
催⾏⽇ 月・水・土 催⾏時間 13︓30・16︓30 所要時間 1.5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 なし

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 9:30 所要時間 3〜4時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 なし

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 要確認 所要時間 2時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 要確認 所要時間 3時間
ガイド 英語ガイド 食事 軽食ランチ 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 要確認 所要時間 3時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 要確認 所要時間 1.5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 要確認 所要時間 2.5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 9:30 所要時間 2時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 火・土 催⾏時間 10:00 所要時間 4時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 4名

冬の雄⼤な⾃然を目⼀杯感じて下さい!その後、ホットドリンクとスナックで温かいひと時をお過ごし下さい︕

※ご注意※ ハスキ－ ソリ体験は出来ませんのでご注意下さい。

 ※ご注意※ ハスキーソリ体験の時間はおよそ30分です。2名様でソリ1台となります。乗馬体験の時間もおよそ30分です。①と⑥のツアーがセットになったツアーとなります。      

 ※ご注意※ 乗馬体験の時間はおよそ30分です。      

※ご注意※ 運転免許がない⽅・17歳未満は後ろの席に乗⾞となります。運転不可。また4〜11歳のお⼦様はスノーモービルに乗れませんので、ソリにご乗⾞して頂きます。(140€ / 1⼈様)
17歳以下や運転免許がないお客様は、ソリにご乗⾞されるかスーノーモービルの後ろにご乗⾞となります。

サーメ⼈の伝統ある職業”トナカイ放牧”の世界を体験!⼤⾃然に放牧されているトナカイに餌をあげたりお世話を通してサーミの文化を学びましょう!!

135 € 企画実施 VISITINARI

175 €

トナカイが⽊製のソリにあなたを乗せて、⽩銀の世界へご案内︕静寂な世界に⽿を傾けて先住⺠族サーミの⼈達のかつての文化を体験してみよう!!

企画実施 VISITINARI

※ご注意※ ソリ体験の時間はおよそ30分です。
      開催時間に関しまして、12月〜2月は13︓30、3月〜4月は16︓30となっております。

※ご注意※ トナカイ ソリ体験は出来ませんのでご注意下さい。

⑧スノーモービル サファリ (2H SNOWMOBILE SAFARI)

⑨アイスフィッシング  スノーモービル利⽤ (WINTER FISHING TRIP)

115 €

⑤ハスキー & ホース サファリ (HUSKY EXPERIENCE & HORSEBACK RIDING)

165 € 企画実施

195 € 企画実施 RIDENORTH

VISITINARI

イナリ湖畔をスノーモービルで疾走します!!爽快です!!

⑦ブルーモーメント 〜馬ソリとハスキー達に触れ合う〜 (BLUE MOMENT -HORSES&HUSKIES)

75 € 企画実施 RIDENORTH

ブルーモーメントと呼ばれる、美しい時間帯に、馬のひくソリに乗って雪の中をファームへ向かって進みます︕ファームではハスキー達に触れ合えます!

荒野や森を乗馬で進みます。少し⾼い位置から⾒る景⾊も素晴らしいでしょう!その後、ホットドリンクとスナックで温かいひと時をお過ごし下さい︕

①トナカイ ソリ体験 (TRADITIONAL REINDEER SLEIGH RIDE)

②トナカイ牧師のお仕事体験 (TASTE OF THE REINDEER HERDER'S DAY)

③ハスキーソリ体験 (HUSKY EXPERIENCE)

④ハスキー サファリ (WINTER HUSKY SAFARI)

⑥乗馬体験 (HORSEBACK RIDING)

雪原の中をハスキー達とソリで疾走!その後、火を囲んで軽食ランチ、ハスキー達の飼育⽅法等を牧夫からお話してもらえます。

65 € 企画実施 RIDENORTH

 ※ご注意※ ソリ体験の時間はおよそ30分です。2名様でソリ1台となります。      

 ※ご注意※ ソリ体験の時間はおよそ90分です。2名様でソリ1台となります。      

RIDENORTH

企画実施 RIDENORTH

雪原の中をハスキー達とソリで30分間疾走します! その後、火を囲んでティータイム、ハスキー達の飼育⽅法等を牧夫からお話してもらえます。

100€(2名で１台利⽤)
130€(1名で１台利⽤) 企画実施

VISITINARI

スノーモービルで移動し、凍った湖に穴を開けて魚釣り! たくさん釣れるかな?!  

※ご注意※ 運転免許がない⽅・17歳未満は後ろの席に乗⾞となります。運転不可。
      13歳〜17歳のお客様はスノーモービルの後ろにご乗⾞頂けます。4歳〜12歳のお客様はスノーモービルが引くソリにご乗⾞となります。

180€(2名で１台利⽤)
220€(1名で１台利⽤) 企画実施

イナリイナリイナリイナリ ウィンターウィンターウィンターウィンター アクティビティアクティビティアクティビティアクティビティ

【【【【催行期間催行期間催行期間催行期間】】】】 2015年年年年12月月月月01日～日～日～日～2016年年年年04月月月月15日日日日

○料金：お一人様

（4歳から11歳のお子様は提示金額の半額）

ツアーのお申し込みは

弊社までご連絡下さい!!



催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 夜間・要確認 所要時間 5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク＆スナック 防寒着 なし

最⼩催⾏⼈数 4名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 20:00・21:00 所要時間 3時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 あり

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 20:00・21:00 所要時間 2.5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 なし

最⼩催⾏⼈数 2名

催⾏⽇ 毎⽇ 催⾏時間 20:00・21:00 所要時間 2.5時間
ガイド 英語ガイド 食事 ホットドリンク 防寒着 なし

最⼩催⾏⼈数 4名

上記レンタル時に掛かるデリバリー代⾦

VISITINARI

⾞に乗って約100kmを移動、そこはサーミ⼈にとっての神聖な⼭の麓。トナカイファームを訪れ、オーロラや天の川が観賞出来るかも!!

⑩サーミ⼈の神聖な⼭の麓のトナカイ牧夫を訪ねて.:☆:.+。⾞利⽤ (HUNT THE AURORAS BY CAR,VIST MAGIC MOUNTAIN AND ANCIENT REINDEER HERDING PLACE)

195 € 企画実施 RIDENORTH

VISITINARI

25€ / 1⽇ 110€ / 1週間

クロスカントリースキー 15€ / 1⽇

*記載されてます各料⾦は全てお⼀⼈様あたりの料⾦です。

*VISIT INARI-----4歳から12歳のお⼦様は提⽰⾦額の半額となります。13歳以上のお客様は⼤⼈料⾦でのご案内となります。
 RIDENORTH------4歳から11歳のお⼦様は提⽰⾦額の半額となります。12歳以上のお客様は⼤⼈料⾦でのご案内となります。

*各サービスご利⽤⽇から起算して7⽇前になりましたら、取消時の払い戻しは⼀切ございません。

*レンタル⽤品をご利⽤される際は、ホテルへのデリバリー代⾦が発⽣致します。

*現地の気象状況や積雪状況によって、催⾏可能期間でありましても、催⾏できないケースもございます.

【スノーモービルを利⽤するツアー】
すべてのスノーモービルを利⽤るすツアーには交通保険（最⼤事故賠償額800ユーロ）が付いております。
スノーモービルを運転できるのは18歳以上で運転免許証を有している⽅に限ります。
⼀⼈でスノーモービルを運転することもできます。（その際の別途追加料⾦は各ツアー紹介箇所に記載しております。）

*⼀般条項︓
スノーモービルのサファリは天候によって変更する場合がございます。サファリを運営する側の安全等の責任として、現地⼿配会社では事前の予告なしにプログラムの
ルートや料⾦または所要時間の変更を⾏う場合がございます。
現地⼿配会社は参加者の中で他の参加者へ危害を加えるなどの危険が予測されるような状況、または参加者の健康状態に不安ありと判断された場合など、プログラム途中
で中⽌決定する権利を有しています。また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。
運転していたスノーモービルを破損するなどの損害が⽣じた場合は、そのドライバーに責任があるものとします。ひとつのアクシデントで⼀台のスノーモービルに対し、
⼀⼈あたり最⾼800ユーロのご負担をいただくことになります。
スノーモービルから⽣じる振動や排気は妊婦に何らかの影響を及ぼす可能性もあるため、妊婦のスノーモービル使⽤またはスノーモービルで牽引されるような乗り物のご
利⽤はお控えください。
プログラムに特別な⼿配の必要（追加の輸送や移動など）が⽣じた場合、それに関わる追加のコストの⼀切を主催実施会社は負担いたしません。

※ご注意※ 運転免許がない⽅・17歳未満は後ろの席に乗⾞となります。運転不可。
      13歳〜17歳のお客様はスノーモービルの後ろにご乗⾞頂けます。4歳〜12歳のお客様はスノーモービルが引くソリにご乗⾞となります。

スノーシュー 15€ / 1⽇ 70€ / 1週間

ノルディックウォーキングポール 5€ / 1⽇ 30€ / 1週間

レンラル⽤品各種

80 € 企画実施 VISITINARI

オーロラが出現するポイントまで⾞で移動します。寒さが苦⼿な⽅にお薦めです!!

25€ / 1⼈・1回

防寒着(靴・⼿袋付き)

70€ / 1週間

⑪スノーモービルでオーロラを探そう☆彡 (SERCH FOR THE NORTHERN LIGHTS BY SNOWMOBILE)

⑫スノーシューでオーロラを探そう☆彡 (SNOWSHOE TRIP INTO THE LAND OF NORTHERN LIGHT)

⑬オーロラ ハンティングツアー☆彡 ⾞利⽤ (AURORA HUNTING BY CAR)

ふわふわの雪の上をスノーシューを履いてオーロラが出現するポイントまで移動します!!

スノーモービルでオーロラを探しに⾏きます!!静かな森や雪原の中を疾走!!気持ちが良いです!!

130€(2名で１台利⽤)
160€(1名で１台利⽤) 企画実施

75 € 企画実施

ご予約・お問い合わせはアリスツアーまでお気軽にご連絡下さいご予約・お問い合わせはアリスツアーまでお気軽にご連絡下さいご予約・お問い合わせはアリスツアーまでお気軽にご連絡下さいご予約・お問い合わせはアリスツアーまでお気軽にご連絡下さい!!

GREENBIO CORPORATION株式会社株式会社株式会社株式会社本社営業所本社営業所本社営業所本社営業所

アリスツアー（ＡＬＩＳアリスツアー（ＡＬＩＳアリスツアー（ＡＬＩＳアリスツアー（ＡＬＩＳ ＴＯＵＲ）ＴＯＵＲ）ＴＯＵＲ）ＴＯＵＲ）
東京都知事登録旅行業第 3-5663 号

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-6-6渋谷KSビル4階

TEL: 03-5457-2310 FAX: 03-6701-2380

営業時間 ：09：30～18：30 


