ユッラス– 冬のサファリ2018 – 2019
（2018年12月1日～2019年4月14日）

1.大自然を体感するスノーモービルサファリ
（15:00～17:00）

月曜、木曜、日曜

雪で覆われた森をスノーモービルで走り抜けます。キンキンに寒い冬の1日をご体験ください！ドライビングの指導と
安全ルールの講習を受けたら、アドベンチャーの準備は万端。このサファリでは、雪に覆われた森をスノーモービルで
走り抜け、ラップランドの大自然に触れます。途中休憩ではホッと一息、温かいベリージュースをお楽しみください。
スノーモービルでサファリクラブに戻ります。
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

大人 99ユーロ
子供（4～14歳）74ユーロ

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 99ユーロ
大人 84ユーロ
子供（4～14歳）50ユーロ 子供（4～14歳）42ユーロ

2.ドライバーの夢スノーモービルサファリ
（11:00～14:00）

火曜、金曜

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召し上がりください。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
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 178ユーロ

大人 178ユーロ

大人 145ユーロ

3.スノーモービルで行くオーロラサファリ
（19:00～22:00/22:30）

月曜、水曜、金曜

4月は開催されません
スノーモービルで雪深い森を走り、エキゾチックな北極の夜をご体験ください。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。スノーモービルでサファリクラブに戻る前に、焚き火を囲ん
でおいしいソーセージの軽食と温かい飲み物をお召し上がりください。ご注意：このサファリは15歳以上の方が対象
です

所要時間：3～3.5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～3月31日

大人 132ユーロ

大人 132ユーロ

大人 108ユーロ

4.スノーモービルで行く魚釣り
（11:00～15:00）

月曜、水曜、金曜

スノーモービルで大自然を走り抜け、魚でいっぱいの湖へと向かいます。伝統的なアイスフィッシングで運試しをし、
魚が釣れたら焚き火での料理法を学んでください。焚き火を囲んで軽食とコーヒーをいただき、ゆったりとした時間を
お楽しみください。スノーモービルでサファリクラブに戻ります。
所要時間：約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

大人 138ユーロ
子供（4～14歳）104 ユーロ

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 138ユーロ
大人 113ユーロ
子供（4～14歳）69ユーロ 子供（4～14歳）57ユーロ

5.トナカイサファリ
（14:00～17:00）

木曜
土曜

（13:30～16:30）

このトナカイぞり体験では、自然の醍醐味を存分に堪能していただけます。本物の家畜世話人から伝統的なトナカイ飼
育の方法などについて話を聞きます。トナカイぞりで走るコースは約4kmになりますので、美しい景色を十分に堪能
していただけます。焚き火の上で淹れたコーヒーとホームメードクッキーをお楽しみください。
送迎は車で行われます。
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

大人 161ユーロ
子供（4～14歳）121ユーロ

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 161ユーロ
大人 145ユーロ
子供（4～14歳）81ユーロ 子供（4～14歳）72ユーロ

6.トナカイファームへのスノーモービルサファリ
（10:30～15:00）

火曜、日曜

壮大な自然の中をスノーモービルで走り、のどかなトナカイファームを訪問し、リラックスした時間を過ごせるサファ
リです。
伝統的なトナカイ飼育にまつわる興味深い話を聞いた後は、トナカイの引くそりに乗り、およそ2
kmの道のりをドライブします。途中休憩では、焚き火を囲んで温かいコーヒーとビスケットをお楽しみください。そ
のままスノーモービルでサファリクラブへ戻ります。
所要時間：約4.5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

大人 159ユーロ
子供（4～14歳）119ユーロ

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 159ユーロ
大人 145ユーロ
子供（4～14歳）80ユーロ 子供（4～14歳）72ユーロ

7.ハスキーサファリ
特別な体験をお探しなら、スポーツ好きなハスキー犬たちの引くそりに乗ってみてはいかがでしょうか。走るのが大好
きで人なつこいハスキー犬たちと、大自然を駆け巡る冒険の旅へとでかけましょう。スピード感あふれる体験の後は、

温かいベリージュースで一息つきながら、愛らしい犬たちの日常生活の様子をうかがい知ることも出来ます。
送迎は車で行われます。

10km ハスキーサファリ
（13:00～16:00）

火曜、金曜

所要時間：約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 185ユーロ
子供（4～14歳）139ユーロ

大人 185ユーロ
子供（4～14歳）139ユーロ

大人 158ユーロ
子供（4～14歳）119ユーロ

5km ハスキーサファリ
（10:00～12:30)
（13:00～15:30）

月曜、土曜
火曜

所要時間：約2.5時間（移動を含む。ハスキー犬ぞりのドライブ約30分）
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 116ユーロ
子供（4～14歳）87ユーロ

大人 116ユーロ
子供（4～14歳）87ユーロ

大人 99ユーロ
子供（4～14歳）74ユーロ

8.終日ハスキーサファリ
（8:30～15:30）
（1月16日より）

水曜、土曜

そりを引く犬たちと過ごす、思い出に残る一日。
必要な装備をすべて受け取った後、バスでハスキーファームへと向かいます。まずは、ハスキーたちの犬舎を訪れ、犬
たちと仲良くなった後、犬の訓練方法を習います。準備ができたら、走るのが大好きなハスキーたちのチームと大自然
へ出かけます。ちょっと一休みして、美しい原野を写真に収め、大自然の中で温かい飲み物とおいしい朝食をお召し上
がりください。犬たちと思い出に残る一日を堪能した後は、再び犬ぞりでハスキーファームへ戻ります。そこでは、こ
こで暮らす犬たちについての興味深い話を聞くことができるでしょう
。ご注意：このサファリは成人の方のみを対象としています。
所要時間：約7時間（移動を含む。ハスキー犬ぞりのドライブ約5時間）
シーズン別料金
シーズンB：
2019年1月16日～3月24日

シーズンC：
2019年3月25日～4月14日

大人 433ユーロ

大人 367ユーロ

9.白銀の静寂の世界をスノーシューで
（10:00～13:00）
（12:00～15:00）

月曜、木曜
日曜

美しい銀世界の中、スノーシューを履いて冒険に出かけませんか。ガイド付きのスノーシューハイキングで、冬の森の
静寂と美しさを体感してください。途中休憩では温かいベリージュースをお召し上がりください。ご注意：このプログ
ラムは一定の基礎体力を必要とします。12歳以上の方に適しています。
所要時間：約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 68ユーロ
子供（12～14歳）51ユーロ

大人 68ユーロ
子供（12～14歳）34ユーロ

大人 56ユーロ
子供（12～14歳）28ユーロ

10.スノーシューでオーロラハンティング
（19:30～22:00）

火曜、木曜

4月は開催されません
スノーシューを履いて、ユニークでエキゾチックなご体験をどうぞ。
スノーシューを受け取り、使用方法の説明を受けたら、まだ誰も踏み込んでいない美しい雪原へと出発します。天候が
良くて運に恵まれれば、美しいオーロラが姿を現し、月明かりに照らされた広大な景色を見ることができます。ご注意
：このプログラムは一定の基礎体力を必要とします。12歳以上の方に適しています。
所要時間：約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～3月31日

大人 74ユーロ
子供（12～14歳）56ユーロ

大人 74ユーロ
子供（12～14歳）37ユーロ

大人 60ユーロ
子供（4～14歳）30ユーロ

11.クロスカントリースキー体験
（11:00～13:00）

火曜、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。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：このツアーは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 68ユーロ
子供（12～14歳）51ユーロ

大人 68ユーロ
子供（12～14歳）34ユーロ

大人 56ユーロ
子供（12～14歳）28ユーロ

12.アルタイスキートリップ
（10:00～13:00）

水曜、金曜

ツリーランの楽しさを体験しましょう！アルタイスキーは、短くて使いやすいツリーラン用のスキー板。スノーシュー
とスキーの要素が合体したスタイルです。スキー初心者の方でも問題なく遊ぶことができます。白い雪に覆われた静寂
の森を、アルタイスキーで行くツアーです。ガイドが、土地の歴史や伝統、広大な自然に関する貴重な話を聞かせてく
れます。ツアーの最後には、フィンランドの伝統的なデザートとコーヒーをお召し上がりください。ご注意：このツア
ーは15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 84ユーロ

大人 84ユーロ

大人 72ユーロ

子供（12～14歳）63ユーロ

子供（12～14歳）42ユーロ

子供（12～14歳）36ユーロ

13.ファットバイク雪道ツアー
10:00～12:30 2019年1月7日より

月曜、木曜

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大自然へとアドベンチャーの始まりです。ツアーでは、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、ホットチョコレートで一休みしましょう。
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：2.5時間| シーズン別料金
シーズンA：
2019年1月7日～3月24日

シーズンB：
2019年3月25日～4月14日

大人 86ユーロ

大人 80ユーロ

子供（12～14歳）43ユーロ

子供（12～14歳）40ユーロ

14.スノービレッジ訪問
2018年12月11日より（12月21日を除く）
魔法のような雪と氷の世界をぜひ体験してください。スノービレッジに到着したら、まずは雪に覆われた巨大なイグル
ーに目を奪われるでしょう。中に入ると、美しく装飾されたお部屋や氷の彫刻、アイスチャペル、アイスレストランな
どの別世界が広がります。ガイドが、この場所がどのようにして作られたか、興味深い話をしてくれます。ツアーの途
中で、アイスバーで温かいジュースをお召し上がりください。その後、専用バスでユッラスに戻る時間まで、雪と氷の
素晴らしい芸術をお楽しみいただけます。集合場所は、アカスロンポロまたはユッラスヤルヴィのラップランドサファ
リクラブです。

日中のプログラム（10:00～12:30/13:00）

水曜、土曜

所要時間：約2.5～3時間（移動時間を含む）| シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月11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6日

大人 91ユーロ
子供（4～14歳）72ユーロ

大人 91ユーロ
子供（4～14歳）72ユーロ

大人 82ユーロ
子供（4～14歳）64ユーロ

夜のプログラム（17:30～20:30/21:00）

火曜、金曜

所要時間：約3時間（移動時間を含む） | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月11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5日

大人 94ユーロ
子供（4～14歳）74ユーロ

大人 94ユーロ
子供（4～14歳）74ユーロ

大人 84ユーロ
子供（4～14歳）66ユーロ

15.スノーモービルでスノービレッジへ
（10:00～14:30）

水曜

2018年12月12日より（12月19日を除く）
スノーモービルで凍った湖の上を渡り、雪深いラップランドの森を抜けて、有名なスノービレッジを訪れます。
スノービレッジに到着したら、まずは雪に覆われた巨大なイグルーに目を奪われるでしょう。中に入ると、美しく装飾
されたお部屋やアイスバー、アイスレストランなどの別世界が広がります。居心地のよい木造レストランでランチを楽
しみ、ガイドの案内で敷地内を散策します。氷の世界をたっぷり楽しんだ後は、ふたたびスノーモービルに乗り込み、
ラップランドの自然を堪能しながらサファリクラブに戻ります。
所要時間：約4.5時間| シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月12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3日

大人 197ユーロ
子供（4～14歳）148ユーロ

大人 197ユーロ
子供（4～14歳）99ユーロ

大人 161ユーロ
子供（4～14歳）81ユーロ

16.スノービレッジでディナー
（17:45～21:00）

火曜、金曜

2018年12月11日より（12月21日を除く）
スノーヴィレッジでの雪と氷に囲まれて、忘れられない夜をお過ごしください。
スノービレッジに到着したら、まずはアイスレストランで氷のテーブルとイスにつき、素晴らしい3コースディナーを
ご堪能ください。ディナーの後は、スノービレッジの美しいお部屋、氷の彫刻やアイスチャペルを見学したり、アイス
バーで文字通りオン・ザ・ロックを味わうことができます。心に残る一時を過ごした後、バスでユッラスに戻ります。
ご注意：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：約3時間（移動を含む） | シーズン別料金
シーズンA：
2018年12月11日～2019年1月6日

大人 144ユーロ
子供（4～14歳）120ユーロ

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5日

大人 144ユーロ
大人 138ユーロ
子供（4～14歳）120ユーロ 子供（4～14歳）116ユーロ

17.スノービレッジ一泊ツアー
2018年12月28日より（12月30日を除く）
イグルーで思い出に残る一夜をお過ごしください。
スノービレッジ内の温度は-2℃から5℃に保たれています。イグルーで過ごす一夜は、快適でエキゾチックな体験となるでしょう。暖かく心地よい寝袋を
ご用意しておりますので、心安らぐ静けさの中、スノービレッジの夜を思い出深いものへ演出してくれるでしょう。夕
食の時間には、アイスレストランで氷のテーブルとイスにつき、素晴らしい3コースディナーをご堪能ください。お食
事後は、美しいお部屋や氷の彫刻、豪華な廊下、アイスチャペルを散策してみましょう。忘れられない一夜が明けたら
、居心地のよい木造レストランでおいしい朝食を取り、10:00出発の専用バスでユッラスに戻ります（水曜と土曜は1
0:30出発になります）。ご注意：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。
専用バスで行くスノービレッジ（17:30/17:45～10:30）
プログラム終了後の移動はバスとなります。シングルルームの追加料金：お一人さま90ユーロ

毎日

所要時間：17時間
2名様用スイートルーム1室ご利用時の1名様あたりの料金。ご要望によりエキストラベッドのご利用も可能です。
シーズン：
2018年12月28日～2019年4月6日

大人 307ユーロ
子供（4～14歳）153ユーロ
スノーモービルで行くスノービレッジ（17:00～10:30）
火曜、土曜
このツアーでは、スノーモービルを運転してスノーヴィレッジに向かい、1泊宿泊した後、翌朝バスで戻ります。シン
グルルームの追加料金：お一人さま90ユーロ
所要時間：18時間
シーズン別料金：2名様用スイートルーム1室ご利用時の1名様あたりの料金。ご要望によりエキストラベッドのご利
用も可能です。
シーズンA：
2018年12月28日～2019年1月6日

シーズンB：
2019年1月7日～4月6日

大人 421ユーロ

大人 421ユーロ

子供（4～14歳）316ユーロ

子供（4～14歳）211ユーロ

18.スキー体験パッケージツアー
（14:00～15:30）
（14:00～15:30）
（12:00～13:30）

ダウンヒルスキー体験
スノーボード体験
テレマークスキー体験

火曜
水曜
金曜

このツアーでは、いくつかのスキー競技を体験していただけます。
このアクティビティは近隣の傾斜コースで行われます。パッケージに含まれるもの：1時間30分のレッスン、一般的
なアルペンスキー
/
テレマークスキー
/
スノーボードなどの用品一式レンタル、レッスン中
/
後に使用できる初心者用リフトのフリーパス。次の点にご注意ください：
•
•
•
•
•

ツアーはアカスロンポロのみで行われます（ユッラスヤルヴィではありません）。
ツアー集合場所は、スキーセンター「ユッラス・スキー（Ylläs-Ski）」（アカス
ロンポロ）、ユッラススキーのスクールオフィスです。
防寒服は含まれません。
ダウンヒルスキー体験は5歳以上の方、スノーボード体験は7歳以上の方に適して
います。
テレマークスキー体験は成人のみ参加していただけます。

所要時間：1.5時間| 料金：シーズンを通じ、お一人さま65ユーロ（大人／子供）

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、冬服パッケージの日常の備品のレンタルもご用意しています。

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: yllas@laplandsafaris.fi

プログラム参加についてのご注意
期間：
これらのサファリは、プログラムの説明に特別の記載がない限り、ユッラスにて2018年12月1日から2019年4月14日まで実施
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 West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLAND
電話:+358 (0)16 569 666 • Eメール: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
お電話でのお問い合わせは毎日午後9時まで受け付けています（+358 (0)16 569 666）
ホテルのフロントで • ラップランドサファリオフィスで • オンライン： safaris.fi/yllas
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：お子様は、子供料金でガイドが運転するスノーモービルに引かれたソリに乗ることができます。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。
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
West
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：
すべてのスノーモービルサファリには防寒服、英語によるガイドサービス、2名が交代で運転できるスノーモービル、ガソリン、
交通保険（最大個人賠償責任額980ユーロ）、メンテナンス、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 West
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 West
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みなす場合
、サファリを中断する権利があります。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。ご了承ください。
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。事故1件につき、スノーモービル１台あたり
のお一人の自己賠償負担額は最大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にさらされる可能性があります。プログラムでは、
妊娠中の女性は酸化炭素・振動・身体的な負担などのリスクにさらされる可能性があります。ご不明な点や質問などございましたら、お気
軽にお問合せください。

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Lapland
Ltdにより支払われません。

Safaris

West

プログラム一覧
プログラム

1.大自然を体感するスノーモービルサファリ2時間

月曜

火曜

水曜



木曜









4.スノーモービルで行く魚釣り4時間








5.トナカイサファリ3時間

ハスキーサファリ5km
























10.スノーシューでオーロラハンティング 2.5時間



11.クロスカントリースキー体験 2時間









12.アルタイスキー体験 3時間
13.ファットバイク雪道ツアー2.5時間





8.終日ハスキーサファリ7時間
9.白銀の静寂の世界をスノーシューで3時間





6.トナカイファームへのスノーモービルサファリ4.5時間

日曜


3.スノーモービルで行くオーロラサファリ3～3.5時間

7.ハスキーサファリ10km

土曜




2.ドライバーの夢コース3時間

金曜






14.スノービレッジ訪問 3時間









-昼









-夜









15.スノーヴィレッジへのスノーモービルサファリ
4.5時間




16.スノービレッジでディナー 3時間



17.スノーヴィレッジで宿泊
- 車を利用
- スノーモービルを利用















18.スキー体験パッケージツアー 1.5時間
- ダウンヒルスキー
- スノーボード
- テレマークスキー









