põhja-Sakala
vald, Viljandimaa, Estonia
距 離： Tallinnから 141km、
Viljandiから 33 km、		
Tartu から107 km、
Riga（Latvia）から242 km

エネルギー ファームで
ガイドと巡る
メディカル ハーブツアー

ピエスタ クーシカル
アップル ファーム訪問

Medicinal herb tour guided by a
herb specialist at the Energy Farm

Visit to Piesta Kuusikaru
apple farm

ウェブサイト： www.energiatalu.ee

ウェブサイト： www.kuusikaru.eu

G E N E RAL IN F OR M ATIO N

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

5月〜9月

シーズン：

通年

対象：

個人 / グループ

対象：

個人 / グループ（最大20名）

プログラムの所要時間： 1.5時間（送迎は除く）
公共交通機関：

①列車でTallinn駅からOlutvere駅へ移動（2時
間）、Olutvere駅からEnergy Farmまで送迎（10
分）、②バスでPärnuバス ステーションからVihi
へ移動（1.5時間 / Pärnu – Vihiküla行きバス）、
Vihiバス停からEnergy Farmまで徒歩（15分 /
800m）

ホスト：

Mrs. Tiiu Siim, Mr. Aivar Siim

ナヴェスティ
（Navesti）川の畔りにあるエネルギーファーム
（Energy Farm）
は、
メディカルハーブの加工と栽培をしているエストニア最大の企業です。
ファームには、ハーブに関する様々な知識と健康を学べるハーブの小道が
5月から9月の間オープンしています。ツアーでは、
ファームやその活動内容、
庭とハーブの栽培も見学することが出来ます。そして、エストニアや世界でよ
く利用されている伝統あるハーブについても知ること出来ます。五感を使っ
てハーブの香りや味、感触やその美しさを堪能しましょう。
ツアーの最後は、
ティーハウスでハーブティーとお菓子をお楽しみください。ハーブティーは
購入することも可能です。
メディカル ハーブ ツアーは、ハーブの専門家が
行います。
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プログラムの所要時間： 1〜2時間
公共交通機関：

①バスでTallinnバスステーションからVändraへ
移動（2時間15分）、
もしくは②バスでPärnuバス
ステーションからVändraへ移動（1時間16分）。
Vändraバス停から Piesta Kuusikaru apple farm
まで送迎（10Km）

ホスト：

Mr. Hardi Nigulas, Mrs. Külli Eller

パルヌにあるピエスタ クーシカル（Piesta Kuusikaru）ファームで、過去と
現在のファームを訪問しましょう。
まだ新しいオーガニック果樹園や食品
施設を見学したり、オーナーの高祖父が1868年に家族でこのファームを
設立した時の面白い話を聞きましょう。ツアー中は、
リンゴ ジュースがど
のように作られるか工程を説明し、様々な商品のティスティングをしたり、
ファームの歴史やエストニアの国の成り立ちについても学ぶことが出来
ます。
また、
ファームで作られたリンゴを使った製品や、ユニークなギフト
も売店で購入することが出来ます。
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住 所： Kondi tee 27, Intsu küla,
69611 Viljandi vald, 		
Viljandimaa, Estonia
距 離： Tallinnから176 km、
Viljandiから10 km、
Riga（Latvia）から 229 km

住 所： Valgjärve küla,
63419 Kanepi vald, 		
Põlvamaa, Estonia
距 離： Tallinnから221 km、
Tartuから 44 km、
Riga（Latvia）から226 km

マンニックフォレストファーム
ヘリテージ ツーリズム
ワークショップ

シードゥリコダで
シードルツアー＆テイスティング

Männiku Forest Farm - heritage
tourism workshops

Picturesque cider tour and
tasting at Siidrikoda

ウェブサイト： www.metsatalu.ee

ウェブサイト： www.siidrikoda.ee

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

通年

対象：

グループ

公共交通機関：

バスでTallinnバスステーションから Viljandiへ
移動（2時間15分）
、
もしくは列車でTallinn駅か
らViljandi駅へ移動（2時間30分）
、Viljandiから
Männiku Forest Farmまでタクシー（11Km）
。

ホスト：

Mrs. Ene Sillamaa

プログラムの所要時間： 2～3時間（移動時間を除く）

マンニック
（Männiku）
フォレストファームでは、専門的なインストラクター
による様々なワークショップを提供しています。

ワークショップの内容

•• エストニアの伝統的なテキスタイル ワークショップでは、木片の印刷技
術（木活字）や多彩な織りリボンなどを学びます。
•• エストニア民族音楽ワークショップでは、民族音楽の紹介と、様々な楽
器の試演奏が出来ます。

•• エストニアの伝統的なダンス ワークショップでは、民族楽器の伴奏に
合わせて様々な踊りを学ぶことが出来ます。

シーズン：

通年

ホスト：

Dr. Sulev Nõmmann

対象：
グループ（最大60名）
プログラムの所要時間： 1.5～ 2時間 (移動時間を除く)
公共交通機関：
①バスでTallinnバス ステーションから
Savernaへ移動（3時間半 / Tallinn - Tartu –
Võru行き）、Saverna のバス停からSiidrikoda
まで送迎（5Km）
もしくは、②バスでRigaバス
ステーションから Tartuへ（4時間）、バスを
乗り換えてTartuからSavernaへ移動（34分
/ Tartu – Võru行き）、Savernaのバス停から
Siidrikodaまで送迎（5Km）

南エストニアにあるオテパー（Otepää）の街の美しい景色の中で、地元
の原材料を使い、国際レベルの飲料がどのように生産されているかを
見学しましょう。
プログラムには、
シードルの製造工程の説明、
リンゴ園
とブルワリーの見学ツアー、製品のテイスティングが含まれています。
シ
ードルは人気のある伝統的な飲み物ですが、
このブルワリーではエスト
ニアの風味も加えられています。シードル以外に、ロージー＆ロザンナの
フルーツ スパークリング ワインや、家庭で広く飲まれているÄpu（炭酸
のリンゴジュース）など、他にも様々な飲み物が作られています。シード
ゥリコダ（Siidrikoda）
ファームは、
ファーム独自のブランドのリンゴを栽
培しています。8,000本を超えるリンゴ園は、5月後半の花盛りと8月から
10月前半の収穫期に、美しい景色を見せてくれます。
ファームで作られ
た全ての製品は購入が可能です。
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ヴァイキング船での宝探しと
古代の武器と鎧の
デモンストレーション
Treasure hunt on a Viking ship
with a demonstration of ancient
weapons and armour
ウェブサイト： www.viikingitekyla.ee/en

L OC ATI ON
住 所：
距 離：
		

Saula küla, 75117 Kose vald, 		
Harjumaa, Estonia
Tallinnから 29 km、
Riga（Latvia）から306 km

G E N ERAL IN F OR M ATION
シーズン：
5月～9月
対象：
小グループ (最小4 名)
プログラムの所要時間： 1時間 45 分
ヴァイキング ヴィレッジは、古代ヴァイキングの暮らしを伝える目的で設立
されました。風光明媚なロケーションに忠実に再現された建物は、
リラック
スしながら、環境について学べ、目まぐるしい現代の暮らしから少し離れて
休息を取ることで内なるヴァイキングを発見させてくれます。
ヴァイキング
ヴィレッジは通年オープンしており、体を使うアクティビティと、若者からお
年寄り、友人から同僚まで、大小様々なグループまで、短時間から長時間ま
で、幅広く楽しめるレジャー施設も提供しています。
ヴァイキング ヴィレッジでは、
まずはヴァイキングの族長から挨拶と、古代
の武器や道具、衣類などについて話があります。そして、勇敢な船乗りだっ
た祖先がバルト海を支配していた頃の古い物語を聞かせてもらえます。そ
の冒険に向けて、防護服とヘルメットを配布します。友達や家族と一緒にヴ
ァイキングになりきって船に乗り、オールを握って宝探しに出かけましょう。
古代ヴァイキングは船乗りとして有名です。
ヴァイキング ヴィレッジでは、
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古代の伝統を蘇らせ、5月からは本物のヴァイキングのようにピリタ川に
約1時間の航海に漕ぎ出すチャンスもあります（天候による）
。
ヴァイキン
グの一員として、船のオールを握り、
自分たちがどこまで冒険ができるの
かを見極めましょう。宝の地図に従って、経験豊かな船員と一緒に、
こぼ
れんばかりの輝く財宝で満たされた宝箱を発見できることでしょう。財宝
は乗組員と山分けし、古代の法に従って地図を読める人＝航海士は2倍
の報奨を得ることが出来ます。
この探検はヴァイキングの船長によって導かれます。船長の指示の下、
ヴ
ァイキング船での航海が生易しいものではなく、船長こそが宝探しの助
けとなる事を確信するでしょう。
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住 所： Hirveaia tänav 4,
Alatskivi alevik,
60201 Peipsiääre vald,
Tartumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 220 km、
Tartuから40 km、
Riga から299 km

住 所： Angla küla,
94244 Saaremaa
(the largest Estonian island),
Estonia
距 離： Tallinn 130 km,

アラツキヴィ
クラフト ワインの
テイスティング

アングラ風車の丘と
伝統文化センターでの
ワークショップ

Tasting Alatskivi craft wines

Angla Windmill Hill and Heritage
Culture Centre workshops

ウェブサイト： www.alatskivimaitsed.ee

G E N E RAL IN F OR M ATION

ウェブサイト： www.anglatuulik.ee

シーズン：

通年

GE NE RAL I NF ORMATI ON

対象：

個人/グループ

シーズン：

プログラムの所要時間： 1時間
ホスト：

Mrs. Külli Must

アラツキヴィ
（Alatskivi）城を囲む石造りの庭の裏に、新しい役割を与えら
れた古い氷室があります。
この歴史的な建物の中で地域の文化について
学び、
フルーツとベリーから作られたクラフトワインのテイスティングをす
ることが出来ます。テイスティングのワークショップでは、5種類のワインを
試し、
どのような材料が使われているかを当てるゲームを楽しみましょう。
ホストはワインの醸造工程、美しいアラツキヴィ城や、地元の食材などに
ついても話を聞かせてくれます。

通年

個人/ グループ
プログラムの所要時間： 1,5時間～3時間
(選択したアクティビティによる)
公共交通機関：
車でTallinnからVirtsまで130 km、
フェリーで
Saaremaa島へ30分、Kuivastu港から Angla
Windmill Hillまで 54 km。Kuressaare (サーレ
マー島の中心都市)から 35 km。
対象：

ホスト：

Mrs. Anu Noor

アングラ
（Angla）には、サーレマー島にある唯一の風車の丘があり、昔
と変わらず今も静かに佇んでいます。5つある風車のうち4つは、島特有
のトレッスル（構脚）式風車で、20世紀初頭に建てられました。残りの1つ
はオランダ式の風車で、他の風車より少しだけ高さがあり、風車群の中心
に建っています。全ての風車は一般に開放されていて見学が出来ます。
アングラ風車群のメインの一つが、
アングラ伝統文化センターです。建
物の建築に使われている材質の一つは4億2,500万年前のものと思わ
れる地元の石で、サンゴや層孔虫、腕足類の化石を見ることが出来ます。
この伝統文化センターでは、様々なワークショップに参加することが出
来ます。陶芸やフェルト、パン作り等、伝統文化のイベントや、
アングラの
ライ麦パン作りにぜひ挑戦してみましょう。全てのワークショップは事前
に予約が必要です。
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住 所： Lossipargi tee 8,
Laitse küla, 76302 Saue vald,
Harjumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 36 km、
Riga（Latvia）から280 km

住所： Nõmmeotsa küla, 78242
Märjamaa vald, Raplamaa, Estonia
距離： Tallinnから70 km、
Riga（Latvia）から 240 km

公共交通機関：
バスでTallinからMärjamaa
へ移動（1時間 / Tallin – Pärnu行き)、
Märjamaaバス停からLuhtre Tourism Farm
まで送迎。

ライツェ
グラニート ヴィラ

ルフトレ
ツーリズム ファーム

ウェブサイト： www.graniitvilla.ee

ウェブサイト： www.luhtre.ee

ロマンチックなライツェグラニート ヴィラ
（Laitse Graniitvilla）は、特別な
場所です。花崗岩で出来た歴史ある建物の1階には、社交イベントが行え
る2つの大きなホールがあります。宿泊を希望する人の為に、上の階には
数々の芸術家の作品が飾られたスイートルームがあります。
ライツェグラ
ニートヴィラは、ホストのMr.Tauno Kangroによって作られた彫刻作品が
飾られた、大きな庭園に囲まれています。

ルフトレ ツーリズム ファームは1874年に建てられました。
リノベーションさ
れたファームで、
ホストファミリーの夢を共有することが出来ます。
ファーム
の宿泊設備は質が高く、全てのニーズに対応した部屋を用意しています。

Laitse Granite Villa

宿泊設備
ヴィラには、9部屋のユニークなスイートルームがあります。全てのスイー
トルームは、2フロアに渡るメゾネットタイプの部屋です。下の階のリビン
グエリアには、
アームチェアやソファーベッド、
トイレ、バスルームがありま
す。寝室は上階です。
このスイートルームは、泥や、木材、花崗岩、ガラスな
ど、エストニアの素材が最大限に使用され建てられています。インテリア
には、
ブロンズ足のバスタブ、花崗岩の洗面台、
アンティークのシャンデリ
アなどが配置されています。長い年月をかけて収集された木製のアンテ
ィーク家具が、各部屋の独自性と価値をさらに高めています。
これらの全
てがホストのスタイルを表しています。

現 地サービスとアトラクション
宿泊施設とケータリングサービスに加えて、
しばらく粘土遊びやスケッチ
などしていない人に向けた、ユニークな彫刻工作と描写のクラスを開催
しています。講師はホストであるMr.Tauno Kangro（エストニアの著名な
彫刻家）
です。授業は、1.5時間～3時間で、
ゲストは自身の作品を持ち帰
ることが出来ます。

食 事サービス
ヴィラのレストランは毎日営業をしていません。全ての食事は事前予約
が必要です。
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Luhtre Tourism Farm

宿泊設備

本館には6つの部屋とスイート ルームがあり、別館には8つの部屋があり
ます。全ての部屋にシャワー、
トイレ、
ドライヤー、
タオル、
シャンプー、
コ
ンディショナーが備えられています。更に、サウナハウスが4部屋、
プライ
ベート コテージがあります。

現地サービスとアトラクション

ファームでは宿泊と食事を提供しています。
また、サウナハウス、屋外プ
ール、
スポーツ設備（テニスコート、バスケットボールコート、バレーボー
ルコート）があります。そして、
ファームには小さなミュージアムがあり、展
示品の全てはファームからの出典で、展示のタイトルは“ある女性の暮ら
し”と名付けられています。
ミュージアムでは、古いオルガン、本や服など
昔の生活を垣間見ることが出来ます。地元で作られた手工芸品を販売し
ている小さなショップもあります。
事前予約が必要なサービス
•• ワークショップ - 鍛造ワークショップ、サウナワークショップ、手工芸ワ
ークショップ（フェルト、キャンドル、
自家製コスメなど）
•• 漢方とマッサージの分野で専門的な訓練を受けた熟練のマッサー
ジ師によるマッサージ

食 事サービス

ホスト自ら育てた野菜や地元農家の食材を使います。
また、
自家製のラ
イ麦パンも焼いてくれます。ルフトレ家の最後の女性Anniが、1924年
に家政学校の為に考えたレシピブックによる料理も提供しています。
ホストのKaidoは、
ゲストの為に自家製ビールを醸造しています。ルフ
トレのビールは天然の麦芽から作られており、麦芽糖や砂糖を一切使
用していません。

宿
泊
施
設

アルトゥムイサ
ゲストハウス
Altmõisa Guesthouse

ウェブサイト： www.altmoisa.ee
アルトゥムイサ
（Altmõisa）
ゲストハウスでは、美しい海とマッツァル（Matsalu）国立公
園の穏やかな景色を楽しむことができ、上空を横断する数千羽を超える渡り鳥を観測
することが出来ます。
ここを訪れるゲストの多くは、野鳥観察家や自然観察を楽しむ人々
です。
ゲストハウスは、家族との休日を過ごしたり、
ロマンチックなカップル、静かな環境
を求めるグループに適した施設です。

L OC ATI ON

宿 泊設備

距 離：

ゲストハウスの客室は、美しい海と森の景色、
そしてユニークな壁画を楽しめる居心
地の良い部屋です。12の客室があり、
うち1部屋はスイートルームです。全ての客室に
はシャワー付きのバスルームがあります。窓には、
ブラインドと網戸が付いています。
全ての部屋に、エキストラベッドの追加が可能で、バスローブは希望に応じて用意が
可能です。各客室には、デザインと色を表す名前がそれぞれ付いています。

現 地サービスとアトラクション
ゲストハウスは、宿 泊と食 事 サービスを提 供しています。野 鳥 観 察 や、自然 観
察ツアーのガイドも手 配 可 能で す。

住 所：

Tuuru küla, 90426 Haapsalu,
Läänemaa, Estonia
Tallinnから100 km、
Pärnuから100 km、
Haapsaluから18 km、
Riga（Latvia）から294 km

公 共 交 通 機 関：
バスで’TallinnバスステーションからHaapsaluへ移
動（1時間40分）、更にバスを乗り換えHaapsaluバス
ステーションからTuuruへ移動（23分 / Haapsalu –
Kiideva – Puise行き）、Tuuruのバス停から徒歩
（10分 / 900m）

食 事サービス
ゲストハウスのキッチンでは地元の素材を使用しています。全てのニーズに応えるた
め幅広い種類のビュッフェの朝食、昼食、夕食と軽食を楽しむことが出来ます。
また、
リ
クエストに応じて、
ヴィーガン、ベジタリアン、
グルテンフリー、
ラクトースフリー、子供用
の食事等の用意が可能です。
ホストは、地元産や自家製の食材を使用するよう心掛けています。美味しいケーキ、地
元の新鮮な魚や肉、エストニアの伝統的な黒パン、
ジャム、
ジュース等。畑で採れた新
鮮な食材や、庭で放し飼いにされ幸せに暮らす鶏たちの卵なども提供されています。
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カサーリ
ホリデー リゾート
Kassari Holiday Resort

ウェブサイト： www.hiiumaale.ee
カサーリ
（Kassari）ホリデー リゾートは、手つかずの自然の中で、美しい海岸沿いにあ
る居心地の良いホテルです。子供連れの家族や、様々なゲストの要望を満たすことが
出来ます。ホテルには、
テラス、会議室、子供向けのグリル レストラン“レスト＆ランマス
（Lest & Lammas）”があります。楽しい滞在になるよう、親切なスタッフが最高のおも
てなしをします。

宿 泊設備
15部屋：ツインルーム9部屋、
ファミリールーム1部屋、
アパートメントタイプ5部屋

現 地サービスとアトラクション
••
••

••

••
••
••

サウナ
ビールハウス“Hiiu Õlle Koda”。
このブルワリーは、過去のビール造りの秘訣と知
恵と伝統を組み合わせています。試飲の他、ヒーウマーのビールの歴史、伝統、
こ
のビールハウスでの醸造について学ぶことが出来ます。
すぐに食べられる栄養補助食品（RUTF）
も販売しています。
レストランレスト＆ラ
ンマスと、ヒーウマー 食肉加工会社（Hiiumaa Lihatööstus）、そしてヒーウマーの
ファーマーと共同で作った高品質な地元の食品も用意しています。
自転車、手漕ぎボート、モーターボートの貸し出し
船での楽しいクルーズ。
クルーズ船“カトリン（Katrin）”は、12名乗船可能です。
ヒーウマー島で最も人気がある観光地の1つ、サーレティルプ（Sääretirp / 長く
曲がりくねった堤防状の地形）
も徒歩で行けます。

食 事サービス
ホリデー リゾート レストラン“レスト ヤ ランマス（Lest ja Lammas）”は、新鮮な食材を
使った地元の料理に特化しています。採れたての魚や、羊やその他の肉料理がメニュ
ーの中心です。天候が良ければ、丸太の家具や小さなグリル小屋がある屋外でゆった
り過ごすのも贅沢な時間です。
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住 所：

Kassari küla, 92111 Hiiumaa
(the second largest island in Estonia),
Estonia

距 離：
		

Tallinnから151 km、
Riga（Latvia）から 340 km

公 共 交 通 機 関：

①バスでTallinnバスステーションからKärdlaへ移
動、Kärdlaバス停からKassari Holiday Resortまで
送迎。
②バスでTallinnバスステーションからKärdlaへ移
動、バスを乗り換えてKärdlaバス停からKäinaへ移
動（30分 / Kärdla – Emmaste行き）、バスを乗り換
えKäinaバス停からKassariへ移動（15分 / Käina –
Kassari – Käina行き）
ヒーウマー島へのアクセス：フライトでTallinn空港
からKärdla空港へ移動（30分）、Kärdla空港から
Kassari Holiday Resortまで送迎。空港でレンタカー
することも可能。in the airport.

宿
泊
施
設
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住 所： Manija küla 		
(island of Manilaid), 		
88112 Pärnumaa, Estonia
距 離： Tallinnから161 km、
Pärnuから 40 km、
Riga（Latvia）から221 km

住所： Laugu küla, 94233 Saaremaa
(biggest Estonian island), Estonia
距離： Tallinnから 205 km、
Riga（Latvia）から 326 km

公共交通機関：
①バスでTallinnバスステーションからRatla
まで移動（3.5時間）、Ratlaバス停からLaugu
Tourism Farmまで移動、
もしくは

②バスでTallinnバスステーションからKuressaare bussijaamへ移動（4時間 / Tallinn
– Kuresaare行き）、バスを乗り換えKuressaare bussijaamバス停からLeisiへ移動（1時
間）、Leisiバス停からLaugu Tourism Farmまで送迎。

ラウグ
ツーリズム ファーム
Laugu Tourism Farm

ウェブサイト： www.et.pikse.ee
ラウグ（Laugu）
ツーリズム ファームは、サーレマー島の北部に位置し、か
つて農場だった敷地に1926年に建てられました。現在では、全てリノベー
ションされており、2010年からツーリズムファームとして多くのゲストを迎
えてきました。古いファームの歴史の流れの中で、
リラックスし、世代を超
えて受け継がれた手仕事を間近に見学できる最高の場所です。
このファ
ームでは、最新の設備と同様、伝統的な島のサウナとスモークサウナも備
えています。海からわずか450ｍのロマンチックな田園地方で、休息と休
養の場を提供しています。

宿泊設備
リノベーションされたファームには、1階に6つのベッド、2階に4つのベッ
ドがあります。庭には小さな3つのベッドがあるログハウスと、別館には3
つのベッドがあるアパートメントタイプの部屋も提供しています。そして、
大きなログハウスには、ベッドが2つある部屋があり、
アパートメント“AlaLaugu”には6名が宿泊出来ます（メインの建物から300ｍ）。

現 地サービスとアトラクション
••
••
••

サウナ：スモークサウナ、
ファーム オリジナルのサウナ、伝統的なサ
ーレマーの島サウナ
ミュージアム
要事前予約：釣り、ベリー摘み、キノコ狩り、
アウトドアのゲームや屋
外アクティビティ

食 事サービス

リーダ
ツーリズム ファーム
Riida Tourism Farm

ウェブサイト： www.manilaid.ee
美しいマニライド
（Manilaid）島にあるリーダ
（Riida）
ツーリズム ファー
ムは、野鳥の観察や、
自然科学、芸術など季節ごとに休暇を楽しむことが
出来ます。
ファームへの行き方は、車でアウドゥル-トゥスタマー（AudruTõstamaa）方面に向かい、ポーツィ
（Pootsi）村に着いたら左へ曲がって
ください。”Munalaiu sadam 3,5 km”と書かれた標識があります。港から、
一日に少なくても2便は運行している定期船“Mann”に乗船します。船の乗
船時間は10分程です。マニライド島に到着後、
ファームまで2.5ｋｍの距
離を歩いても良いですし、車で迎えに行くことも可能です。
リーダ ツーリズムファームでは、
自然を満喫し、
サウナでリフレッシュし
て、美味しい食事を楽しむことが出来ます。
ホストファミリーの他に、
スコ
ティッシュ ハイランド キャトル牛や、羊、犬や猫などたくさんの仲間も住
んでいます。

宿泊設備
年間通して全6部屋の小さくて可愛らしいお部屋を提供しています。夏
期は追加の宿泊設備があります。

現地サービスとアトラクション
サウナ、バーベキュー場、
ファームで暮らす動物達、ビーチバレーのコー
ト、手漕ぎボート、キヒヌ島への日帰り旅行など。

食 事サービス
上質な牧草で育てられた地元のマトンがお勧めです。魚料理、ベジタリ
アン料理、
ヴィーガン料理も選べます。
ファームでは、季節に応じて出来
る限り地元の食材を使用して料理を提供しています。

ほとんどの客室には簡易キッチンが付いていますが、休暇の間は料理の
事はホストに任せて、伝統的なエストニア料理の朝食や夕食を味わいま
しょう。
（要事前予約）
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住 所： Randivälja küla, 86814
Tori vald, Pärnumaa, Estonia
距 離： Tallinnから133 km、
Riga（Latvia）から 194 km

クラーラ マンニ
ホリデー＆セミナーセンター
Klaara-Manni
Holiday and Seminar Center
ウェブサイト： www.klaaramanni.ee
クラーラ マンニ
（Klaara-Manni）ホリデー＆セミナーセンターは、敷地
内に3つの建物といくつかのファミリールームがあります。部屋の中も屋
外も広く、
サウナや焚火スペースを借りることも可能です。
センターの周り
は、広大で美しい庭園に囲まれていて自然の中でゆっくりと過ごせます。

宿泊設備
敷地内にある3つの建物にダブルルームの部屋があります。

現 地サービスとアトラクション
••
••
••
••

2つのサウナ
レンタサイクル
要事前予約：ハイキング、乗馬、園芸ワークショップ、地元のミュー
ジシャン
近くには歴史のある小さな町トリ
（Tori）や、
ソーマー（Soomaa）国
立公園があります。乗馬や、湿地帯の木道を歩いたり、川でカヌー
に乗ったりして楽しめます。

食 事サービス
ホストの畑や周辺のファームから収穫した地元の食材を使用した、手作
りの料理を提供しています。
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住 所： Intsu küla, 69611 Viljandi vald,
Viljandimaa, Estonia
距 離： Tallinnから 176 km、Viljandi か
ら10 km、
Riga
（Latvia）
から 229 km

公 共 交 通 機 関：
バスでTallinnバスステーションから
Viljandiへ移動（2時間15分）
、
もしくは列
車でTallinn駅からViljandi駅へ移動（2
時間半）。ViljandiからMänniku Forest
Farmまでタクシー（11Km）、
もしくはバスでViljandiバス停からKondiへ移動
（15分）、Kondiバス停からMänniku Forest Farmまで徒歩（20分 / 1.7Km）

マンニック
フォレスト ファーム
Männiku Forest Farm

ウェブサイト： www.metsatalu.ee
マンニック
（Männiku）
フォレスト ファームは、大自然に囲まれたファーム
です。夏の間は、森の音や鳥のさえずり、新鮮な空気を楽しみ、都会の喧
騒から解放される場所を提供しています。
また、冬の間は、暖炉に火を灯
し、温かい紅茶またはコーヒーを飲みながら、窓から見える素晴らしい雪
景色をお楽しみください。

宿泊設備
全部で16部屋、ベッド32台。全ての部屋にバスルームが付いています。

現地サービスとアトラクション
朝食付きの宿泊施設、簡易キッチン、
トイレ、2つのサウナ
（伝統的なサウ
ナと水辺のスモークサウナ）、屋外バーベキュー場、キャンプ ファイヤー
サイト、子供の遊び場、バレーボール、バスケットボール、
ブランコ、ボー
ト、ネイチャートレイル。
自然の中を散策したり自転車でのハイキング。
手工芸ハウスで編み物や、織りリボン等。季節に応じたハーブ摘み、野イ
チゴやラズベリー摘み、木の実やキノコ狩り。そして冬季は、
スキーやソ
リ、
アイススケート。

食 事サービス
ホストはゲストに最高の食事の機会を提供しており、それは味覚だけで
なく品質に関しても同様です。料理には、地元の材料やオーガニック素材
が使用されています。ホストは様々な種類のパンを焼くだけではなく、ベ
ジタリアンメニューも提供しています。

宿
泊
施
設
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住 所： Änkküla, 49225 Palamuse,
Jõgevamaa, Estonia
距 離： Tallinnから168 km、
Riga（Latvia）から303 km

住 所：Männiku 43A, 65603 Võru,
Võrumaa, Estonia
距 離： Tallinnから 256 km、Võruから
4,5 km、
Riga
（Latvia）
から 223 km
公 共 交 通 機 関：
バスでTallinnバスステーションからVõru
へ移動。Võruバス停からKubija Hotelま
でタクシー（6Km）

モッコ
カントリー ホテル

クビヤ ホテル
ネイチャー スパ

ウェブサイト： www.mokko.ee

ウェブサイト： www.kubija.ee

モッコ
（Mokko）
カントリー ホテルは、
自然と平穏と静寂を求めるツーリス
トにお勧めのホテルです。個人旅行や子供連れの家族、最大30名のグル
ープを受け入れています。

クビヤ
（Kubija）ホテル - ネイチャー スパは、
ヴォル（Võru）
とクビヤの松の
森と湖の間に位置し、居心地が良く滞在に便利な場所です。ゆっくりと休
息し、健康を気遣い、
自然との調和を取りましょう。ボディートリートメント
や、サウナで身体を労わりましょう。設備の整った客室からは、森や湖の穏
やかな眺めが広がります。ホテルには、
プライベートの遊泳場もあります。
平穏を大切にし、
プロフェッショナルなサービスで、静寂で美しい自然環境
の中で調和の取れた時間を過ごせるようお手伝いします。

Mokko Country Hotel

宿泊設備
客室は、敷地内の2つの建物にあります。本館には、
ダブルルームが2部
屋、バルコニー付きのアパートメントタイプの部屋が2部屋あります。別
館には、
ダブルルームが6部屋あります。

現 地サービスとアトラクション
宿泊施設、食事サービス、別館にはキッチンとバルコニー付きの部屋（4
名まで宿泊可能）
、
キッチン付きのサウナハウス、広いテラスと池のほ
とりにあるベッドルーム
（4名まで宿泊可能）
。本館には、共有のラウン
ジ、TVエリア、図書室があります。
ゲストは、
自転車のレンタルが出来ま
す。
また、ハイキングをしたり、テニスをしたり、釣りやスキー（冬季のみ）
を楽しめます。

食 事サービス
ホストの畑や周囲のファームで採れた地元の食材を使った料理を提供
しています。

Kubija Hotel-Nature Spa

宿泊設備
快適に整えられた62の客室があります。居心地の良いスタンダードルー
ム、自然素材で内装を施したクレイ スイートなど。宿泊料金には朝食ビ
ュッフェ、
スパ＆サウナセンターの利用と駐車料金が含まれています。

現地サービスとアトラクション
宿泊施設、食事サービス、サウナ、子供用のプレイルーム、
スポーツ施設、
ミニゴルフ、
レンタサイクル、ネイチャーツアーなど。

食 事サービス
レストランでは、伝統的なエストニア料理が提供されます。半径50ｋｍ
以内で手に入れる、地元の食材を使用したこだわりの料理を楽しみまし
ょう。夏期は、
レストランのテラスで食事をすることが出来ます。

ESTONIA
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エクスカーション： ハーブ農園

アヴティニ ハーブ園と、
スィドラビニ パブで
カントリースタイルの昼食
Avotiņi Herb Garden and Country-Style
Lunch in Sidrabiņi Pub

ウェブサイト： Avotiņi herb farm:

www.celotajs.lv/en/e/veselibas_augu_ekspozicija
Sidrabiņi country pub:

www.celotajs.lv/en/e/krogssidrabini

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：
3時間（Riga〜Tallinnに移動の際に立寄りが可能です。）
シーズン：
5月〜9月
対象：
個人 / グループ（最小8名、最大20名）
含まれるサービス：
園内でハーブのエクスカーションとテイスティング＋昼食
プログラムの所要時間： 3時間（エクスカーションとテイスティング 2時間、昼食 1時間）
公共交通機関：
バスでRīgaバスステーションからLimbažiへ移動（1時間50
分）、バスを乗り換えLimbažiバス停からLādes skolaへ移動
（18分 / Limbaži – Saulkrasti行き）、Lādes skolaバス停から
Avotiņi Herb Gardenまで徒歩（6分 / 550m）

PROGRAMME

住 所：Avotiņi, Lāde, Limbažu pag., 		

Limbažu nov., LV-4001, Latvia

距 離： Rigaから76Km
ホスト： Mr Jānis Ulmis

（植物やハーブに関しての知識が豊富です。
ラトビア語とロシア語で説明するので、
日本
語の通訳が必要です。）
昼 食 場 所： スィドラビニ カントリー パブ

（Sidrabiņi country pub）

住 所：Sidrabiņi, Jelgavkrasti,

Liepupes pag., Salacgrīvas nov.,
LV-4023, Latvia

距 離： ハーブ園から15Km / 車で20分程

I NTRODUC TI ON
アヴティニ ハーブ園は、
リガ
（ラトビア）
からタリン    
（エストニア）の移動の際に立ち寄るのに最適な場
所にあります。
リガからタリンまでは300Km以上離
れており、バスの場合は5時間程移動に時間が掛か
ります。
ちょうど移動の途中にある、ハーブ園に立寄
ることをお勧めします。
リガからだと車で1時間半程
の場所にある為、都会から少し足を伸ばして旅にエ
ッセンスをプラスしましょう。
ラトビアの田園地方の生活スタイルや、
ラトビア人
がハーブをよく知り、
その効能が健康や美容に活か
され、
自然と密接に関わって生活をしていることに
驚きます。
ハーブ園でのエクスカーションを終えた
後は、地元のオーガニック食材を使って作られた料
理に定評があるスィドラビニ カントリー パブで昼
食をとることが出来ます。

体に良いハーブのスムージーを振舞ってくれます。

•• アヴティニ ハーブ園からスィドラビニ カントリー パブまで移動：15Km
•• ハーブ園のエクスカーション：アヴティニ ハーブ園では、300種類以上のハ
の場所にあり、車で20分程の場所にあります。
ーブが栽培されています。それらの全てのハーブは健康や美容の為の薬と
•
•
スィ
ドラビニ カントリー パブで昼食：古い木造の建物を改装したパブは、
して利用されています。
その為、
このハーブ園は「緑の薬局」
と呼ばれラト
リガからタリンへ向かう途中にあります。家族経営で、肉の加工施設を
ビアで親しまれています。健康的なライフスタイルに興味があれば、ハー
パブのすぐ隣に所有しているので、いつでも出来たての燻製肉や、新鮮
ブ療法の秘密や、ハーブを様々な形で生活に取り込む方法（ハーブの香り
で美味しいメニューが並びます。
ラトビアでは、食品の保存の為に、燻
の枕や、身体を整えるお茶、ボディースクラブ）などを学ぶことが出来ます。
製する方法が伝統的に用いられています。肉は塩や胡椒、ニンニクな
夏の間、ハーブ園は色とりどりの植物で溢れとても美しくなります。ホスト
どのスパイスと共に調理され、木の煙で燻します。パブでは、
ラトビア
は、ハーブ園を案内するだけでなく、ハーブの効能や利用方法も教えてく
の伝統的な料理を楽しむことが出来ます。
れます。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身

L AT VIA

| 53

ロ
グ
ラ
ム
園
プ
田

L OC ATI ON

ツァウニーテス
カントリーハウスで
パン作り体験
ウェブサイト： www.caunites.lv

G E N ERAL IN F OR M ATION
終日プログラム

シーズン：

通年

対象：

個人（最小2名）/ グループ（最小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＋昼食

プログラムの所要時間： 2.5時間
公共交通機関：
ホスト：

列車でRiga駅からDalbe駅へ移動（30分 / Riga – Jelgavae行
き）、Dalbe駅からCaunītes country houseまで送迎（15分）

•• 各自、公共交通機関または送迎を利用し移動（Rigaから約1時間）

•• カントリー ハウス到着後、ホストが周辺を案内し、歴史などを紹介し
ます。その後、
ラトビアの伝統菓子とお茶を楽しみます。
•• パン作りワークショップ（約30分）。予め用意されたパンの生地を使っ
てパンを作ります。
その際、パン作りの伝統や技術についてホストが
教えてくれます。
•• 用意されたエプロンと帽子を身に付け、パンが出来たらオーブンに
入れて焼きます。

L AT VIA

距 離：

Rigaから40Km

パンは昔から、
ラトビア人の主食で日々の食事に
欠かすことのできない大切な存在です。
ラトビア
のパンは、
ライ麦、小麦、
そばの実、大麦を、細か
く挽いた粉と全粒粉の両方を用いて作られてい
ます。
ラトビアでは、パン作りは最も名誉ある伝
統的な技能のうちの1つです。
ツァウニーテス カ
ントリー ハウスでは、
ラトビアのパン作りの伝統
を守り、
それらをゲストに紹介しています。
また、
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います。
ワークショップ
では、
ゲストはホストと共に甘いパンと少し酸味
のあるパンを焼きます。
ラトビアの家庭では、昔
から毎週土曜日の朝は、1週間分の家族のパンを
焼くことが女性の仕事でした。それぞれの家庭に
独自のレシピがあり、世代を超えて娘や孫娘に受
け継がれてきました。
ラトビアの民謡には、パン
に関する多くの伝統的な信念やことわざの様な
ものが残されています。
今日でも多くの家族は
健康的な生活を送るため、
それぞれの家庭で受
け継がれたレシピとパンの焼き方やオーガニッ
クの成分などに関心を持ちパンを作っています。

Mrs Santa Rubene

PROG RAMME
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‘Caunītes’, Cenu pag.,
Ozolnieku nov., LV-3018, Latvia

I NTRODU C TI ON

Bread Baking Workshop
at Caunītes Country House

パッケージタイプ：

住 所：
		

•• 昼食 / 夕食（約50分）
。パンを焼いている間、食事（パンと伝統的なス
ープ）が用意されます。

•• パンをオーブンから取り出します（焼き時間は約30分）。オーブンから
パンを取り出した後、15分程パンを冷まします。
しっかり冷ましたら、
ご
自身で作ったパンを持ち帰ります。
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ガウヤ国立公園で
きのこ狩り
Mushrooming and cooking workshop
in Gauja National Park
ウェブサイト：

karlamuiza.lv/lv-lv

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：

終日プログラム

シーズン：

8月～9月

対象：

グループ（最小8名、最大20名）

難易度：

中級（整備されていない森の中を歩きます）

含まれるサービス：

きのこ狩り＋夕食

プログラムの所要時間： 6時間
ホスト：

Mrs Baiba Stepiņa

PROG RAMME
•• リガからガウヤ国立公園にあるカールリャムイジャ カントリー ホテルまで車で
移動（1時間半）

•• ホテル到着後、キノコの専門家（プロの英語ネイチャーガイドで、キノコ狩り専門
トレーニングを受けた2匹の犬を飼う）からレクチャーを受け、キノコ狩りの準備
をします。1人づつ、
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）を持って出発です。

•• キノコ狩りスポットの近くまで車で移動（約15分）

•• ガウヤ川近くの森の中のピクニックスポットで昼食（約30分）

•• 専門家による説明を受けながら、森の中でキノコ狩り
（約1時間）

•• その後、
カールリャムイジャ カントリーホテルまで移動（約30分）
•• キノコの専門家と森で採ったキノコの選定作業をします。

L OC ATI ON

きのこ狩り： ガウヤ国立公園のきのこが採

れる場所

きのこ狩りワークショップ ＋夕食：

カールリャムイジャ カントリー ホテル
（Kārļamuiža Country Hotel このマニュ
アル内に掲載されているホテルです。）
住 所： Kārļa muiža, Kārļi, Drabešu pag.,

Amatas nov., LV – 4138, Latvia

距 離： Rigaから75Km

I NTRODU C TI ON
キノコ狩りの季節になると、
ラトビア、エストニア、
フィンランドの人々はキノコ狩りに夢中になりま
す。キノコ狩り体験を通して、
そこに住む人々の生
活や知恵を知ることが出来ます。秘密のキノコ狩
りスポットまでは、
コケが生えた場所や落ち葉や
小さな植物の上を歩きます。時々、藪や倒木、泥濘
んだ場所もあります。
ガウヤ国立公園は、1973年
にラトビアで初めて国立公園に指定された伝統
ある公園です。公園で採れるとても人気な食用キ
ノコは、
ヤマドリタケモドキとアンズタケです。お
勧めは、
アンズタケ、ベニダケ、
そして様々な種類
のヤマドリタケモドキです。
その他にも、
アカヤマ
ドリタケモドキ、
アオヤマドリタケモドキ、
スカン
ジナビア料理で有名な白いカサを持つキノコや、
ニンギョウタケモドキ、
コガネホウキタケという金
色のサンゴのようなキノコ、
オオカボチャダケ、サ
ンゴハリタケ、
アラゲカワキタケ、
カラカサダケ、ベ
ニダケ類、キコブダケなどがあります。
注意：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付けましょう。

•• ホテルのシェフと夕食作り
（約2時間）
カールリャムイジャ カントリーホテルのシェフによるキ
ノコ料理のワークショップを行います。
調理はゲストの前で行われ、
とっておきのキノコレシ
ピをご紹介します。

L AT VIA
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距 離： Riga から95 km

距 離： Rigaから90Km

住 所： ”Dzirnupes”, Limbažu nov.,
Viļķenes pag., 		
LV - 4052, Latvia

住 所： Indāni, Kandavas pag.,
Kandavas nov., 		
LV - 3120, Latvia

インダーニ
トラディショナル ファーム

ヅィルヌペス
トラディショナル ファーム

Indāni Traditional Farmstead

Dzirnupes Traditional Farmstead

ウェブサイト： wwww.celotajs.lv/en/e/indani

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

G E N E RAL IN F OR M ATION
シーズン：

公共交通機関：

ホスト：

5月～9月

バスでRīgaバスステーションからKandavaへ移
動（1時間30分 / Rīga – Kuldīga行き）、Kandava
バス停からIndāni Traditional Farmsteadまで送
迎（15分）

宿泊するゲストの場合：

ゲストは、
ファームステイ先の家族の一員となります。ホストの家には、ゲスト
専用の部屋を用意しています。大人から子供まで、ヤギやガチョウ、
ウサギな
ど、
ファームにいる動物について学んだり、古くから使われてきた農具の展示
を見学したり、サウナに入ったり、ハチミツ入りのハーブティーや伝統的なお
菓子にんじんブレッドなどを味わい、農場の生活を楽しむことが出来ます。
宿泊しないゲストの場合：

2時間のファーム ツアー プログラム
••

56 |

農場の生活を紹介するファーム ツアー

ハチミツ入りのハーブティー、伝統的なお菓子にんじんブレッド、ペスト
リーなど軽食をお楽しみ下さい。

L AT VIA

GE NE RAL I NF ORMATI ON
シーズン：

公共交通機関：

Mrs. Signe Ezeriņa

ファームは、宿泊せずに日帰りで立ち寄ることも可能です。
宿泊するゲストと宿泊しないゲストの為に、オプションを用意しています。

••

www.dzirnupes.lv

ホスト：

5月〜10月

バスでRīgaバスステーションからLimbaži
へ移動（1時間50分 / Rīga – Limbaži行
き）、バスを乗り換えLimbažiバス停から
Šķirstiņiへ移動（25分 / Limbaži – Pāle 行き
か、Limbaži – Limbaži行き）、Šķirstiņiバス停
からDzirnupes Traditional Farmsteadまで送
迎（3分）。Limbažiバス停から送迎を頼むこと
も可能です。
Sandra and Juris Palelioņi

ヅィルヌペス（Dzirnupes）
トラディショナル ファームは、
ラトビアの田園地
方にある伝統あるファームです。お子様連れのご家族や、
カップルなど、
皆さまにくつろいでもらうことが出来ます。1924年に建てられた穀物を備
蓄していた古い倉庫を、サウナが付いたロマンチックな部屋に改装して
います。ホストは、様々な技術を持ったハンドクラフトの達人です。木の
切り株からドラムを作ったり、
ファーム内にある鍛冶場で釘作りを教えた
り、古い弓矢の使い方などを教えてくれます。ホストは、
ラトビアの伝統を
伝承する人に贈られる“ラトビア遺産”の称号が授与されています。ゲスト
は、干し草集めや、草刈り、ヤギの乳搾り、
ガチョウの飼育の手伝い、魚釣
り、古くから伝わる燻製方法や、パン作りなどファームの生活を体験する
ことが出来ます。
また、ホストと共に街へ出掛けたり、穏やかで優しいホス
トファミリーと温かい時間を過ごすことが出来ます。
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LOCATION

住 所： “Lūķi”, Ventspils nov., 		
Jūrkalne, LV 3600, Latvia

住 所： ”Klajumi”, Kaplavas pag.,
Krāslavas nov., 			
LV - 5668, Latvia

距 離： Rigaから200 km

距 離： Rigaから275Km

クラユミ
ホース ファーム

ルーキ ファーム

Klajumi Ranch

Lūķi Farmstead

ウェブサイト： www.klajumi.lv

ウェブサイト：  www.celotajs.lv/en/e/luki

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

公共交通機関：

通年

バスでRīgaバスステーションからDaugavpilsへ移
動（3時間30分〜4時間 / Rīga – Daugavpils行き）、
バスを乗り換えDaugavpilsバス停からKaplavaへ移
動（1時間 / Daugavpils – Kaplava行き）、Kaplavaバ
ス停からKlajumi Ranchまで送迎（4分）

シーズン：

5月〜9月

ホスト：

Mrs. Ilze Stabulniece

ホスト：

Mrs. Envija Indāne

シーズン：

クラユミ ホース ファーム
（Klajumi ranch）は、100年もの歴史があります。
自
然溢れる環境の中で子供からお年寄りまで一緒に農作業などを行いながら、
地域の伝統や自然環境を守っています。
ファームは、
ダウガワ川渓谷自然公
園内に位置し、
ラトビアとベラルーシの国境近くにあります。
このファームで
は、乗馬ツアーを専門に提供していて、
ラトビア、
リトアニア、ベラルーシの品
種で賢くてよく訓練された馬に乗ることが出来ます。乗馬経験のない方でも
大歓迎です。
また、伝統的なログコテージに宿泊することが出来ます。そして、環境保護に
力を入れている宿泊施設を証明する環境保護証明を取得しており、ホストは
地元料理の伝統を守る会のメンバーの一員でもあります。更には、馬の育成
や繁殖に貢献しているので、“ラトビア遺産”の称号も授与されています。

公共交通機関：

バスでRīgaバスステーションからVentspils
へ移動（3時間）、バス乗り換えVentspils AO
からLabragsへ移動（50分 / Ventspils AO –
Liepājas AO行き）、Labragsバス停からLūķi
Farmsteadまで徒歩（18分 / 1.4Km）

ルーキ（Lūķi）ファームは、
ラトビアの港町ヴェンツピルス郊外にある自
然豊かなファームです。田園地方ならではの、のどかさと静けさの中で
ファームステイをすることが出来ます。花やハーブで溢れた美しい庭が
あり、敷地の周りは木々に囲まれています。
ファームの歴史が展示され
ているスペースや、ホストが伝統的な家の装飾品や工芸品などを教え
てくれる小さなワークショップスペースもあり、田園地方ならではの時
間をお楽しみ下さい。
このファームでは、伝統的なファームの環境を大
切に維持されていることから“ラトビア遺産”の称号が授与されています。
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ドームハウスパーク
“アールプス ライカ”
Dome house park ‘Ārpus Laika’

ウェブサイト： www.arpuslaika.lv

G EN ERAL IN FO R M ATION
L OC ATI ON

パッケージタイプ：

半日プログラム

対象：

グループ（最小10名、最大50名）

含まれるサービス：

体験型見学ツアー＋ワインのテイスティング＋デザート

シーズン：

通年

プログラムの所要時間： 2時間
公共交通機関：
ホスト：

バスでRīgaバスステーションからPriedītesへ移動（40分）/
Rīga – Ogre行き）、Priedītesバス停からDome house park
‘Ārpus Laika’まで送迎（3分）
Mrs. Ilze Bērziņa

PROG RAMME
•• 「時間を超える」
というコンセプトとア
イディアを紹介（約15分）
。天気が良い
場合は屋外で行われます。
•• 地元の食材（ベリーやハーブなど）を使
ったワイン作りの説明。
グラスワイン1
杯が提供されます。
•• ドーム状の家の物語 -ドーム状の家の
コンセプト、変わった建築方法とアイデ
ィアの説明。
（約15分）
•• 2杯目のワイン テイスティングとそのワ
インの簡単な説明。
グラスワイン1杯が
提供されます。
•• ドーム状の家「時間を超える」がどのよ
うにして建てられたのかや、
藁を使っ
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た断熱の実演。
（約20分）
•• 小休憩、庭を散策（約10分）
•• 3杯目のワインテイスティングとそのワ
インの簡単な説明。
グラスワイン1杯が
提供されます。
•• ラトビアの伝統的なデザートであ
る、
ルップマイゼス カールトゥユムス
（rupjmaizes kārtojums）または、
デベ
スマンナ（debesmanna）のフードワーク
ショップ。ゲストと一緒にどちらかのデザ
ートを作ります。実演の後、デザートをお
楽しみください。
（約30分）

住 所：

‘Kairosa’, Salaspils pag.,		
Salaspils nov., LV-5015, Latvia

距 離：

Rigaから31 km / 車で約40分

I NTRODU C TI ON
この家の名前は「時間を超える」
を意味していま
す。
この家は、田園地方の彼らの暮らしをゲスト
に紹介しています。ホストは、
ランドスケープ パ
ークを作り、
ドーム状の家とテラスを建て、建築
業や観光業を運営する傍ら趣味でワイン作りを
しています。
ホストは自身が設計したこのドーム状の家で暮
らし、環境保護に配慮した生活を送っています。
また、庭で使用する家具やハンモックも手作りで
す。建物の周辺には美しい公園と、
カエルや魚が
暮らす池があります。つる棚や、橋、森と野原のあ
る公園の景観は、都会から短時間のドライブで経
験できる穏やかな田園風景を創り出しています。
ホストは、様々な種類のワインを作っており、それ
らをテイスティングをする事も出来ます。
そして、
伝統的なラトビアのデザートも作ってくれます。

自
然
の

過

中

ご

で

す

裸足の林道
ワルグマ パサウレ
レクリエーション センター
Barefoot Walking at the Valguma
Pasaule Recreation Centre  

ウェブサイト：

www.valgumapasaule.lv

住 所：

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：

シーズン：
対象：

半日プログラム
5月〜8月
個人 / グループ
（最大20名）

裸足の林道の入場料
含まれるサービス：
＋昼食もしくは夕食
歩行距離：

  プログラムの所要 3-4時間
  時間：
（送迎時間を含む）

森に囲まれたワルグムス湖のほとりに、
”裸足の林道”がある ワルグマ パサウレ
レクリエーション センターはあります。
レ
クリエーション センターにはホテルやレ
ストランがあり、素足で歩くトレイルの他、
通常のトレイルもあり、
自然と健康をテー
マにしたサービスを提供しています。裸
足の林道は2.6km程のコースを、裸足の
まま松ぼっくりや小さなガラス玉、丸石、
コケ、砂、粘土、川の中、芝生、砂利、葦、
ウ
ッドチップ、松の木の丸太の道など様々
な地面の感触や温度を足の裏で体感し
ながら歩きます。

		

距 離：

Valgums, Engures nov.,
Smārdes pag., LV-3129, Latvia
Rigaから60 km

  歩行時間：

1–1.5時間

P ROGRAMME

  難易度：

初級〜中級程度

•

2.6Km

I N TROD UC TION

L OC ATI ON

•
また、裸足で歩くことにより以下のような
健康効果が期待できます。
•
免疫力の強化
•
血行促進、血圧の安定
•
足の筋肉、関節、靭帯の強化
•
リラックス効果、精神的な安定
“裸足の林道”を歩く前に、英語ガイドか
ら説明を受けます。
また、調節し易いよう
にアウトドアウェアの着用をお勧めしま
す。歩いた後は、
エネルギッシュになり、
デトックスされリフレッシュしたような爽
やかな気分になります。
そして、最後にリ
ラックス効果のあるハーブの足湯で心身
共に整えます。

•
•
•

リガからバスで約1時間

ワルグマ パサウレ レクリエーション センタ
ー到着後、英語ガイドによる説明を受けます。
（10分）
英語ガイドと一緒に説明を受けながら、裸足
の林道を体験（1時間～1.5時間）

トレイルを一周後、
リラックス効果のある足湯
を堪能（30分）

レクリエーション センターにあるレストラン
“glass veranda”で昼食もしくは夕食
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キェメリ国立公園で
湿原ウォーク
The Great Bog Boardwalk
in Ķemeri National Park
ウェブサイト：

www.valgumapasaule.lv

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
パッケージタイプ：

半日プログラム

対象：

個人 / グループ（最小8名、最大20名）

含まれるサービス：

ウォーキング＋昼食

歩く距離：

1.4Km

シーズン：

4月～10月

プログラムの所要時間： 3時間（ウォーキング1.5時間＋昼食1.5時間）
難易度：

初級

L OC ATI ON

住 所：
Ķemeri National Park
距 離：
Rigaから40 km
昼 食：
ワルグマ パサウレ レクリエーショ
		
ンセンター（Valguma pasaule）
住 所：
Valgums, Engures nov.,
		
Smārdes pag., LV-3129, Latvia
湿 原ウォークからの 距 離：
		
25 km / 車で20分

P ROGRAMME
I N TROD UC TIO N
湿原ボードウォークは、
キェメリ
（Ķemeri）国立公園内にあります。国立公園の広さは
38,165ヘクタール。ボードウォークを歩きながら、苔や細い松の木、深い湖、
ローズマリ
ーが香る世界を楽しみましょう。
自然が好きなゲストなら、食虫植物であるモウセンゴ
ケや、
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の様々な鳥に気づくで
しょう。耳を澄ませば、遠くでツルやシギが鳴いているのが聞こえます。
また、ボードウォ
ークには短いコースと長いコースがあり、長いコースでは展望台から壮大なキェメリ国
立公園の湿原の景色を楽しむことが出来ます。キェメリの湿原ボードウォークは、
自然写
真家の間でとても人気のあるスポットです。キェメリ国立公園の湿原の上にボードウォ
ークが整備されているので、
ガイドが居なくても楽しむことが出来ます。
注意：動きやすい服とハイキング用の靴をご用意下さい。
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• リガからキェメリ国立公園まで車で移動。
   （35分）

• キェメリ国立公園の湿原に到着後、ネイチャー
ガイドによる説明（約10分）

• ネイチャーガイドと一緒に湿原ボードウォー
クへ。植物や昆虫、木など自然について説明し
てくれます。

• 湿原ボードウォーク終了後、
ワルグマ パサウ
レ レクリエーションセンターへバスで移動。
（25Km / 20分）

• レクリエーション センターにあるレストラ
ン”glass veranda”で昼食。
（約1時間）

自
然
の

過

中

ご

で

す

LOCATION

L OC ATI ON

開 始 地 点： Pabazi駅（Saulkrastiの白
い砂丘まで 1.5 km）
終了地 点： Marine Park. From here
to the railway station
“Saulkrasti” - 1 km.
距 離： 開始地点Rigaから 42km、
終了地点 Rigaから46km

開 始 地 点： Majori駅（海岸まで0.5km）
終了地 点： Lielupe駅（海岸まで1km）
距 離：開始地点Rigaから 21km、
終了地点Rigaから 19km

海岸沿いハイキング: 海岸沿いハイキング：
マユアリ – リエルペ

Coastal hiking: Majori – Lielupe
G E N E RAL IN F OR M ATION
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：
ハイキングの距離：

半日プログラム
5月～9月
個人 / グループ
6 km

難易度：

初級

地形：

砂浜、街中（アスファルト）、砂丘（森のトレイル）

プログラムの所要時間： 2～4時間
MAJORI
列車でRiga中央駅からMajori駅へ移動（32分 /
までの公共交通機関：   Rīga – Tukums、Rīga – Sloka、Rīga – Dubulti
行き）
LIELUPEからRIGA
への公共交通機関：  

列車でLielupe駅からRiga中央駅へ移動（25分 /
Dukums – Rīga、Sloka – Rīga、Dubulti – Rīga
行き）

ハイカーは、バルト海の海岸線に沿ってユールマラ
（Jūrmala）
リゾートタウン
にあるマユアリ
（Majori）からリエルペ（Lielupe）の間を歩きます。ルートの一部
では、ユールマラの中央通り
（Jomas Street）を通ったり、
トレイルや遊歩道が
ある砂丘に沿って歩く経路に変更することも可能です。ユールマラは、
リガから
車で僅か30分の場所にあるラトビア最古のリゾート地の一つです。
ここには、
リガ湾で最も美しいビーチと、松の森に覆われた砂丘があります。
これらの場
所から、豊富なトレイル網に繋がっています。ユールマラの中心地であるマユ
アリには、砂丘沿いにある歩道を照明が照らしているブルーフラッグビーチが
あります。街中のトレイルを歩いたり、中央通りや海辺のカフェやバーに立ち寄
るのもお勧めです。ユールマラには、
ショップやバラエティ豊かなカフェ、
レス
トランがあります。列車も、1時間に1本の間隔で運行があります。

観光名所：元サナトリウムのマリエンバーデ（Marienbade）、海洋展示館とター
トルの彫刻、ヅィンタリ
（Dzintari）
コンサートホール、中央通り
（Jomas street）
、ユールマラ リゾートの木造建築群 - 建築記念碑など

白い砂丘 - サンセット
トレイル - サウルクラスティ
Coastal hiking: The White Dune –
the Sunset Trail – Saulkrasti
GE NE RAL I NF ORMATI ON
パッケージタイプ：
シーズン：
対象：
ハイキングの距離：

半日プログラム
5月～9月
個人 / グループ
6 km

難易度：

初級

SAULKRASTIからRIGA
への公共交通機関：   

列車でSaulkrasti駅からRiga中央駅へ移動（1時
間 / Saulkrasti – Rīga、Skulte – Rīga行き）

地形：

海岸沿い（砂浜）
または、砂丘沿い (森のトレイル)

プログラムの所要時間：   2 ～4 時間
白い砂丘からの公共交 列車でRiga中央駅からPabaži駅へ移動（55分 /
通機関：  
Rīga – Saulkrasti 、Rīga – Skulte行き）

白い砂丘とサンセットトレイルは、
ラトビアで最も美しい海岸線沿いのひとつ
で、観光の為の様々な環境デザインの要素が整っています。サウルクラスティ
（Saulkrasti）は、歴史あるリゾート地で近代的な特徴も備えており、街や砂浜
沿いを散策したりするのにお勧めの街です。サウルクラスティは、
リガから車
で僅か1時間の距離で、中心部にはショップやカフェ、
レストランがあります。
列車も、1時間に1本の間隔で運行があります。
観光名所：ユニークな自転車モデルを保管しているサウルクラスティ自転車
ミュージアム、ユーラス パーク
（Jūras park / 海の公園）の砂浜の小道、サン
ラウンジ、屋外のエクササイズ施設、
シャワー設備、
自転車置き場、木のボー
ドウォーク、バレーボールコート、海と夕日が眺められる2階建てのテラス、
コ
ンサートやビーチパーティー用の広場など。
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P ROGRAMME I TI NE RARY

産

•• 「リヤ(Rija) 」

文

化

遺

アルスンガにある小さな建物で、
スイティの女性達が
作った手工芸品などを展示販売する場所です。手編み
のショールやミトン、靴下、ハーブティーなどを購入す
ることができ、子供達のためのワークショップなども開
かれます。事前に連絡をしておくと、
スイティの女性達
が伝統や歌について話し、一緒に伝統ゲームをして楽
しむことが出来ます。

•• アルスンガのリーヴ城 (Livonian Order castle)

14世紀から18世紀にかけて建設され、数回に渡り再
建されました。1341年にはアルスンガに要塞があっ
たことが知られています。1372年に城の建設が始ま
り、塔や教会は15世紀から18世紀の間に建てられま
した。
アルスンガ城は、外観が保存された数少ない
歴史的に貴重な中世の建物の1つです。

•• ディズガバルカルンスの丘(Dizgabalkalns Hill)

アルスンガ中心にある古代クロニア城にある丘です。
この名前は、
クルゼメ出身のバーグ大佐が1659年にア
ルスンガ城に要塞を構えていたスウェーデン軍を攻撃
するために、丘に大砲を置いたことから名付けられま
した。高さ8–10m、広さ24m x 54mのこの丘からは、
ア
ルスンガの風車がある湖のすぐ横にある、聖ミカエル
ローマカトリック教会の美しい姿を見ることができま
す。通りの反対側にある城の西側には、11世紀から13
世紀頃に火葬されたクロニア人の墓地があります。
ス
イティの人々は、
この丘でイースターやその他の文化
行事を行います。

•• スペールマニュ パブ (Spēlmaņu pub)

スイティ文化空間
Through the Land of Suiti
ウェブサイト： www.alsunga.lv

www.suitunovads.lv/en/

G EN ERAL IN FO R M ATION
シーズン：
対象：

含まれるサービス：

通年
個人 / グループ

ガイドツアー＋入場料＋昼食

プログラムの所要時間： 約5時間
距離：

Rigaから180km

I N TROD UC TION

スイティ
（Suiti）文化空間は、
ラトビア西部のクルゼメ州にある、国内で最も彩り豊か
でユニークな伝統文化を持つコミュニティです。2009年10月1日、
スイティ文化空間は
UNESCO無形文化遺産の緊急保護を必要とするリストに登録されたことをきっかけに
広く知られるようになりました。“緊急保護を必要とする”とは、
これらの伝統が失われつ
つある状態で今すぐ保護される必要があることを意味しています。保護すべきスイティ
文化空間の内容としては、伝統的な祝祭、習慣、口承、即興民謡、伝統音楽の演奏技術、
民族衣装、料理の伝統などが含まれています。2009年以来、
スイティ文化空間はコミュニ
ティとして徐々に復活を遂げてきました。
スイティでは、地域、国、そして国際レベルでの
サスティナブルな取組みとプロモーションを行っています。文化空間を残せるかどうかは
スイティの人々自身にもかかっており、伝統を大切に守っていくことやメンバーの創造性
にも深く関係しています。
スイティの人々はこの点において、ユニークで貴重な文化遺産
を広く伝えることが文化ツーリズムの発展だと信じており、重要であると考えています。

スイティの地を訪れたら、
スイティの女性グループ”Suitu Sievas”と歌を歌ったりゲーム
をしたり、民族衣装を試着したり、バグパイプのマスタークラスに参加することで、
より深
く伝統を学ぶことが出来ます。
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アルスンガの中心にありこの地方の食事を楽しむこ
とができる食堂です。
リクエストに応じて、
スイティの
女性から料理を教えてもらい、
スイティの伝統料理を
食べることも出来ます。料理だけではなく、
「スイティウ
ーマン」
「スイティ メン」
「スイティ バグパイププレイヤ
ー」などの、バンドパフォーマンスを通してスイティの
素晴らしい文化を知ることも出来ます。

•• アルスンガの聖ミカエル ローマカトリック教会(St
Michael’s Roman Catholic Church)

1625年頃に建てられました。何世紀にも渡ってスイテ
ィのコミュニティの主要な礼拝の場として信仰心とア
イデンティティを支えてきました。
1882年に教会は十字型に拡張され、
現在のような
姿となりました。教会の内部では、1715年頃にオラン
ダの木彫師ヨハン・メルテンスが創った作品を見る
ことができます。
オルガンは、1893年にイェーカブ城
(Jēkabpils)でF.ワイゼンボーンによって作られたもの
で、祭壇画は1910年に描かれました。教会の下にはシ
ュベリン王朝のレンガ造りの墓地があります。

•• アルスンガ ツーリスト インフォメーション ＆ 世界遺
産センター

スイティのリビングルームやキッチン、
カトリックの司
祭が着用していた礼拝衣装などが展示されています。
展示ホールでは、
スイティの女性の民族アンサンブル
の歴史と現在の生活に関連した展示が行われていま
す。特別オファーでは、
「スイティウーマン」
「スイティメ
ン」
「スイティ バグパイププレイヤー」によるアンサン
ブル パフォーマンスが楽しめます。

•• 「アウストゥヴェ(Austuve) 」
と
「スイティ キッチン」

アルスンガの行政区域にあるミュージアム内にありま
す。
「アウストゥヴェ 」
では、
スイティの民族衣装がどの
ように作られているか、織り工房でスイティの色鮮や
かな衣装について学んだり、民族衣装を試着したり
することができます。経験豊富な職人のもと、織機を
体験することもできます。
「スイティ キッチン」
では、伝
統的なスイティ料理について学び、マスタークラスに
参加して伝統的なサワーブレッド（skābmaize）やにん
じんのパイ
（sklandrausis）などのスイティの伝統料理
の作り方を学ぶことができます。

文
化
遺
産

Talsi
Kuldiga
Liepaja
Rucava

手工芸と料理の
マスタークラス
Master classes in handicrafts
and foods
G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：
対象：

含まれるサービス：

4月～10月
グループ（最小10名、最大 12）
プログラムによる

プログラムの所要時間： 3 日間

P ROGRAMME I TI NE RARY
1日目
••
••
••
••
••
••

••
••

••

クラフトセンターを訪れ、
ラトビアの伝統的なミトンの編み物や、琥珀を使っ
たジュエリー作り、伝統料理作りなどのワークショップを行う3日間のプログ
ラムです。

このプログラムでは、地元の手工芸職人との出会いやプログラムを通して、
ラトビアの民族と伝統について学ぶことが出来ます。
また、
このプログラムで
訪れる場所には、古く伝統的な家や建物も多く、
ユニークな光景を見ること
が出来ます。例えば、広くて大きな天井や、パンの焼き釜があるファミリール
ーム、当時のままの木製の床など、生きた歴史の家と呼ばれるズワニーター
イ
（Zvanītāji）伝承館も訪れます。
その家では、織り機、食卓、ベッド、衣装ダン
スやゆりかごなど、かつて使われていた様々な生活用品や道具が沢山あり
ます。

タルスィ
（Talsi）へ向けて出発
昼食

タルスィ クラフトハウスのアートスタジオ ヅィンタリ
（Dzīpars）の職人と手袋編みのワークショップ
タルスィからリエパーヤ（Liepāja）へ向け出発
ウェルカム イブニング

2日目

••

I N TROD UC TION

セナークレーツ（Senā Klēts）
クラフト センターでミーティ
ング（ADD：Rātslaukums 1, Riga）

••
••
••

リエパーヤ ツアー

ルツァワ
（Rucava）村にある、
ズワニーターイ
（Zvanītāji）

伝承館を訪問

文化プログラム ルツァワの伝統的な料理作り
昼食

ワークショップ：ミトン作り
（Colorwork Mittensと

Honeycomb Brioche Mittens）
リエパーヤへ向かい出発
夕食

3日目
••

••
••
••
••
••

クラフト センター（Liepājas Amatnieku nams）
を訪問し、
職人と会います。
世界最長の琥珀のネックレスなどを見
学します。
ワークショップ：琥珀を使ったジュエリー作り

UNESCO世界遺産の中世の街クルディーガ
（Kuldīga）
で途中下車します。
クルディーガのウォーキング ツアー
昼食
出発
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マッサーリヤス
カントリーハウスで
フード ワークショップ
Food workshop at Mazsālijas
country house

ウェブサイト： www.mazsalijas.com

G EN ERAL IN FO R M ATION
シーズン：
対象：

通年
グループ（最小6名、最大12名）

プログラムの所要時間： 4時間
公共交通機関：

ホスト：

バスでRīgaからKuldīgaへ移動（2時間40分〜3時間30分）
、
バスを乗り換えKuldīgaバス停からMazsālijasへ移動
（11分 / Kuldīga – Skrunda行き）
、Mazsālijasバス停から
Mazsālijas country houseまで徒歩（4分 / 300m）
。
Mazsālijasバス停まで迎えに行くことも可能。
Mrs. Gunita Štorha and Mr. Gunārs Štorhs

I N TROD UC TIO N
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様々な食材（野菜、マス、鹿の肉など）
を、薪ストーブでどのように料理するのか学びまし
ょう。
フード ワークショップには、3コースの料理が含まれています。
まず、
スターター（ダ
マジカのタルタル、マスの塩漬け）
、
メイン
（マスのバター焼きと蒸し野菜の付け合わせ、
ローズマリー風味の鹿肉とポテトグラタンの付け合わせ）
、
デザート
（クリームチーズの
イチゴ シャーベット）
です。
マッサーリヤス（Mazsalijas）
カントリーハウスの歴史は、
フォン ハーン男爵が水車の建設
を決定した1847年まで遡ります。
カントリーハウスは、屋根やモミの木の梁のある古い建
物が自慢です。現在、古い水車はゲストハウスとオーガニック ファームとして利用されてい
ます。
カントリーハウスでは、鹿とマスを飼育していたり、野菜や果物を育てたり、
ワイン作
りも手掛けています。ゲストは、鹿と野生のイノシシを見て、畑で採れるベリーやフルーツ
を味わいながら、
ワークショップや料理のマスタークラスに参加することが出来ます。ホス
トの作る料理は、
クルゼメ地方の伝統料理と現代料理を組み合わせています。
カントリー

L AT VIA

L OC ATI ON
住 所：

“Mazsālijas”, Snēpeles pag., 		
Kuldīgas nov., LV-3328, Latvia

距 離：

Rigaから 166 km

P ROGRAMME
•
•
•
•

カントリーハウスについての紹介

クルゼメ地方の伝統料理について話を聞き
ながらホストと料理を作ります。
料理を楽しみましょう。

カントリーハウスの短いツアー。鹿がいる庭、
ワインセラーなど、
ホストが作っている自家
製のリンゴのブランデーをテイスティングし
ます。

ハウスで育てた鹿やマス、野菜を使い調理されます。
ス
ターターには、鹿のタルタル、
クルゼメ流マスの塩漬け
を作ります。
メインは、季節の蒸し野菜とマスのバター焼
き、ローズマリー風味の鹿肉とポテトグラタンです。デザ
ートには、
クリームチーズとストロベリーのシャーベット
を作ります。
このように、狩猟と釣りはクルゼメ地方では
今もとても重要な活動で、マッサーリヤス カントリー ハ
ウスの特徴です。

ク

ド ッ
ー ョ
シ

ー

フ

ワ

プ

ヴィーンカルヌィ
カントリーハウスで
ラトビアの伝統料理を作る

L OC ATI ON
住 所：

		

Vīnkalni, Kauguru pag,
Beverīnas nov, LV-4224, Latvia
Rigaから112 km

Cooking traditional Latvian dishes
at Vīnkalni country house

距 離：

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

•• カントリーハウスの説明

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：
対象：

5月～10月

グループ（最小8名、最大20名）

プログラムの所要時間： 1.5時間～ 3時間 ※グループサイズによる
公共交通機関：

ホスト：

バスで‘RīgaバスステーションからValmieraへ移動（2時間
10分）
、バスを乗り換えValmieraバス停からRomasへ移動
（10分 / Valmiera – Mūrmuiža – Valmiera行き）
、Romas
バス停からVīnkalni country houseまで徒歩（20分 / 1.5Km）
Mrs. Zanda Žentiņa, Mr. Uldis Žentiņš

I N TROD UC TION
ヴィーンカルヌィ
（Vīnkalni）
カントリー ハウスでは、次のような伝統的なラトビア料理を
学べます。ビグズィス
（Biguzis）は、
ライ麦パンとホイップクリーム、新鮮なベリーで出来
たデザート。
フレッシュチーズは、ハーブを加えた牛乳から作るチーズ。ペストリーは、ベ
ーコン、凝乳やリンゴが入ったパン。
このカントリーハウスは、田園風景に囲まれた北ヴィ
ゼメ地方にあり、伝統的な文化と生活様式を大切にしています。男性ホストは、大工で花
嫁道具のチェストを20個程、キャビネット、棚と箪笥、
テーブル、
スーツケース、
ドラムや
スピニングバギーなど様々な物を修理してきました。
そして女性ホストは、新婚夫婦に
古代の結婚式の典礼を教えており、祝賀会はリノベーションされた19世紀の馬小屋で
行われます。
このカントリーハウスでは、
ブドウを育てています。
また、
ヴィーンカルヌィ
カントリー ハウスでは、田園ツーリズム事業の国際的な環境認証であるグリーン証明
を授与されています。

P ROGRAMME
•• カントリーハウス、
ワインガーデン、修理され
た木工品コレクションの見学

•• フード ワークショップ。
ラトビア料理と伝統に
ついて話をします。
•• 食事を楽しみましょう。

ラトビアの伝統料理のワークショップには以下の料理が選
べます。

1. ビグズィス / ライ麦パンを使った伝統的な郷土のおや
つで、ホイップクリームと新鮮なベリーを使います。原材料
は、
ライ麦、
クランベリーまたはリンゴンベリー、蜂蜜、
シナ
モン、そしてホイップクリームです。熟成したライ麦パンを
細かく砕くか、すりおろします。
クランベリーは果汁を絞り、
水で希釈し、蜂蜜で甘みをつけ、すりおろしたライ麦パン
に浸します。
ライ麦パンに果汁が染み込んだらホイップク
リームを上に乗せます。
2.フレッシュチーズ / 様々な種類のハーブや香辛料（クミ
ン、ヘンプ、
カルダモン）を加えた牛乳で作ります。

3.パンとケーキ / ラトビアの伝統の中で、丸いケーキと三
日月の形をしたパンは、太陽と月を讃えて焼かれたと言わ
れています。今日では祝賀や祭典の時に焼かれています。
ラトビアの伝統的なパン、ピーラギー（pīrāgi）はパン酵母
から出来ていて、5～13cmの長さで三日月のようにカーブ
しています。ベーコンや玉ねぎ、
またはカッテージチーズ
やリンゴが詰められています。

L AT VIA

| 65

ナ
ウ
サ

サウナ ミュージアム
Sauna museum
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/pirts_muzejs_birzes

G EN ERAL IN FO R M ATION
シーズン：
対象：

含まれるサービス：
公共交通機関：

ホスト：

通年

個人 / グループ（最大10名）

3 ～ 4時間
バスでRīgaバスステーションからSaulkrastiへ移動（1時間7
分 / Rīga – Ainaži / Rīga – Limbaži / Rīga – Saulkrasti行き）、
バスを乗り換えSaulkrastiバス停からSējas skolaへ移動
（32分〜48分 / Saulkrasti – Sigulda行き）、Sējas skolaバス停
からSauna museumまで徒歩（2分 / 110m）
Evita and Teodors Karlsoni

L OC ATI ON
住 所：
		

Birzes, Sēja, Sējas nov.,
LV-2142, Latvia

距 離：

Rigaから40 km

P ROGRAMME
•

I N TROD UC TION
サウナ ミュージアムは民営の野外ミュージアムです。6つの歴史のある古いサウナと、新
しく出来たサウナと、７つのサウナで構成されています。
この歴史あるサウナは、
ラトガ
レ、
ヴィゼメ、
クルゼメなどのラトビアの各地域から移築されてきました。全てのサウナ
は現在でも入ることが出来ます。中でも、ホストのお勧めは、
ラトビア最古のタイプのサ
ウナ
「ブラックサウナ」
で、特別な雰囲気を楽しむことを勧めています。煙突のない丸太
の建物で、小さな窓とドア、壁には所々隙間があります。サウナを熱し始めると、いたる隙
間から煙がもうもうと立ち込み始め、サウナの特別な香りが広がります。火は、サウナの
中にある積み重ねられた石だけでなく、壁も温めます。サウナを熱している間、煙はサウ
ナルームの中を循環し、煤煙がストーブの石の上や壁や、天井にたまって完全に燃焼す
るので、サウナ内は無菌環境が確保されます。
このミュージアムは、2008年の設立から常に発展し続けており、今後はラトビア全土か
ら異なる20種類のサウナを移築する計画が立てられています。
また、
ラトビアの伝統的
な価値を保存し現代の生活に統合する田園ツーリズムの起業家に贈られる“ラトビア遺
産”を授与しました。サウナ ミュージアムは、家族連れ、サウナの伝統を知りたい人、サウ
ナマスターの指揮の下でユニークなサウナの価値を発見し楽しみたいと望む人、全て
の人の為の娯楽の場所です。バスタオルとサウナハットは貸し出ています。
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•

•
•

サウナ ミュージアム ツアー、伝統的なサウ
ナの歴史と、サウナ小屋の建築法と入浴法の
地域別特徴について紹介（約1時間）

オプショナルとして、サウナマスターによる   
「ブラックサウナ」体験。
（約2～3時間）特別
なサウナの儀式を受けることが出来ます。
ス
クラブを使用したり、
ウィスクで優しく身体を
叩きます。
サウナの後は近くの池でリフレッシュ出来ま
す。

蜂蜜入りのハーブティーを楽しみリラックス
しましょう。10種類の蜂蜜から選べます。

更に、
このミュージアムのホストは養蜂にも従事してい
る為、蜂蜜のテイスティングと購入が可能です。事前予約
が必要ですが、
ブラックサウナを熱している時間を利用
して燻すサーモンやマスはとても美味しいのでぜひお
試し下さい。

サ
ウ
ナ

ベルグホフ
ミルク エステートで
ブラックサウナ体験
Berghof Milk Estate Black Sauna

ウェブサイト： www.pienamuiza.lv

G EN ERAL IN FOR M ATIO N
シーズン：

通年

含まれるサービス：

ワークショップの説明、サウナ用のアロマ野草摘み、
ブラックサウナ体験

対象：

個人 / グループ (最大 8～10 名)

プログラムの所要時間： 3～4 時間
公共交通機関：

ホスト：

バスでRīgaバスステーションからSkrundaへ移動（2時間
35分）
、バスを乗り換えてSkrundaバス停からSieksāteへ移動
（11分 / Skrunda – Aizpute、Skrunda – Liepāja、Skrunda –
Kuldīga行き）
、Sieksāteバス停からBerghof Milk Estate
まで徒歩（7分 / 550m）
Sesks family

I N TROD UC TION
ベルグホフ
（Berghof）
ミルク エステートは、古い農場をリノベーションして建てられまし
た。サウナ ハウスは、かつて納屋として使われていた場所に建てられています。サウナ ハ
ウスの石壁は、暑い夏や寒い冬、
どちらにおいても心地良い室温が保たれます。
それこそ
が、ホストがブラックサウナを建てようと思いついた理由です。ホストは、サウナ加熱炉の
組み立て構造を研究し、同様にラトビア、
ウクライナ、ロシアの民族についても学びました。
ブラックサウナの加熱炉は、海辺の石を大量に使って組み立てられました。使用する石は、
非常に高い温度で熱する必要があるので固い石が望ましく、水中にある石が最も適してい
ます。
ブラックサウナは、石をしっかり熱する為2日間温められます。

L OC ATI ON
住 所：

距 離：

Piena muiža, Siekstāte, 		
Rudbāržu pag., Skrundas nov.,
LV – 3325, Latvia
Rigaから156 km

ROGRAMME
•
•

•

•

ミルク エステートや周辺の紹介

サウナで使用する植物を収集する為のマスタ
ークラス。季節の野草の種類、サウナで使用す
る為の準備、身体的及び精神的な部分への影
響について知識を深めます。

サウナマスターとサウナの儀式。
このプログラ
ムは、感情を和らげる、
自然の恵みから作られ
た天然スクラブや、
ウィスクを使います。

ハーブティーや、蜂蜜入りのホットミルクを飲
んでリラックスしましょう。

健康管理の為、今だに植物の花や、種子、果実、根、樹皮、
葉、果汁、抽出成分などを薬のように使う、
ヨーロッパでも
数少ない民族です。
これらをサウナでも使用します。

サウナに入る前に、サウナで使用する植物を集めるため牧草地に行きます。
ラトビア人は
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距 離： Rigaから 70 km

距 離： Rigaから126 km

ワイデルアテ
グレイン ファーム

ビルズィー
白樺ジュースを
生産している工場

住 所： Kainaiži, Brantu pag., 		
Smiltenes nov., 		
LV-4708, Latvia

住 所： Vaidelotes, Jauncode,
Codes pag., Bauskas nov.,
LV-3901, Latvia

Vaidelotes Grain Farm
ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/zs_vaidelotes

G E N E RAL IN F OR M ATION
シーズン：

通年

対象：

グループ

公共交通機関：

ホスト：

バスでRīgaバスステーションからBauskaへ移動
（1時間20分 / Rīga – Bauska行き）、バスを乗り
換えBauskaバス停からVecumnieku pagrieziens
へ移動（7分 / Bauska – Skaistkalne / Bauska –
Vecumnieki行き）。Vecumnieku pagriezienから
Vaidelotes Grain farmまで徒歩（7分 / 550m）。

Birzī – birch sap production
facility
ウェブサイト： www.birzi.lv

GE NE RAL I NF ORMATI ON
シーズン：

5月〜10月

対象：

グループ

公共交通機関：

Mrs. Daira Jātniece

ワイデルアテス
（Vaidelotes）グレイン ファームは、伝統的なラトビアの
ライフスタイルを紹介しておりイースターや夏至祭など季節毎に行わ
れる祝祭行事を開催しています。ホストは、おかゆや小麦粉を練った団
子、ベーコンロール、
ファームで収穫した穀物と全粒粉を使ったペスト
リーなど、
ラトビアの伝統的な郷土料理を提供しています。
ファームで
は、ハーブティーやハーブ、
その他に田園地方の素朴な名産品などの
購入が出来ます。
ラトビアの伝統の維持また振興において、“ラトビア遺
産”と“ラトビアの料理”の称号を授与されました。

ホスト：

バスでRīgaバスステーションからBrantiへ移動
（2時間34分 / Rīga – Gaujiena行き）
、Brantiバ
ス停からBirzī – birch sap production facility
まで送迎（11分）
Labanovski family

5月から10月まで、
白樺の樹液が作られ保管されている貯蔵施設を見
学することが出来ます。
白樺の樹液は採れたての4月から5月初めがと
ても美味しく、
この工場ではその採れたてフレッシュな状態を維持する
方法を、長年に渡り研究しその製法を開発しました。
この工場で作られ
た白樺樹液のジュースはオーガニック認証を受けており、
その場で購
入することも出来ます。

プログラムに含まれるもの
••
••
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春に行われる白樺樹液を採取する方法をビデオや写真を使って
紹介。

採れたてフレッシュな白樺ジュースから少し発酵させたものま
で、様々な香りや種類の白樺ジュースと、少し変わった白樺のシロ
ップや、白樺の樹液やタンポポから作られたワインなどを試飲す
ることが出来ます。
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距 離： Rigaから109 km

距 離： Rigaから73Km

住 所： Vecpasts, Straupes pag.,
Pārgaujas nov., LV-4152,
Latvia

住 所： Valmiermuižas alus darītava,
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža,
Burtnieku nov., LV-2419, Latvia

ワルミエルムイジャ
ブルワリー

ストラウペ
ファーマーズ マーケット

Valmiermuiža Brewery

Straupe Farmers’ Market

ウェブサイト：

ウェブサイト： www.straupestirdzins.lv

www.valmiermuiza.lv

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

通年

シーズン：

通年

対象：

グループ

対象：

個人/グループ

公共交通機関：

バスでRīgaバスステーションからValmieraへ
移動（2時間10分 / Rīga – Valmiera、Rīga –
Valka、Rīga – Rūjiena行き）、バスを乗り
換えValmieraバス停からValmiermuiža
へ移動（Valmiera-Pidriķis-Burtnieki行
き）、Valmiermuižaバス停からValmiermuiža
Breweryまで徒歩（4分 / 400m）

ワルミエルムイジャ
（Valmiermuiža）ブルワリーは、
ラトビアで人気の主要
なビールメーカーのひとつです。醸造所では、
ワルミエルムイジャの井戸
水、麦芽、ホップ、天然酵母の組み合わせから、美味しいビールがどのよう
に醸造されるか見学することが出来ます。
また、見学の際には、幅広い醸造
方法について学んだり、試飲をしたり、
ラトビアのお酒について話を聞くこ
とが出来ます。
そして、
ワルミエルムイジャ ブルワリーは、
この地域の歴史
的かつ文化的中心としての役割を活性化する為に、伝統的なお祭りや、
フ
ァーマーズ マーケットなどを行っています。
ブルワリーに併設されている
パブでは、近くにあるブルトニエクス湖でとれる魚や、マッシュドグリンピー
ス、
ローガンベリーなど、
ラトビアの伝統的な旬の料理を提供しています。
中でも、名物料理として人気があるのは、濾過していない冬のビールに漬
け込まれた豚肉です。

ストラウペ（Straupe’s）ファーマーズ マーケットは、
スローフード インタ
ーナショナル アース マーケット アライアンスの会員です。マーケットで
は、地元で栽培された、旬で高品質な食材などスローフードの哲学に則
った商品が販売されています。マーケットに出店している農家の人たち
は、
自身で生産した物を売っていて、商品の生産方法に関する全ての問
いに答えることが出来ます。マーケットでは、様々な食品、動物や鶏など
の家禽、植物の苗、手工芸品などが売られています。
マーケットは、
月に2回、第1日曜日と第3日曜日に、国の建築遺産に指定
されている改装された旧パブの建物で開催されています。
ラトビアの
マーケットの伝統を大切に守っていることから“ラトビア遺産”の称号を
授与されています。

見学ツアーの所要時間は、1.5-2時間です。
このブルワリーは、ビールの伝
統を大切に守っていることから“ラトビア遺産”と“ラトビア料理”の称号を授
与されています。
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距 離： Rigaから 280 km

距 離： Rigaから81Km

住 所： Daugavas iela 96, Skrīveri,
Skrīveru nov., LV-5125,
Latvia

住 所： Rakuti, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov., LV-5601,
Latvia

クルミーシ
ハーブ ファーム

スクリーヴェリ
ホームメイドアイスクリーム

Kurmīši Herb Farm

Skrīveru Homemade Ice-cream

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

ウェブサイト： wwww.celotajs.lv/en/e/skriveru_majas_saldejums

G E N E RAL IN F OR M ATION

GE NE RAL I NF ORMATI ON

シーズン：

4月〜10月

対象：

グループ

公共交通機関：

ホスト：

バスでRīgaバスステーションからDaugavpilsへ移
動（3時間30分〜4時間 / Rīga – Daugavpils行き）
、バスを乗り換えDaugavpilsからRakutiへ移動（55
分 / Daugavpils – Krāslava行き）
。Rakutiバス停か
らKurmīši Herb Farmまで送迎（5分）

Mr. Ivars Geiba

クルミーシ
（Kurmīši）ハーブ ファームでは、
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、
キャットフットなどラトビアで馴染み深い
25種類のハーブを栽培しています。
自然保護区にある為、植物に適した環
境です。
ツアーでは、
どのようにハーブが栽培されているのか、ハーブティ
ーやその他のプロダクトがどのように作られているのか紹介します。
ツアー
の後は、ハーブティーの試飲をお楽しみ下さい。ハーブ園は、ハーブの知識
や、昔ながらのハーブティーの生産方法の伝統を大切に守っていることか
ら“ラトビア遺産”の称号を授与されています。

シーズン：

通年

対象：

グループ

ホスト：

Lelde Sotniece and family

公共交通機関：

列車でRīga駅からSkrīveri駅まで移動（1時 6分〜1
時間24分 / Rīga – Zilupe、Rīga – Aizkraukle、
Rīga – Daugavpils行き）
、Skrīveri駅からSkrīveru
Homemade Ice-creamまで徒歩（8分 / 700m）

I NTRODU C TI ON

スクリーヴェリ
（Skrīveru）ホームメイド アイスクリームは、
自家製のオリ
ジナル レシピでアイスクリームを作っているファミリー企業のアイスクリ
ーム ショップです。
プロンビエールや、
クリーム、
フローズンヨーグルト、
シャーベットなど様々な種類のアイスクリームと、
ブルーチーズ、
ホース
ラディッシュ、
ジャガイモやトマトなどの少し変わったユニークなアイス
クリームがあります。
これまでに、
約80種類ものアイスクリームのレシピ
を作りました。
名物は、
西洋ワサビとニシン味のアイスクリームです。
スク
リーヴェリ ホームメイド アイスクリームは、
手作りアイスクリームの伝統
を大切に守っていることから“ラトビア遺産”の称号を授与されています。

P ROGRAMME

•• お店の紹介、歴史とアイスクリーム
の種類の説明

ニークなアイスクリームを少しづ
つ試食することが出来ます。

•• アイスクリーム作りのデモンスト •• 無添加で伝統的な用法で作られ
レーション
た、
出来立てのアイスクリームを
楽しめます。
•• アイスクリームの試食：ビール、
ジ
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ャガイモ、石炭、
ゼフィアなどのユ

L AT VIA

田
園

で

地

の

方

体

験

L OC ATI ON

LOCATION

住 所： “Blūdži”, Sesavas pag., 		
Jelgavas nov., LV-3034,
Latvia

住 所： Daugavas iela 2, Skrīveri,
Skrīveru nov., LV-5125, Latvia
距 離： Rigaから80 km

スクリーヴェリ

ミルクキャンディーファクトリー

距 離： Rigaから 50km

ブルーヂ ファーム
Blūdži farm

Skrīveru Milk Sweets Factory
ウェブサイト：

www.skriverugotina.lv

G E N E RAL IN F OR M ATION
シーズン：

通年

対象：

グループ

公共交通機関：

ホスト：

バスでRīgaバスステーションからKlidziņaへ
移動（1時間20分 / Rīga – Lubāna、Rīga –
Madona、Rīga – Daugavpils行き）、Klidziņaバス
停からSkrīveru Milk Sweets Factoryまで徒歩（5
分 / 400m）
Mrs. Baiba Lūse

I N T R OD UC TION

スクリーヴェリ
（Skrīveru）ミルクキャンディー ファクトリーは、高品質な材
料を、伝統的なレシピをもとに自家製ミルクキャンディーを作っているファ
ミリー企業です。
ラトビアの“Gotiņa”というミルク スィーツ ブランドの伝統
を守っていることから、“ラトビア遺産”の称号を授与されています。
ツアー
の後は、
ファクトリー アウトレットで様々な種類の出来立ての商品を購入す
ることが出来ます。

PRO GRAMME
••
••
••
••

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

GE NE RAL I NF ORMATI ON
対象：
公共交通機関：

ホスト：

Mrs. Ināra Mālkalne

ブルーヂ（Blūdži）ファームはマールカルンス
（Mālkalns）家が運営して
いる、チーズなど酪農製品を製造しているファームです。
このファームで
は、
スモークチーズや熟成チーズを含む7種類のチーズを作っており、
フ
ランスのチーズ作りの専門家と協力して作られたフランスのチーズもあ
ります。
また、
ファームではパンを焼いたり、野菜でジュースを作ったり、
その他にも地域の名産を販売しています。

P ROGRAMME
••
••

試食

••

ミルクキャンディーを包紙に包んでみましょう。包んだキャンディーは
お土産として持ち帰ることが出来ます。

バスでRīgaバスステーションからJelgavaへ移動
（55分 / Rīga – Jelgava行き）、バスを乗り換え
Jelgavaバス停からBērvircavaへ移動（37分〜1
時間）/ ‘Jelgava- Bauska、Jelgava – Lielsesava行
き）、Bērvircavaバス停からBlūdži farmまで送迎
（3分）

I NTRODUC TI ON

企業と、その歴史と商品の紹介

製造機器と、
ミルクキャンディーが包まれている包紙の展示を見学

グループ（最大50名）

プロムラムの所要時間： 1時間

••

挨拶

ファームの紹介、チーズ作りに関してのビデオ鑑賞

チーズのテイスティング、
自家製のパンとサラダが提供されます。

テイスティング：自家製の黒ソーセージとホームワイン
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トゥライダ ファーム
Turaidas farm

ウェブサイト： www.celotajs.lv/en/e/turaidas

G EN ERAL IN FO R M ATION
シーズン：
対象：

通年

グループ（最大25名）

プログラムの所要時間： 2時間
公共交通機関：

バスでRīgaバスステーションからGrobiņaへ移動（3時間
30分 / Rīga – Liepāja行き）、バスを乗り換えGrobiņaバス
停からDunalkaへ移動（25分 / iepāja – Aizpute、Liepāja –
Kazdanga、Liepāja – Dunalka行き）、Dunalkaバス停から
Turaidas Farmまで徒歩（5分 / 450m）

I N TROD UC TION
トゥライダ（Turaidas）
ファームは、わずか2.4ヘクタールの敷地のラトビアで最も小さ
なオーガニックファームの1つです。
ファームでは、
レモンバーム、
ラズベリー、
ヨモギ、
アルケミラ、
オニオオバコ、
リンデンなどを使ったハーブティーと、蜂蜜を生産してま
す。
ファームで作られた商品は、現地でのみ販売されています。ホストは織物も作って
おり、オプションとして織物のマスタークラスを受けることが出来ます。

PROG RAMME
•
•
•
•
•
•
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ファームの紹介

ハーブティーをテイスティングしながら、ホストが大きなカゴいっぱいに摘
まれたハーブの説明をします。
ハーブティーの生産設備や工程の説明
庭の新鮮な井戸水をテイスティング
養蜂場の仕事の見学と実演

様々な種類の蜂蜜のテイスティング

L AT VIA

L OC ATI ON
住 所：
		
		
距 離：

“Turaidas”, Dunalka,
Dunalkas pag., Durbes nov.,
LV – 3452, Latvia
Rigaから 199 km

宿
泊
施
設

カールリャムイジャ
カントリーホテル
Kārļamuiža country hotel
ウェブサイト： www.karlamuiza.lv
カールリャムイジャ
（Kārļamuiža）カントリーホテルは、
ガウヤ国立公園を流れるアマ
タ川渓谷（Amata）の、美しい田園風景が広がる場所にあります。
リンゴの木に囲ま
れた18世紀に建てられた建物は、可愛らしい雰囲気にリノベーションされています。

L OC ATI ON

宿 泊設備

距 離： Rigaから75Km

•• メインの建物
スタンダード ダブル 2部屋
スタンダード ツイン 1部屋
スイート ダブル 1部屋
スーペリア ダブル 1部屋
アパートメント 1部屋
•• コテージ“Annmarie”
- ダブルベッドルーム、
リビングルーム、
トイレ、バスタブ、キッチン

住 所： “Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag.,
Cēsu nov., LV-3034, Latvia
公 共 交 通 機 関：
バスでRīgaバスステーションからMūrniekiまで移
動（1時間39分 / Rīga – Cēsis行き）、Mūrnieki
バス停からKārļamuiža country hotelまで送迎
（4分 / 3Km）

現 地サービスとアトラクション

•• 周辺のウォーキングルート
-ホテル周辺のロマンチックな公園の散策（1〜2時間）
-アイナブ崖までの散策（2.5Km、1〜2時間）
-アマタ ハイキングコース（15Km、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

食 事サービス
ホテルのレストランでは、地元の食材を主に使った料理を提供しています。
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設
施
泊
宿

ビーリニ
キャッスルホテル
Bīriņu Pils Castle Hotel

ウェブサイト：

www.birinupils.lv

ビーリニ（Bīriņi）
キャッスル ホテルと庭園は、18〜19世紀にかけて建てられました。
ビー
リニ城は、
ネオ・ゴシック様式とセミ サークルスタイルが用いられ、
インテリアはネオルネ
ッサンスのもので統一されています。現在、
ビーリニ城ではロマンチックな晩餐会やウェ
デングパーティーが開かれています。

宿 泊設備
キャッスル ホテル本館
スタンダードダブル、ツイン 5部屋（シャワー2部屋、バスタブ3部屋）、
スイート ダブル
（ジャグジー付き） 3部屋、
ファミリー向けアパートメント
（2ベッドルーム、
トイレ、
シ
ャワー） 4部屋 。
ガーデナーズ ハウス
スタンダード ダブル 3部屋（シャワー1部屋、バスタブ2部屋）
、
スタンダード ダブル /
ツイン 2部屋、
スイート ダブル 1部屋、
スイート ツイン 1部屋、
ファミリー向けアパ
ートメント
（2ベッドルーム、
トイレ、
シャワー） 3部屋 。

現 地サービスとアトラクション
•• ビーリニ キャッスルを囲むいくつかの公園
•• バス ハウス：プール、
スチーム バスとマッサージ シャワー
•• 水車小屋のバス ハウス（夏季のみ）
：ラトビアの伝統的なサウナ
（白樺もしくはリンデ
ンで作られたウィスク、ハーブティー、水車のある湖でクールダウン）
•• レジャー：乗馬、
カートまたはソリ遊び、
レンタルボート、
レンタサイクル

食 事サービス
•• レストランは、本館の地下のアーチ構造の美しいホールにあります。
•• 夏季限定カフェ：カフェは夏季限定で水曜日から日曜日に水車小屋にオープンしま
す。ゲストはテラスで水車小屋の湖の景色を楽しめます。

74 |

L AT VIA

L OC ATI ON
住 所：
距 離：

Bīriņu Pils, Bīriņi, Vidrižu pag.,
Limbažu nov., LV-4013, Latvia
Rigaから53Km

公 共 交 通 機 関：
バスでRīgaバスステーションからBīriņu pils
へ移動（1時間14分 / Rīga – Limbaž、Rīga –
Vidriži – Ainaži行き）、Bīriņu pilsバス停から
Bīriņu Pils Castle Hotelまで徒歩（3分 / 200m）

宿
泊
施
設

LOCATION

L OC ATI ON

住 所： Lejas Patmalnieki, Mārciena,
Mārcienas pag., Madonas nov.,
LV-4852, Latvia
距 離： Rigaから160Km
公 共 交 通 機 関：
バスでRīgaバスステーションからMadona
へ移動（2時間45分〜3時間30分 / Rīga –
Madona行き）、バスを乗り換えMadona

住 所： Skrundas muiža, Pils iela 2,
Skrunda, Skrundas nov.,
LV-3326, Latvia
距 離： Rigaから148 km

公 共 交 通 機 関：
バスでRīgaバスステーションから
Skrundaへ移動（2時間〜2時間30分 /
Rīga – Liepāja行き）、Skrundaバス停か
らSkrundas muiža manor hotelまで徒
歩（12分 / 1Km）

バス停からSauleskalnsへ移動、Sauleskalnsバス停からMārcienas muiža
manor hotelまで徒歩（18分 / 1.5Km）
、バス停から送迎も可能。

マールツィエナ
マナー ホテル

スクルンダ
マナーハウス

Mārcienas muiža manor hotel

Skrundas muiža

ウェブサイト： www.marciena.eu

ウェブサイト： www.skrundasmuiza.lv

マールツィエナ
（Mārcienas）マナー ホテルは、
ラトビアの田園地方にあ
るスパ施設を兼ね備えたマナーホテルです。接客、料理、
インテリアなど、
全てにおいて最高のサービスを提供しています。
スパ施設があり、
ラグジ
ュアリーな雰囲気の中リラックスした時間を過ごせます。

スクルンダ（Skrundas）
マナーホテルは、
ラトビアで最も美しい古典主義
建築の一つで19世紀に建てられました。
ヴェンタ川の絵のように美しい
風景と、美しいラトビアの田園風景を眺めましょう。全館リノベーションさ
れており、
ロマンチックな雰囲気のレストランと、
スパ施設があります。
ス
クルンダ マナーホテルは、
クルゼメ地方の魅力的な最終目的地と言わ
れています。
そして、古典主義建築の特徴である、対称、均整、調和、
シン
プルが見られる貴重な建物です。

宿泊設備
マナーハウス
スタンダード ツイン / ダブル

スパ ハウス
スタンダード ツイン / ダブル

4部屋、
スイート ツイン / ダブル

2部屋

6部屋、
スイート ツイン / ダブル

1部屋

ホステル
ツイン 15部屋、
（共用トイレとシャワー 男性、女性共に3個ずつ）
ブラックスミスハウス
コテージ - 1ダブルベッドルーム、
リビングルーム、
トイレ、
シャワー、小
さなキッチン

現 地サービスとアトラクション
•• スパ：ストーン風呂、松の木風呂、干し草風呂、サウナ、温水/冷水のプ
ール、
ジャグジー
•• 身体を活性化させて施術
•• ラトビア式カントリー風呂
•• レジャー：クリケット、
自転車、釣り、
ウォーキング トレイル、公園、水泳、
双胴船

食 事サービス

宿泊設備
ダブルまたはツインのスタンダード ルーム 5部屋
ダブルまたはツインのスーペリア ルーム 5部屋
ファミリー ルーム 2部屋
スイート 5部屋

現地サービスとアトラクション
•• スパ施設 : プール、
ジャグジー、サウナ、
スパトリートメント、
リラクゼ
ーションルーム
•• アクティビティ: ミニゴルフ、
レンタサイクル、マナーパークには、ボー
ト、
フットボール場、バレーボールコート、
ヴェンタ
（Venta）川での川
下りボートツアー（要事前予約）

食 事サービス
レストランではシェフと季節毎にメニューを更新し、地元の食材を使っ
た料理を提供しています。

レストランでは、
ラトビアとドイツの伝統料理を提供しています。
フルー
ツや野菜、肉や魚は、地元のものを使用しています。

L AT VIA
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ブティック＆ スパ ホテル
ベルケネス マナー
Boutique & SPA Hotel
Berkenes Manor
ウェブサイト：

www.celotajs.lv/en/e/berkenes_muiza

ベルケネス
（Berkenes）マナーは、
ラトビアとリトアニアの国境近くに位置し、首都のリガ
から僅か1時間の、曲がりくねったスヴェテ川の美しい景色の中にあります。
リノベーショ
ンされた居心地の良いマナーホテルで、都会の喧騒と人混みから解放された贅沢な時
間を過ごしましょう。

宿 泊設備
このマナーハウスは、ゲストに以下の多様なスイートを提供しています。
Master house
ラックス ダブル ルーム 1部屋
スーペリア ダブル ルーム 1部屋
スーペリア ツイン ルーム 1部屋（ダブルにも変更可）
Barn house
ダブル ルーム 1部屋
ツイン ルーム 1部屋

現 地サービスとアトラクション
•• 別館のスパ センター : サウナ、
トルコ風呂、
ジャグジー、
プール（3ｘ6ｍ）
、水中マッ
サージ、
ラウンジ
•• 屋外にあるホットタブ
•• 公園と自然のトレイル

食 事サービス
•• 朝食
•• 3コースディナー（前菜、主菜、デザート）※要事前予約
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L OC ATI ON
住 所：
距 離：

Berķenes muiža, Ziedkalne,
Vilces pag., Jelgavas nov.,
LV-3026, Latvia
Rigaから85 km

公 共 交 通 機 関：
バスでRīgaバスステーションからJelgavaへ移動
（55分）、バスを乗り換えJelgavaからZiedkalne
へ移動（53分 / Jelgava – Jelgava、Jelgava –
Ziedkalne行き）、Ziedkalneバス停から
Boutique & SPA Hotel Berkenes Manor
まで送迎（3分）

ツアー
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文化を巡る

Mustion
Linna
Karlajohla

Helsinki

Tallinn

5

Vihula

Tartu

バルト海沿岸の田園地方を探検：
ラトビア – エストニア – フィンランド
このツアーは、首都から離れた田園地方の様々な
魅力や価値を紹介しています。国立公園の自然の
美しさや、田園地方の邸宅の素敵な雰囲気は訪れ
る人を魅了します。
また、伝統的な歴史あるファー
ムや手工芸職人の元へも訪れます。

1日目：

リガ
（ラトビア）到着
リガ市内観光 1
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。
リガ旧市街はUNESCO世界遺産に登録されてい
ます。
リガ宿泊

Ķemeri
Jelgava

Bīriņi

Riga

所要日数：5泊6日間
ROUTE：リガ（RĪGA）– ケェメリ
（ĶEMERI）–
ヤルガワ
（JELGAVA）– ビーリニ（ BĪRIŅI）–
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）

2日目：

リガ（RIGA）– ケェメリ国立公園（ĶEMERI
NATIONAL PARK）– ヤルガワ
（JELGAVA）–
マズメジュアトネ（MAZMEŽOTNE）
運 転 距 離：
歩行距離：

プログラム所要時間：

170Km
2〜4Km（1〜2時間）
3ヶ所立寄り、12時間

下記、3ヶ所に立寄ります。

1）キェメリ国立公園 - キェメリ ボグ ボードウォークと、展望台。
（徒歩で2〜4Km /
www.latvia.travel/en/sight/great-kemeri-bog-boardwalk ） 2

2）伝統的なラトビアのツァウニーテス（Caunītes）
ファームでパン作
りワークショップ（www.celotajs.lv/en/e/caunites）3

3
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2

3）ルンダーレ地方にあるライマ セラミック スタジオの、陶芸ワーク
ショップやハーブティー テイスティング
（www.laimagrigone.com/j-p/）
マズメジュアトネ マナー宿泊（www.mazmezotne.lv）

ツ

3日目：

歩行距離：  

プログラム所要時間： 		

ー

運転距離：

ア

マズメジュアトネ（MAZMEŽOTNE）– ビーリニ（BĪRIŅI）–
ラトビアとエストニアの国境（LATVIA/ESTONIA BORDER）–
ヴォルマー（VÕRUMAA）地方– タルトゥ
（TARTU）
420Km      
1.5時間
12時間

ビーリニ領主館と18世紀〜19世紀に造られた公園見学ツアー
（www.birinupils.lv/en/）

プログラム：
1）
オヴィニッツァミュージアム、セト地方の民族衣装の試着
（www.visitestonia.com/en/seto-culture-workshop-dressing-up-setostyle）、民族衣装とアクセサリーについて説明します。4
村のツァッソン
（tsässon）5 礼拝堂を訪問後、
タールカの家（Taarka Tarõ）
で昼食（www.visitestonia.com/en/seto-community-centre）
。
セト アート ギャラリーで銀細工職人Evar Riitsaarや、ハンドソープ ファクト
リー（www.visitestonia.com/en/old-georges-soap-chamber-1）
を訪問。
ペコの神が祀られている丘-セトの人々にとって古代の神聖な場所
（www.visitestonia.com/en/peko-jumalamagi）に立寄り、サーツェの長
靴（Saatse Boot）
を通り抜けます。
この道は、
ロシア領の一部で、VISAがなく
ても車や自転車で通ることが許可されているが、車を停車したり歩くことは
出来ません。
2）UNESCO世界文化遺産のモースカ ファームでスモークサウナ体験し、地
元の食材で作られた食事を楽しみましょう。 6
タルトゥ宿泊

7

8

6

4

1

4日目：

タルトゥ
（TARTU）– ラヘマー国立公園（LAHEMAA
NATIONAL PARK）
運転距離：  

プログラム所要時間：

270Km         
9時間

学問の街タルトゥのショート観光
タルトゥ観光後、
アヴィヌルメ ウッド ハンドクラフト センター
（www.puiduait.ee/en/）へ。
宿泊先の、
ヴィフラ マナーハウスへ移動。ムストヤ川沿いに16世紀に建て
られた素敵なマナーハウスです。
ヴィフラ マナーハウス宿泊（www.vihulamanor.com）

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（WESTERNUUSIMAA）-ラーセポリ
（RAASEPORI）地方 – カルヤロホヤ
（KARJALOHJA）– ムスティオン リンナ
（MUSTION LINNA）
運転距離：  

プログラム所要時間： 		

205km、
フェリー2時間乗船    
12時間

タリン市内を徒歩とバスで観光 7
徒歩観光では、
トームペア城や13世紀に建てられた大聖堂、19世紀に建て
られたロシア正教会アレクサンドル 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への参加を祝い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。バスでは、
タリン郊外や歌の広場、聖ブリジット
修道院、
ピリタ地区を周ります。
観光終了後、
タリンク&シリヤ ラインのフェリーターミナルへ移動します。
タ
リンからヘルシンキまではフェリーで2時間です。
ヘルシンキのフェリーターミナルに到着したら、西ウーシマー地方へ移動
します。
下記2カ所に立寄ることが出来ます。
1）
タンミサーリ- 古い漁村
（www.visitraseborg.com/en/sights/culture-history/ekenas）
2）
フィスカルス村 – エクスカーションとランチ
（www.fiskarsvillage.fi/en） 8
3）ムスティオン リンナ – 200年以上の歴史を持つフィンランドで最も貴重
なマナーハウス
（www.mustionlinna.fi/en）
4）
ロホヤ スパ＆リゾート – 素晴らしいサービスのホテルとして南フィンラ
ンドで有名なスパホテル（www.lohjaspa.fi）
ムスティオン リンナかロホヤ スパ＆リゾート、
タンミサーリにあるホテル シー
フロント
（www.hotelseafront.fi）
もしくはホテル マリーン
（www.motelmarine.fi/en/）宿泊

9

6日目：

ムスティオン リンナ
（MUSTION LINNA）
もしくはその他の宿泊先
– ロホヤ島（LOHJANSAARI）– ヘルシンキ
（HELSINKI）
運 転 距 離：  

プログラム所要時間：		

130 km   
depending on the flight time

マルティンピハ カントリー エステート
（www.martinpiha.fi）
とロホヤ島とテュテ
ュリ鉱山博物館（www.tytyrielamyskaivos.fi）
を見学します。
9 その後、
ヘルシンキに移動しヘルシンキ市内観光。ヘルシンンキ大聖堂、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、
デザイン ディストリクト、
スオメンリンナ要塞など観
光します。
観光後、ヘルシンキ中心からヘルシンキ ヴァンター空港まで移動。
帰国の途へ。
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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

Lohja

Stocholm

Helsinki

Tallinn

3

Parnu
Salacgrīva
Limbaži

このツアーは、UNESCO世界文化遺産に登録されて
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で周り、首都
と合わせて田園地方なども旅行することで、
より価
値のある旅にすることが出来ます。各国の田園地方
で、伝統的な民族文化に触れたり、
ファームでの生
活を体験します。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。

1日目：

フィンランドのヘルシンキに到着
ヘルシンキ宿泊

80Km

プログラム所要時間： 8時間

ヘルシンキ市内観光 1
ヘルットニエミ
（Herttoniemi）にあるマリメッコ本社へ。
その後、ヘルシン
キ中心を観光します。
シウンティオへ移動し、
プヌス ファームを訪問。ホストのスザンヌがファー
ムを案内してくれます。森の中を少し歩きます。

その後、
ロホヤにあるトゥトゥリ鉱山博物館を訪問。地下100mでシベリウ
スのフィンランディアを聞きながら光のショーをお楽しみ下さい。 2
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ROUTE：ヘルシンキ
（HELSINKI）– ロホヤ
（LOHJA）– ヘルシンキ – ストックホル
ム
（STOCKHOLM）– ストックホルム群島
（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

3日目：

シウンティオ
（SIUNTIO）– ヘルシンキ
（HELSINKI）–
ストックホルム
（STOCKHOLM）
クルーズ船：  

ヘルシンキ
（HELSINKI）– シウンティオ
（SIUNTIO）–
ロホヤ
（LOHJA）

キサカッリオ宿泊

所要日数：8泊9日間

運 転 距 離：

2日目：
運転距離：  

Riga

ヘルシンキ市内観光

45Km
   
16時間30分

ヘルシンキ大聖堂、元老院広場、国会議事堂、オールドマーケットホ
ール、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、デザイン ディストリクト、
スオメンリンナ要塞など観
光します。

観光後、ヘルシンキからストックホルムまで、
タリンク&シリヤ ライ
ンのSilja SerenadeもしくはSilja Symphonyに乗船して移動します。
（17:00-09:30）
クルーズ船宿泊

4日目：

ストックホルム

ストックホルム群島には、３万以上の島々、古い漁村、何世紀も前に
造られた古い街、入り江、崖、砂のビーチがあります。
（www.stockholmarchipelago.se）
ストックホルム宿泊

5日目：

ア

17時間

ー

クルーズ船：  

ツ

ストックホルム
（STOCKHOLM）– リガ（RIGA）
ストックホルム市内観光
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
最大の半球の建物にあるスカイビュー、ユールゴールデン島 など観光しま
す。 3 4

観光後、
ストックホルムからリガまで、
タリンク&シリヤ ラインのIsabelleもし
くはRomantikaに乗船して移動します。
（17：00 - 11：00）
クルーズ船宿泊

6日目：

リガ（RIGA）
運転距離：

9

30Km         

プログラム所要時間： 6時間

リガ市内観光
世界最大級のパイプオルガンがあるリガ大聖堂、聖ペテロ教会の尖塔、
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観光します。
リガの旧市街
は、UNESCO世界遺産に登録されています。
リガの少し外れにあるラトビア民族野外博物館には、国内の4つの全ての
州から118もの歴史的建造物が移築されていて、それらを見学することが出
来ます。 5

6

5

7

2

リガ宿泊

7日目：

リガ（RIGA）– リンバジ
（LIMBAŽI）– サラツグリーワ
（SALACGRĪVA）– パルム
（PÄRNU）
222km      
2.2km、1時間30分
プログラム所要時間： 12時間
運転距離：  
歩行距離： 		

鍛冶屋のワークショップ（www.celotajs.lv/en/e/kalejs_kaspars_auza）
。
ハンドメイド ランタン、燭台、
ちょうつがい、暖炉の器具、階段の手すりや門
など作っており、18世紀の作品も展示しています。

ヅィルヌペス ファーム（www.celotajs.lv/en/e/dzirnupes?lang=en）

ラトビアの伝統あるファームで、ホストが切株からドラムを作ったり、弓矢の
使い方を教えてくれます。
また、女性がお嫁に出るまでに身に付けるべき家
事などを教えてくれる、花嫁修行のプログラムもあります。 6
昼食は、
レストラン プラワスで食べます。
（www.plavashotel.lv）

トルクセ ネイチャー トレイル（www.visitestonia.com/en/
rmk-rannametsa-tolkuse-nature-andstudy-trail）

円形のトレイルで、一部は木道です。砂丘と松林を通り抜けるとトルクセ湿
原が広がります。
（2.2Km、1.5時間）

ヌルカ ツーリズム ファーム（www.visitestonia.com/en/nurka-farm）

ガイド付きトルクセ湿原のハイキングや、サウナ、手工芸ワークショップな
ど出来ます。
パルヌ宿泊

8日目：

パルヌ
（PÄRNU）– タリン
（TALLINN）
運転距離：  

9日目：

タリン
（TALLINN）– ヘルシンキ
（HELSINKI）
クルーズ船：  

タリン市内観光 9

2時間

タリン市内を徒歩とバスで観光します。徒歩観光では、
トームペア城や13
世紀に建てられた大聖堂、19世紀に建てられたロシア正教会アレクサン
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への
参加を祝い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。
バスでは、
タリン郊外や歌の広場、聖ブリジット修道院、ピリタ地区を周り
ます。
観光後、
タリンからヘルシンキまで、
タリンク&シリヤ ラインのStarもしく
はMegastarに乗船して移動します。
ヘルシンキ到着後、空港へ移動し帰国の途へ。

140Km      

プログラム所要時間： 8時間

下記から最大3カ所に立ち寄ることが出来ます。

1）ハーバル ビオロジカル ファーム
（www.visitestonia.com/en/herb-garden-ontamme-farm）

2）
アルパカ ファーム
（www.visitestonia.com/en/alpaca-farm-thelargest-in-estonia?site_preference=normal）

ゲストはアルパカに触れたり餌をあげたり、ヤギや羊、
ウサギ、鶏にも触れ
合えます。

3）ヤーニハンソ シードル ハウス＆果樹園
（www.jaanihanso.ee/about-us/） 7

果樹園で収穫したリンゴを使ってシードルを作ります。5種類のサイダーを
テイスティング出来ます。

4）ルフトレ ファーム
（www.luhtre.ee/en） 8
昔ながらのレシピで作ったオーガニック料理を提供しています。時間があ
れば、
夕食が食べられるかもしれません。
タリン宿泊

8

4
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デスティネーション エリア  

フィンランド南岸部、
エストニア、
ラトビア
フィンランド南岸部、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沿岸線で隣り合っています。
国々の移動距離が比較的短く、EUに加盟しているので入国手
続きの必要がなく、時差もないことや、同一通貨EUROを使用
し気候も似ていることから、3国を一度の旅行で訪れることは
非常にスムーズです。

フィンランド湾に浮かぶ島スオメンリンナ要塞やタリン旧
市街、
リガのアールヌーヴォー建築群は、UNESCO世界遺産
に登録されています。一方、田園地方では美しく長く続く海
岸線や独特の環境を持つ国立公園、伝統ある古い街などが
あります。そして、田園地方の人々は、伝統的な生活を今で
も大切に受け継いでいます。

また、3国の人々はライフスタイルや気性も似ており、言
語や芸術、工芸品、食事や伝統にもその様子が表れており、
どの国も自身のユニークなアイデンティティに誇りを持って
います。

それぞれ母国語を有する一方で、大都市では英語も非常に
よく通じます。
しかし、田園地方では英語があまり通じないと
ころもあるので、通訳がいるとより安心です。

各国の情報
•
•

車は右側通行
電気プラグはヨーロッパ式（Cタイプ）

フィンランド

エストニア

ラトビア

ヘルシンキ

タリン

リガ

338 424

45 227

64 573

5 487 308

1 315 635

2 023 825

17

28.4

31

言語

フィンランド語
一部スウエーデン語
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

通過

EUR

EUR

EUR

首都

国土（km²）
人口（人）
人口密度（km²）

電話の国コード
時刻帯
気候
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+ 358

GMT + 2 hours

+ 372

GMT + 2 hours

+ 371

GMT + 2 hours

夏は暖かく、春と秋は穏やかで、冬は寒いです。
最も暖かい7月は平均気温17度、最も寒い1月は平均気温-4度です。

各国へのアクセス
各国へのアクセスは、
フライト、
フェリー、バスなど様々な方法で移動が可能です。
主要空港は、
フィンランドの首都ヘルシンキ、エストニアの首都タリン、
ラトビアの首都
リガです。主要港は、
フィンランドの首都ヘルシンキ、エストニアの首都タリン、
ラトビア
の首都リガやリエパーヤ、ヴェンツピルスです。
また、エストニアでは島と本土を地元のフェリー会社が繋いでいます。
リガとタリン間
は便利な国際線バスが走り、
タリンとヘルシンキ間はフェリーでの移動がスムーズです。

航空会社
フィンエアー（Finnair）
フィンランドのフラッグ キャリアです。
ヘルシンキはヨーロッパのハブ空港
で、
ヨーロッパ各国の主要都市へ繋
いでいます。
www.finnair.com
日本航空（Japan Airlines）
世界有数の高い質を誇る、
日本の主
要航空会社です。
www.jal.com

エアー バルティック
（airBaltic）
ラトビアの国営航空会社で、同時に格
安航空会社も運営しています。
リガ、
ビリニュス、
タリンを中心にヨーロッ
パの50以上の都市を繋いでいます。
www.airbaltic.com

ノルディカ
（Nordica）
エストニアの国営航空会社で、ポーラ
ンド航空と協力関係にあります。
www.nordica.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
     時間程です。

フェリー
タリンク&シリヤ ライン
（TallinkSilja
Line）
質の高いサービスでミニクルーズや
旅客船を運行しているフェリー会社
です。
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フェリー
会社です。
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
社も運営しています。
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
地元のフェリー会社が、エストニアの
本土と島々を繋いでいます。
キヒヌ島とその他の小さな島々を繋
ぐ船会社
www.veeteed.com
ムフ島やヒーウマー島、サーレマー
島を繋ぐ船会社
www.praamid.ee

チャーター バス
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
行会社も運営しています。
Phone: +358 19 2481004
Email: info@frimantravel.fi
Website: www.frimantravel.fi
ゴー バス チャーターズ
(Go Bus Charters）
高品質なバス、
ミニバスをバルト各
国と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柔軟な
サービスと親切なドライバーが自慢
です。
Phone: +372 631 0011,
+372 55 645 753
Email: tellimine@gobus.ee
Website: 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
ー会社です。
運転には、運転免許証と国際免許が
必要です。右側通行です。
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各国の田園ツーリズム協会

VISIT SOUTH COAST FINLAND
BALTIC COUNTRY HOLIDAYS
Baltic Country Holidays（Lauku celotajs）は、
ラトビアを
拠点とした田園ツーリズム協会で、1993年に設立されま
した。
ラトビアの田園地方にある家族経営の小さな宿
泊施設やその他のサービスを提供する会社を、
とりまと
めている組織です。設立以降、規模を拡大しバルト地域
全体をカバーして、様々な種類の商品を開発してきまし
た。サプライヤーや、幅広い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います。
住所：
Kalnciema 40, Riga, Latvia
Phone: +371 67617600
E-mail: lauku@celotajs.lv
Website: www.countryholidays.lv

Visit South Coast Finlandは、
フィンランド南岸部の観
光協会です。地元の観光起業家によって所有及び運営
され、旅行者にとって最高のツーリズム体験を追求し
ています。小さなキャビンから大規模なスパやスポー
ツ施設、森の中で自分で食べる物を作るようなレスト
ランから、最高級レストランまで、澄んだ自然や世界的
に知られているフィスカルス村のガラス吹き製法など、
様々なアクティビティがあります。
この地域は、ヘルシ
ンキの近くに位置している為、
フィンランドの生活様式
や文化、
自然と、他にはない組み合わせを提供するこ
とが出来ます。
住所：
Laurinkatu 50, 08100 Lohja, Finland
Phone: +358 44 369 1309
E-mail: tourist@lohja.fi
Website: www.visitlohja.fi

ESTONIAN RURAL TOURISM ASSOCIATION
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を提供する会社の共通の利益
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方
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
Phone: +372 600 9999
E-mail: eesti@maaturism.ee
Website: www.maaturism.ee

w w w.balti csea . cou n t r yh olida ys. in fo
84 |

GO RURAL 2020

ツアーオペレーター
BALTIC TRAVEL
GROUP
Contact person: Mrs. Santa Feodorova
Phone: +371 67228428
E-mail: info@btgroup.lv
Website: www.baltic.travel
Baltic Travel Group は、個人、
グループ、企業へあらゆる種
類の旅行を提供するバルト諸国において主要なデスティ
ネーション マネージメント カンパニー
（DMC）
です。17年
に及ぶ経験豊富な専門家が揃うチームは、
ラトビアをはじ
め、
リトアニア、
エストニア、
スカンジナビア、ポーランド、
ロ
シアなど90ヵ国から625,000人以上の旅行者へサービスを
提供してきました。また、
日本の旅行者に対しても長期に渡
りサービスを提供しています。

ESTRAVEL LTD.
Estravel Latvia - Baltcoming
Contact person: Ms. Anta Jokste
Phone: +371  6 7288 494,
Fax +371  6 7287 977
E-mail: info@baltcoming.lv
Estravel - Baltcoming は、バルト三国、
スカンジナビア、
ロシアでのサービス
を提供しています。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 カンパ
ニー(DMC)、
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で、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。

BALTIC
TOURS LTD.
Contact person:
Mrs. Asmik Tsaturjan  
Phone: +372 630 0460
E-mail: incoming@baltictours.ee
Website: www.baltictours.eu
Baltic Toursは、1989年に設立された経験豊富な旅行会社
でインバウンド専門のツアーオペレーターです。
レジャー
やビジネスが目的のグループの為に、
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。
主な活
動範囲は、
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
行会社へのサービスだけではなく、特別な興味のある旅行
者へは、
テイラーメイド商品やインセンティブ プログラム
も提供しています。

DMC REISIEKSPERT
Contact person: Mr. Ants Norak
Phone:  +372 610 8631
E-mail: incoming@reisiekspert.ee
Website: www.travel-expert.eu
DMC Reisiekspert 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、
様々なサー
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 カンパニー
（DMC）及び旅行会社とし
ての経験を持ち、
エストニア、
ラトビア、
リトアニア、
ロシア及
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
Phone:  +372 627 0505
E-mail: incoming@holidays.ee
Website: 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 カンパニー
（DMC）
です。弊社の評判は、信頼
性、柔軟性、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。
取り扱うデスティネーションと仕事に誇りを持
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。
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
トや特別な興味を持つグループも歓迎します。

E-TURIST LTD. /
BALTIC INCOMING
TOUR OPERATOR
Contact person: Triinu Tammiste
Phone: +372 744 1687
E-mail: triinu@e-turist.ee
Website: 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」へのツアーもご案内します。
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、
ファームステ
イ、
エストニアの特別な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。経験豊富なスタッ
フが旅行者を満足させます。
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GO TRAVEL
Contact person:  Mrs. Hele Lahtvee
Phone: +372 631 0124
E-mail: hele.lahtvee@go.ee
Website: incoming.gotravel.ee
Go Travel は、バルト三国において様々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。弊社のパートナーは、Go Bus
Charter ServicesとGo Hotel Shnelliです。
「1つの場所から全
てのサービスを提供する
という原則に基づき、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。

FRIMAN TRAVEL
Phone: +358 19 2481004
E-mail: info@frimantravel.fi
Website: www.frimantravel.fi
Friman Travelは、1967年に設立されました。そして、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用
意しています。弊社のブランドである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。8台の最新バスを保有し、最も小さいバスの座席
は19席、最も大きいバスの座席は50席あります。

HOOKEDBYNORTH
Phone: +358 401522952
E-mail: helga@hookedbynorth.com
Website: www.hookedbynorth.com
フィンランドに拠点を置き、北欧のホスピタリティーを大切に
した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。
旅行者へ”HookedByNorth”規格を保証する為に、最高のサプ
ライヤーと一緒に、丁寧かつ広範囲に活動をしています。そし
て、常に旅行者は北欧のプロ意識に触れることが出来ます。
サービスには、FIT、
グループ、MICEグループの地上手配に必
要なサービスが全て含まれています。
また、HookedByNorth
のビジネスクラス体験では、VIPクラスのFITやグループの旅
行者に最適で、5星クラスのサービスとクオリティに重点を置
いています。
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TALLINK
SILJA LINE
E-mail: international.sales@tallinksilja.com
Website: www.tallinksilja.com
TALLINK SILJA LINEは、バルト海で最もモダンな船を持ち、様
々な種類の船旅を提供しています。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
Phone: +372 6886 400
E-mail: tll@tumlare.com
Website: www.tumlare.com
Tumlare Corporationは、1972年にコペンハーゲンに設立さ
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。常に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。
リピーターが多
いという実績が、弊社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 カンパニー（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
主な事業分野に関わっています。事業分野とは、
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
ネジメントなどです。

VIA HANSA
Contact person:  Mrs. Kylli Karing
Phone: + 372 6277 870
E-mail: tallinn@viahansa.com
Website:  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。
プロダクトには、バルト海地域と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。
また、
アジアの顧客へのサービスに関して25年もの経験を持
ち、
レジャーやMICEに関しても高品質な旅行サービスを提供
します。

PORKKALA TRAVEL
Phone: +358 92564040
E-mail: info@seaction.com
Website:
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、Porkkala Parenthesis Associationが行う、マー
ケティング活動や販売ルートを提供しています。
サービスは、西ウーシマー地方、ポルッカラとその地域の歴史
を中心に取り扱っています。ポルッカラの文化、歴史、田園地
方は、会議や祝賀会、その他のレジャー アクティビティの為の
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
アーやイベント、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などが全て利用可能です。

VISIT
SOUTHPOINT
FINLAND
Phone: +358 442772882

E-mail: henrica@visitsouthpointfinland.fi
Website: www.visitsouthpointfinland.fi
Visit Southpoint Filandは、美しいフィンランド南岸部の思い
出に残るツアーを提供しています。西ウーシマー地方は、ヘル
シンキから車でわずか1時間の場所にあります。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為に、ツアー
プログラムを提供しています。Visit Southpoint Filandは、ツア
ーオペレーター（登録番号 1202/16 / Mj）に登録しています。
西ウーシマー、ヘルシンキ西部の旅行会社の協会を管理して
おり、2013年に設立された公式の地域観光組織であるVisit
South Coast Finlandと密接な協力関係を築いています。

フィンランド南岸部、エストニア、
ラトビアのルーラル ツーリズムのデスティネーションについての
日本語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、
ラトビアについて更に詳細な案内をしています 。
FINLAND, ESTONIA, LATVIA:

www.visitfinland.com - official tourism website of Finland
www.visitestonia.com - official tourism website of Estonia
www.latvia.travel/ja - official tourism website of Latvia
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CAITOプリジェクトに関して
このプロジェクトは、
フィンランド南岸部観光協会、
エストニア田園
ツーリズム協会、
ラトビア田園ツーリズム協会が日本をターゲット
に行っているプロモーションです。

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.

