耳寄り！観光 NAVI
ラップランドの
ナイトツアー

Call of
the Wilderness

海外特集で取り上げたエリアやスポットをさらに
深掘り！ 人気スポットやおすすめツアーをトリッ
プアドバイザーの口コミとともにご紹介します。

ラップランドはオーロラ観測だけじゃない！
美しい森を自転車で駆け抜けたり、犬やトナカイにそりで引っ張ってもらったり･･･
昼も夜も、北極アクティビティを堪能しませんか。

コール オブ
ザ ウィルダネス

『白夜ツアー』
『カヌー・ツアー』
投稿者

Lior S さん

投稿日

投稿者

Keith L さん

投稿日

2015.03.18

満足度

2017.08.01

夜の11時ぐらいでも明るくて、12時近くなると太
陽が水平線ギリギリまで沈みまた上がってきま

満足度

カヌー・ツアーと文化ツアーの両方を体験しました。

す。
幻想的です。
同じフィンランドでも北極圏のロ

ガイドはイーロで、人柄のよい素晴らしいガイドでし

ヴァニエミだからこその体験です。

た。
楽しくてためになるツアーです。
お勧めします！
！
！

Nordic
Unique Travels

lgnaedingerさんの投稿写真

ノルディック
ユニークトラベル

『至福の旅』
投稿者

iankerry2004 さん

投稿日

2017.04.10

満足度
KseniczLaetitiaさんの投稿写真

ミッドガードに滞在して3晩オーロラを観ることが
でき、
「 忘れ難い」の一言に尽きます。驚くほど静

『サーリセルカでの
素晴らしい体験』

かな北極圏の風景の中でのアクティビティは全
部楽しく、なかでも
「ハスキー犬ぞり体験」は特
別。
キャビンの居心地も申し分なく、
毎日新しい冒
険が待っていました。素晴らしいガイドがあった

投稿者

からこそ、
ラップランドの旅が特別なものになっ

満足度

オーロラ
サービスツアー

ファリは特にお勧めです。

Rosie Vさんの投稿写真

『氷瀑を見よう』
Rosie V さん

投稿日

2018.01.01

満足度

コロウオマの氷瀑見学のガイド・ツアーに参加し
ました。
こんなに素晴らしいツアーなのに、
あまり
よく知られていないのは残念です。
3つの氷瀑を巡
り、
雪に覆われた美しい森をハイキングしました。

口コミ情報募集中！
日本ユースホステル協会では、
ユースホステルやユースゲストハウスをご利用頂いた方からの口コミ
情報を随時募集しています。
口コミはトリップアドバイザー社の提供するアプリやホームページの他、
日本ユースホステル協会ホームページからも投稿が可能です。
掲載情報はTripAdvisor LLC がすべての版権を保有しています。

20

2018.03.31

ても楽しい旅でした。
オーロラ観測とハスキー・サ

投稿者

clgm523さんの投稿写真

投稿日

ラップランド
ウェルカム

友達と一緒にサーリセルカへ行ってきました。
と

たと思います。

Aurora
Service Tours

Jessicamirellaa さん

Lapland
Welcome

アプリをダウンロードして

口コミを投 稿してください！

Arctic
Timetravels
北極
タイムトラベル

NortsaV
Tours
ノルトサ ブイ
ツアー

『オーロラ』
投稿者

17melinda52 さん

投稿日

2017.04.10

満足度

とにかく素晴らしい体験でした。
ノームンドはこの驚
異現象のプロで、
専門知識に精通しています。
温かい
ベリージュースとソーセージを彼と一緒に堪能しま
しょう！
！彼は本当によく気を配ってくれます。

『とっても楽しかった』
投稿者

Chris E さん

2017.02.05

投稿日

満足度

トナカイそりと犬ぞりとスノーモービルの体験に

『ぬくぬくの場所で
オーロラ観測！』
投稿者

krisohm12345 さん

投稿日

Aurora
Holidays
オーロラ
ホリデーズ

2017.03.27

子どもを連れて行きました。
プロ意識の高いス
タッフの皆さんでしたが、
とても気さくで、
どれも
楽しさ満載。
まるで
「ナルニア国物語」
の映画のエ
キストラになったような気分でした！

満足度

滞在したコテージは、
とても清潔で居心地が良く、静
かな美しい場所にありました。仲良しになったガイド
さんはとても親切で、
とにかく私たちがオーロラを観
られるようにとあれこれ気を配ってくれました。
晴れた
日の夜はコテージからちょっと外に出るだけでオーロ
ラが頭上に広がっていました！

Lapland
Safaris Luosto

『最高のサービス』
投稿者

Patrick S さん

投稿日

2018.07.19

famamanさんの投稿写真

ラップランド
サファリ ルオスト

満足度

レンタル自転車でオウナサヴァーラの夜間コースを走りました。
自転車もコースも最高のコンディション、
楽
しさも最高！たくさんのレベルの中から、
自分にぴったりのコースを見つけることができました。
素晴らしい
ガイドのおかげです、
ありがとう！

Sterlingssonさんの投稿写真

Santa Claus
Reindeer
サンタクロース
トナカイ

『短かい、
でも、
とても楽しいライド』
投稿者

Sophg1986 さん

投稿日

2016.11.25

満足度

トナカイそりを体験しました。
400メートルの短距
離でしたが、
自分の国ではできない体験です。
自
然に溶け込んだトナカイの姿は、ほっこりと穏や
か。
本当に可愛いかったです。
そりはスムースで、
スタッフの皆さんは全員がとても親切でした。

RachaelL1さんの投稿写真

Roll OutdoorsMountain Biking
ロールアウトドアーズ マウンテンバイキング

つづきをダウンロード（無料）
Hostelling Magazine × 地球の歩き方・・ P14

Hostelling Magazine vol.14

まとめてダウンロード

秋のフィンランド＆カナダで

ダブルオーロラを観る！

■Aurora Destinations 01 Finland

■Aurora Destinations 02 Canada

インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P02
女優／有村架純

トリップアドバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P20

そう思える場所があれば、

ラップランドのナイトツアー

「また、
ここに来たい」

前を向いて進んでいける。

耳寄り！観光NAVI

Youth Hostel Pick up ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P08

〜煌めきの宝箱、ふくしま〜

満天の星空につつまれた癒やしの非日常空間

教えて！旅GIRL ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P22

ユースゲストハウス ATOMA

ユースホステル Special Program・・・・・・・・・・・ P12
in 文化放送「レコメン！」
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