サーリセルカ – 冬のサファリ 2018 ー
2019
（2018年12月1日～2019年4月14日）

1.スノーモービルの手ほどき
9:00～10:00
く）

毎日（日曜を除

スノーモービルに挑戦してみたい！でもちょっと不安。という方に、 ぴったりのサファ
リです。初めてでも、ガイドが分かりやすくスノーモービルの乗り方や操作方法をお教
えします。運転に慣れるまで、短いコースで練習走行も行いますのでご安心ください。
初心者の方でも難なく乗れる、安全に配慮した特別なスノーモービルをお使いいただき
ます。練習を終えたら、長距離のサファリに出かける準備は完了です！
所要時間：1時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 85ユーロ

大人 85ユーロ

大人 69ユーロ

子供（4～14歳）64ユーロ

子供（4～14歳）43ユーロ

子供（4～14歳）35ユーロ

2.シーニックサファリ
9:30～12:00、13:00～15:30
土曜

火曜、木曜、

スノーモービルで行くこのサファリツアーでは、のんびりとドライブしながら、ラップ
ランドの大自然の美しさをお楽しみいただけます。 頂上まで続く山間の道を登りきると
、目の前に美しい光景が広がります。ツアーの所々で絶好ポイントで休憩をとりますの
で、カメラをお忘れなく！温かいベリージュースで一息つく時間もご用意しています。
所要時間：2.5時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 122ユーロ

大人 122ユーロ

大人 103ユーロ

子供（4～14歳）92ユーロ

子供（4～14歳）61ユーロ

子供（4～14歳）52ユーロ

3.ドライバーの夢コース
11:00～14:00

毎日（日曜を除く）

スノーモービルを自分で運転してみたいあなたにぴったりのサファリです。 サファリ
には様々なルートがありますので、スノーモービルの操縦をたっぷり楽しむことができ
ます。同乗者なしでスノーモービルを運転できるため、解放感を存分に味わうことがで
きます。ドライブでは、広大な自然の中で、息をのむような風景に出会うことでしょう
。途中休憩では温かいベリージュースをお楽しみください。ご注意：このサファリは参
加者全員がスノーモービルを運転するため、18歳以上の有効な運転免許証をお持ちの方
に限ります。
所要時間：3時間 | シーズン別料金（一人乗り追加料金を含む）
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズン C：
2019年3月25日～4月14日

大人 183ユーロ

大人 183ユーロ

大人 149ユーロ

4.クロスカントリースキー体験
10:00～12:00

火曜、木曜、土曜

スキー板を装着してポールを握ったら、純白の大自然の中を滑り抜けましょう。スキー
は初めてという方でも、基礎からご説明します。休憩時間には温かいベリージュースを
お楽しみください。料金には、17:00までのスキー用品一式のレンタル代が含まれていま
す。プログラム終了後も、自由にスキーをお楽しみいただけます。ご注意：このサファ
リは12歳以上の方に適しています。
所要時間：2時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 70ユーロ

大人 70ユーロ

大人 58ユーロ

子供（12～14歳）53ユーロ

子供（12～14歳）35ユーロ

子供（12～14歳）29ユーロ

5.ファットバイクで出かけるスノーアドベンチャー
13:00～16:00
火曜、木曜、土曜
ファットバイクに乗って、ガイド付きのスノーアドベンチャーを体験してみませんか？
自転車とヘルメットを受け取り、操縦方法について説明を受けたら、雪に覆われた美し
いサーリセルカの大自然へのアドベンチャーの始まりです。アドベンチャーでは、森と
自然の穏やかな静寂をたっぷりとお楽しみください。途中休憩では、キャンプファイヤ
－を囲み、ソーセージと温かいベリージュースで体を休めてください。ご注意：
このツアーは12歳以上の方に適しています。 また、乗り方など自転車の基礎知識が必要
です。
所要時間：3時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 95ユーロ

大人 95ユーロ

大人 83ユーロ

子供（12～14歳）71ユーロ

子供（12～14歳）48ユーロ

子供（12～14歳）42ユーロ

6.ショートスキー体験ツアー
13:00～16:00

月曜、水曜、金曜

アルタイスキーのツアーに参加して、雪で覆われた森の中を滑り抜けてみませんか？シ
ョートスキーとも呼ばれる「アルタイスキー」は、ゲレンデサイドの森を滑るために、
スノーシューとスキーの要素が組み合わされた、使いやすいスタイルです。スキー初心
者の方でも問題なく遊ぶことができます。ツアーでは、スキー用品一式をお貸しします
。アドベンチャーではまず、ショートスキーを楽しむために、白銀が広がる場所まで5分
から10分車で移動します。また、ガイドが皆様を付近の小川にご案内し、キャンプファ
イヤーで軽食を楽しみながら、素晴らしい大自然をゆっくり堪能できる時間もあります
。サーリセルカへは、ショートスキーで戻ります。ご注意：このサファリは12歳以上の
方に適しています。
所要時間：3時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 90ユーロ

大人 90ユーロ

大人 78ユーロ

子供（12～14歳）68ユーロ

子供（12～14歳）45ユーロ

子供（12～14歳）39ユーロ

7.スノーモービルで行く魚釣り
9:00～13:00

火曜、金曜

スノーモービルでサーリセルカの北へ。人里離れた静かな湖に向います。氷に穴をあけ
たら、いよいよアイスフィッシングに挑戦。ラップランドの澄んだ水に泳ぐ美しい魚、
北極イワナが釣れることもあります。焚き火を囲んで軽食を楽しみ、釣れたての魚をそ
こで調理することもできます。
所要時間：4時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 158ユーロ

大人 158ユーロ

大人 130ユーロ

子供（4～14歳）119ユーロ

子供（4～14歳）79ユーロ

子供（4 ～14歳）65ユーロ

8.トナカイファームへのスノーモービルサファリ
13:00～16:00

月曜、木曜、土曜

スノーモービルでトナカイファームへ向かいます。ファームに到着したら、サーミ族が
皆様を歓迎いたします。そして、ラップランド先住民族の文化や、トナカイの遊牧生活
に関する興味深い話を聞かせてくれます。ここでは、ラップランド式にトナカイを投げ
縄で捕まえるワザに挑戦することができます。もちろん、トナカイぞりを楽しむ時間も
あります。ツアーの終わりのコーヒーブレイクでは、ラップランドの文化やトナカイに
ついての知識を深めることができるでしょう。
所要時間：3時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 158ユーロ

大人 158ユーロ

大人 142ユーロ

子供（4～14歳）119ユーロ

子供（4～14歳）79ユーロ

子供（4～14歳）71ユーロ

9.ハスキーファームへのスノーモービルサファリ
13:00～18:00

火曜、金曜、日曜

このサファリでは、スノーモービルに乗ってサーリセルカ北部に位置するハスキーファ
ームを訪問して、 犬ぞりを体験します。ファームに到着したら、まずはハスキー犬たち
の熱烈な歓迎を受けます。犬の扱い方を習った後は、ハスキーの引くそりに乗って約25
分間の楽しいドライブがスタートです。そりは2名様乗りで、途中で操縦を交代すること
もできます。サファリの終わりには、テントで温かいジュースを飲みながら、ハスキー
ファームに関する貴重な話を聞く機会があります。サファリではランチもお楽しみいた
だきます。サーリセルカへは、スノーモービルで戻ります。
所要時間：5時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 193ユーロ

大人 193ユーロ

大人 162ユーロ

子供（4～14歳）145ユーロ

子供（4～14歳）97ユーロ

子供（4～14歳）81ユーロ

10.白銀の静寂の世界をスノーシューで
（10:00～12:00）

月曜、水曜、金曜

冬山を満喫しに出かけましょう。スノーシューを装着して、まるで絵葉書のように一面
雪に覆われた大自然を堪能するアドベンチャー。ツアーは、目印付きのルートだけでな
く、誰も歩いた跡のない深い雪の上も進みます。運がよければ、雪の上にウサギやキツ
ネ、ライチョウの足跡を発見できるかもしれません！散策の途中には、写真撮影の時間
や温かいベリージュースを楽しむ休憩があります。ご注意：このサファリは12歳以上の
方に適しています。
所要時間：2時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 70ユーロ

大人 70ユーロ

大人 58ユーロ

子供（12～14歳）53ユーロ

子供（12～14歳）35ユーロ

子供（12～14歳）29ユーロ

11.大自然の真ん中で
9:00～14:00/15:00

水曜、土曜

スノーモービルで大自然をゆくサファリです。アウトドアを満喫、大自然を思い切り体
感していただきます。丘を横切り、細い谷間をくぐり抜けて最初のポイントに到着。こ
こでは、アイスフィッシングやスノーシューに挑戦することができます。さらに森の奥
へ進むと、1mほど積もった雪の下にある食べ物を探すトナカイの群れを見られるかもし
れません。注意して観察すれば、他にも色々な森の動物たちに出会うチャンスもあるで
しょう。移ろいやすいラップランドの天気は、寒さが吹雪になったかと思えば、次の瞬
間には日光がカリカリとしたまっさらな雪の上に降り注いだりします。スノーモービル
のルートは、天候やその時の状況によって変更される場合があります。ツアーでは、ラ
ップランドスタイルの素晴らしい昼食をお楽しみください。ご注意：このサファリは15
歳以上の健康状態の良好な方のみ参加いただけます。
所要時間：5～6時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 204ユーロ

大人 204ユーロ

大人 168ユーロ

12.トナカイサファリ
9:30～11:30

毎日

北極の伝統的な移動手段、トナカイぞりに挑戦できるサファリです。その昔、ラップラ
ンドに暮らす人々にとって、冬の交通手段といえば、トナカイが引くそりだけでした。
キャラバンの規模によっては、25頭から30頭ほどのトナカイたちと移動することがあっ
たようです。のんびり歩くトナカイのベルの音だけが響こえ、美しい雪景色の中を伝統
的なそりに乗るツアーをお楽しみください。途中、焚き火のそばで温かい飲み物をお召
し上がりください。ホテル間の送迎はミニバスで行われます。
所要時間：2時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 127ユーロ

大人 127ユーロ

大人 113ユーロ

子供（4～14歳）95ユーロ

子供（4～14歳）64ユーロ

子供（4～14歳）57ユーロ

13.ハスキーサファリ
ハスキー犬のチームと遊ぶ冬のサファリ。ファームに到着したら、まずは犬たちの熱烈
な歓迎を受けます。犬ぞりコースに出る前に、まずは2人乗りそりの操縦方法について学
びます。途中で操縦者の交代が行われます。休憩時間には、マッシャーがハスキー犬と
そのライフスタイル、トレーニングにまつわる興味深い話を聞かせてくれます。もちろ
ん、写真撮影の機会も設けられます。。焚き火のそばで温かい飲み物をお召し上がりく
ださい。ハスキーファームへの移動はバスで行われます。

10:30～13:30

毎日

所要時間：3時間（移動を含む。ハスキー犬ぞりのドライブ約1時間）
シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 175ユーロ

大人 175ユーロ

大人 160ユーロ

子供（4～14歳）131ユーロ

子供（4～14歳）131ユーロ

子供（4～14歳）120ユーロ

10:30～15:30

月曜、水曜、土曜

所要時間：5時間（移動を含む。ハスキー犬ぞりのドライブ約2時間）
シーズン別料金（昼食込み）
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 213ユーロ

大人 213ユーロ

大人 192ユーロ

子供（4～14歳）160ユーロ

子供（4～14歳）160ユーロ

子供（4～14歳）144ユーロ

14.トナカイぞりでナイトサファリ
12月～1月19:00～21:00
2月～3月20:00～22:00

月曜、水曜、金曜
月曜、水曜、金曜

トナカイの引くそりに乗って静かな夜の森へ向かいます。運が良ければ、上空にゆらめ
くオーロラを見ることができるかもしれません！焚き火で暖を取りながら温かい飲み物
を飲み、森の声や焚き火のはぜる音に耳を澄ませば、北極の夜がどれほど静かで明るい
か実感していただけることでしょう。
所要時間：2時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 136ユーロ

大人 136ユーロ

大人 122ユーロ

子供（4～14歳）102ユーロ

子供（4～14歳）68ユーロ

子供（4～14歳）61ユーロ

15.スノーシューでオーロラウォーク
12～1月 19:00～21:00
2～3月 20:00～22:00

火曜、金曜、日曜
火曜、金曜、日曜

北の地の森で、本格的な冬の夜を味わってみてください。ガイドが、スノーシューを履
いて雪道を歩く方法を説明します。雪の上を歩く中、雪原に美しい陰影をつける月や星
のほのかな光を目の当たりにするでしょう。途中の休憩地点では、温かいベリージュー
スで一休み。大自然の静寂を堪能していただけます。運がよければ、オーロラが姿を現
すかもしれません。ご注意：このサファリは12歳以上の方に適しています。
所要時間：2時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 70ユーロ

大人 70ユーロ

大人 58ユーロ

子供（12～14歳）53ユーロ

子供（12～14歳）35ユーロ

子供（12～14歳）29ユーロ

16.オーロラそり（スノーモービルの引くそり）
19:00～22:00

火曜、水曜、金曜

このサファリでは、ゆったりとそりに座ったまま、景色とドライブを楽しんでいただけ
ます。ガイドが、美しい丘陵地帯で、北極の空を見渡すことができるポイントにご案内
します。その後、原生地の中にたたずむキャビンに向かい、大自然を満喫しながら温か
いベリージュースを召し上がりください。運がよければ、澄んだ空に月や満天の星、さ
らにオーロラが見えるかもしれません。
所要時間：3時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 89ユーロ

大人 89ユーロ

大人 73ユーロ

子供（4～14歳）67ユーロ

子供（4～14歳）45ユーロ

子供（4～14歳）37ユーロ

17.思い出の夜を作るアドベンチャー（イグルーヴィレッジを訪問）
19:00～23:00（4月は実施されません）
月曜、木曜、土曜
このサファリは、北極の夜を満喫するアドベンチャーにミニバスで皆様をお連れします
。ミニバスに乗ってイグルーヴィレッジへ。ここでは、近くの森を散策したり、巨大な
雪のイグルーの中からオーロラを観察することができます。イグルーの中で美しい氷の
彫刻を鑑賞したり、屋外では照明に照らされた小道を歩いてラップランドの大自然に触
れることもできます。運がよければ、澄んだ空に月や満天の星、さらにオーロラが見え
るかもしれません。その後は、ラップランドの伝統的な木製のロッジ「カンミ」でディ
ナーをお楽しみください。カンミ内のバーは、ツアーの間中オープンしています（バー
のお飲み物は各自でお支払いください）。ツアーの終わりには、オーロラ探索をした証
明として、場所、日付、お名前入りの証明書が発行されます。ご注意：プログラムのデ
ィナーはセットメニューです。特別な食事制限のある方やアレルギーがある場合は、事
前にお知らせください。
所要時間：4時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 149ユーロ

大人 149ユーロ

-

子供（4～14歳）112ユーロ

子供（4～14歳）75ユーロ

-

18.スノーモービルで行く思い出の夜を作るアドベンチャー（イグルーヴ
ィレッジを訪問）
18:00～23:00（4月は実施されません）
月曜、木曜、土曜
スノーモービルで雪深い森や遮るものが何もない丘陵を超え、エキゾチックな北極の夜を経験
してください。幸運に恵まれ、空が晴れ渡っていれば、月、星、時にはオーロラがあなたの道
筋を照らします。スノーモービルに乗ってイグルーヴィレッジへ。ここでは、近くの森を散策
したり、巨大な雪のイグルーの中からオーロラショーを観察することができます。イグルーの
中で美しい氷の彫刻を鑑賞したり、屋外では照明に照らされた小道を歩いてラップランドの大
自然に触れることもできます。運がよければ、澄んだ空に月や満天の星、さらにオーロラが見
えるかもしれません。その後は、ラップランドの伝統的な木製のロッジ「カンミ」でディナー
をお楽しみください。カンミ内のバーは、ツアーの間中オープンしています（バーのお飲み物
は各自でお支払いください）。ツアーの終わりには、オーロラ探索をした証明として、場所、
日付、お名前入りの証明書が発行されます。サーリセルカへは、バスで戻ります。ご注意：プ
ログラムのディナーはセットメニューです。特別な食事制限のある方やアレルギーがある場合
は事前にお知らせください。
所要時間：5時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 198ユーロ

大人 198ユーロ

-

子供（4～14歳）149ユーロ

子供（4～14歳）99ユーロ

-

19.オーロラを探索するミニバスツアー
20:00～23:00

火曜、金曜、日曜

このツアーでは、オーロラ探索へミニバスでご案内します。 ガイドが、北極の自然現象
を観察するためのベストスポットにご案内します。幸運に恵まれ、空が晴れ渡っていれ
ば、月、星、時にはオーロラが姿を現します。移動中は、ガイドがオーロラにまつわる
話や、ラップランドの人々の生活について教えてくれます。

所要時間：3時間 | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月1日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 98ユーロ

大人 98ユーロ

大人 78ユーロ

子供（4～14歳）74ユーロ

子供（4～14歳）49ユーロ

子供（4～14歳）39ユーロ

_______________________________________________________________________

私たちにお任せください
ご自分だけの自然を満喫してください！
スノーシュー、防寒服のパッケージ、クロスカントリー – 森林 – アルタイスキー、フ
ァットバイク用の日常備品のレンタルもお任せください！

季節限定の特別プログラムについてはウェブサイトをご覧ください
www.laplandsafaris.com

宿泊付きアドベンチャーについてはウェブサイトをご覧ください
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

ワンランク上のサファリ
特別待遇の出発、防寒服などをホテルに直接お届け
お問い合わせ: saariselka@laplandsafaris.fi

プログラム参加についてのご注意
期間：
すべてのサファリプログラムは、2018年12月1日から2019年4月14日までサーリセルカで実施され
ます。出発保証。すべてのサファリプログラムは、少なくとも大人2名の参加が必要です。
ご予約、お問い合わせ：
Lapland Safaris North LTD Saariselkä • Saariseläntie 13 • 99830 SAARISELKÄ, FINLAND
電話：+358
(0)
16 33
11280
•
Eメール：saariselka@laplandsafaris.fi
www.laplandsafaris.com

•

お電話でのお問い合わせは午後10時まで受け付けています（+358 16 33 11 280）
ホテルのレセプションでもご予約を承ります
ラップランドサファリオフィスでも可能です
ウェブショップ: safaris.fi/saariselka
子供料金：
子供料金は、4歳から14歳までのお子様に適用されます。
スノーモービル：子供料金では、お子様はガイドが運転するスノーモービルに引かれたソリにお
座りいただきます。身長140cm以上のお子様は、大人と同じ料金をお支払いいただいた場合、スノ
ーモービルの大人の後部座席に乗ることができます。
スノーシューやスキーなどのアクティビティは体力が必要とされる場合があるため、プログラム
が子供向けに設定されていない限り、12歳未満のお子様には適していません。
3歳以下のお子様は無料でサファリに参加できますが、すべてのサファリが小さなお子様に適して
いるわけではありません。スノーモービルサファリには、2歳未満のお子様のご参加は推奨されま
せん。Lapland Safaris North LTD は、安全上の理由により（厳しい天候またはルートの状況な
ど）、小さなお子様のご参加をお断りする権利を留保しています。
サファリ料金に含まれるもの：
すべてのサファリには、サーリセルカ地域のご滞在先のホテル/宿泊施設からの送迎サービス、防
寒服と英語によるガイドサービスが含まれています。また、スノーモービルサファリ料金には、2
名が交代で運転するスノーモービルの料金、ガソリン代、運転保険（個人賠償責任額は最大980ユ
ーロ）、メンテナンス料、付加価値税が含まれています。スノーモービルの運転は、18歳以上で
フィンランドで有効な運転免許証を保持している方に限ります。
ご注意：1つのサファリプログラムにつき15ユーロ/1名の一定損害請求額放棄を受けるための追加
料金を支払うことにより、自己賠償額を150ユーロまで引き下げる事が可能です。
お1人での運転も可能です。その際の別途追加料金はサファリによって異なります。
1～4時間、お一人さま45ユーロ
4時間以上、お一人さま85ユーロ
サファリの集合場所：
集合場所はご予約の際にお知らせいたします
一般条項：
スノーモービルサファリは、天候によって変更となる場合があります。サファリ主催者の責任と
して、Lapland Safaris North Ltdは、事前の予告なくプログラムのルート、料金または所要時間
を変更する権利があります。

Lapland Safaris North Ltd は、参加者がご自身または他の参加者に危険を及ぼす恐れがあると
判断した場合、あるいは健康状態が良好でないとみなす場合、サファリを中断する権利がありま
す。この場合、事前に支払われたサファリ代金の払い戻しはございません。
スノーモービルを運転される方は、当該車両を破損させた場合、責任を問われます。1人/スノー
モービル1台/事故1件あたりの最高個人賠償責任額は980ユーロです。
ご注意：スノーシューやスキー、スノーモービル、ハスキー／トナカイサファリなどのプログラ
ムは体力を必要とする場合があります。また、参加者は、あらゆる種類の身体的な負担、スノー
モービルに乗る場合は体への振動、一酸化炭素にさらされる可能性があります。このような要因
による障害を避けるため、また参加者の安全を保証するため、妊娠中の女性にはハスキー、トナ
カイ、スノーモービルなどのプログラムは推奨されません。
プログラムに特別な手配（追加の交通手段など）が必要な場合、その料金は
North Ltd により支払われません。

Lapland

Safaris

プログラム一覧
プログラム
1 スノーモービルの手ほどき 1時間

月
曜

火曜

水曜

木曜

金曜

土曜













2 シーニックサファリ 2.5時間
3 ドライバーの夢コース 3時間
















4 クロスカントリースキー体験 2時間







ファットバイクで出かけるスノーアドベ
5 ンチャー 3時間







6 ショートスキー体験ツアー 3時間



7 スノーモービルで行く魚釣り 4時間

トナカイファームへのスノーモービルサ
8 ファリ 3時間
ハスキーファームへのスノーモービルサ
9 ファリ 5時間
白銀の静寂の世界をスノーシューで 2時
10 間





















11 大自然の真ん中で 5 ～ 6時間

日
曜









12 トナカイサファリ 2時間















ハスキーサファリ 3時間















ハスキーサファリ 5時間









13

14 トナカイぞりでナイトサファリ 2時間
15 スノーシューでオーロラウォーク 2時間



16 オーロラそり 3時間



17 思い出の夜を作るアドベンチャー 4時間

スノーモービルで行く思い出の夜を作る
18 アドベンチャー 5時間
オーロラを探索するミニバスツアー 3時
19 間





























