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ケウルーは、4つの島上に位置し、雰囲気のあ
る小さな町です。ここでは、本当の自然や美しい
湖の風景を楽しみ、体験できます。ケウルーの
人たちは友好的で、交通上の治安がよいことか
ら、休暇地として最高です。   
 
文化や歴史が深い旧ケウルー地区は、街の中
心にあります。この地区にある2塔の教会と他
の建造物には長い歴史がありますが、提供され
るサービスは現代的です。レストランでは地元
料理が楽しめ、お土産にはご当地品を買うこと
もできます。
 

街の中心には、徒歩、自動車いずれでも簡単に
利用できるサービスが満載です。ハイキングが
したいときは、森林地区がたくさんあり、しか
も道路が整備されています。カヌーを借りて、
美しいケウルセルカ湖を舟で楽しむこともで
きます。
 
ケウルーは 車でユヴァスキュラから約45分、タ
ンペレから約1.5時間、ヘルシンキから約3.5時
間のところにあります。バスと電車を利用して行
くことができます。

ケウルーへようこそ – みなさんのお越しをお待ちしています!
ケウルー観光サービス – Visit Keuruu（ビジット・ケウルー）



旧ケウルー特選
 一人 36.50 ユーロ、所要時間 4 時間

団体予約、5月～9月団体参加最小人数：20 人

• 旧ケウルー牧師館でビュッフェ式で楽しむ夏の
おいしいランチと、牧師館の歴史紹介

• 古い石造牛舎にあるユニークなブティック (フ
ァッション、アクセサリ、宝石やギフト) 見学夏
期限定地区の旧穀物倉庫見学

• 旧ケウルー教会へのガイド付きツアー: 一人 
90 ユーロ

• 美しいケウルセルカ湖で外輪船 MS エリアス・
ロェンロゥトのクルーズ (アントラ港から往復)

他のイベント:

• 外輪船ですてきな午後のコーヒー、牧師館の
菓子職人によるスペシャルケーキ付き: 一人 
7 ユーロ

• 牧師館にある古い石造牛舎にあるケウルー博
物館で開催中の展覧会のガイド付きツアー: 
一人 3 ユーロ

• ティルトアルッティ・ショップでチョコレート試
食: 一人 7 ユーロ、お持ち帰り用チョコレート
バー2個付き

すてきな旧ケウルー
 一人 24.50 ユーロ、所要時間 3 時間

団体予約。通年受付。団体参加の最小人数: 20 人

• 旧ケウルー牧師館でのビュッフェ式のおいし
いランチ (前菜、メイン料理とデザート) 

• 牧師館の歴史紹介
• 夏期限定地域の古い石造牛舎にあるユニーク

なブティック (ファッション、アクセサリ、宝石
やギフト) と旧穀物倉庫見学

• 旧ケウルー教会のガイド付きツアー: 90 ユーロ

他のイベント: 
• 牧師館にある古い石造牛舎にあるケウルー博

物館で開催中の展覧会のガイド付きツアー: 
一人 3 ユーロ

• 外輪船 MS エリアス・ロェンロゥトでのクルー
ズ： 一人 12 ユーロ～

• ティルトアルッティ・ショップでチョコレート試
食: 一人 7 ユーロ、お持ち帰り用チョコレー
ト缶2個付き

• マンタのセルラキウス博物館

旧ケウルーで楽しむ夏の一日
 一人 33.50 ユーロ、所要時間 3 時間

団体予約、5月～9月 団体参加の最小人数：20 人

• 旧ケウルー牧師館でのビュッフェ式のおいしい
ランチ (前菜、メイン料理とデザート)

• 牧師館の歴史紹介
• 夏期限定地域の古い石造牛舎にあるユニーク

なブティック (ファッション、アクセサリ、宝石や
ギフト) と旧穀物倉庫見学

• 美しいケウルセレカ湖で外輪船 MS エリアス・
ロェンロゥトのクルーズ (アントラ港から往復)

 他のイベント:
• 旧ケウルー教会へのガイド付きツアー: 一人 

90 ユーロ、ただし、教会へは一人 3 ユーロ
追加

• 外輪蒸気船ですてきな午後のコーヒー、牧師
館の菓子職人によるスペシャルケーキ付き: 一
人 7 ユーロ

• 牧師館の古い石造牛舎にあるケウルー博物館
の展覧会ツアー: 一人 3 ユーロ

• ティルトアルッティ・ショップでチョコレート試
食: 一人 7 ユーロ、お持ち帰り用チョコレート
バー2個付き

詳細はこちらをご覧ください:
www.vanhakeuruu.fi  

予約
Pappilan Pidot Oy,
tel. +358 400 663 689 
pappilanpidot@pappilanpidot.fi
www.pappilanpidot.fi 

チームスピリットを育む
 職業健康パッケージ: 一人 55 ユー
ロ～、所要時間 4～5 時間

団体予約。一年を通して受付。団体参加の最小
人数: 20 人

• 旧牧師館のエスケープルーム
• 旧牧師館でゲームを楽しむ－インストラクタ

ーによる指導あり
• 旧牧師館のダイニングルームのきれいなテー

ブルセッティングと、牧師館の歴史紹介（オプ
ション）

• ビュッフェ式のバラエティあふれるランチ/ディ
ナー (前菜、メイン料理とデザート)

• 古い石造牛舎にあるユニークなブティック (フ
ァッション、アクセサリ、宝石やギフト) 見学

牧師館の幽霊の謎が解けますか？幽霊に安らぎ
を与える手伝いができますか？アクセリ・ガッレ
ンの謎が時間内に解けますか？

伝統的なケウルー文化を楽しむ夏
の一日
 一人 47.50 ユーロ、所要時間 4～5 
時間

団体予約、5月～9月団体参加最小人数：20 人

• ビュッフェ式のおいしいランチ (前菜、メイン
料理とデザート) 於： 旧ケウルー牧師館

• 牧師館の歴史紹介
• 古い石造牛舎にあるユニークなブティック (フ

ァッション、アクセサリ、宝石やギフト) 見学、
団体メンバー用のお土産夏期限定地区の旧
穀物倉庫見学

• 俳優によるガイド付き、メイド・カイザ、旧ケウ
ルー教会へのツアー、鉄道駅の展覧会、マー
ライスヴァッカ（カフェ、地域の特産物、工芸
品ショップ）

• 牧師館にある古い石造牛舎内のパッピラン タ
ヴェルナ・レストランで午後のコーヒー



旧駐屯地見学

料金: 一人 32 ユーロ、運転手無
料所要時間: 約 4 時間 

団体予約は通年で、受付開始は
2020年6月15日から承ります。団
体参加の最小人数 15 人
• ソトクサービスクラブでビュッ

フェ式ランチ
• 駐屯地の歴史に関する展覧

会ツアー展覧会開催開始は 
2020年6月12日予定してい
ます。 

• ソトクショップで地域の特産品
購入のチャンスです。

• ソトクで午後のコーヒー

旧ケウルー駐屯地とその周辺地

域では、自然観察から心躍るアク
ティビてぃなど、さまざまなレクリ
エーションを楽しめます。個人客
および人数別の団体向け自然観
察の旅や宿泊パッケージについて
の詳細は、Viikinlahti Campus 
までお問い合わせください。  
旧駐屯地博物館への入館料: 一
人 5 ユーロ

予約
Viikinlahti Campus
電話+358 40 6475 610
info@viikinlahticampus.fi
www.viikinlahticampus.fi

(VAT 込み)

美しいケウルセルカ湖でクルー
ズ－5月～9月限定チャーター便ク
ルーズと定期便
お問い合わせとご予約: ケウルー観
光案内所 – ビジット・ケウルー

予約
Pappilan Pidot Oy
電話 +358 400 663 689 
pappilanpidot@pappilanpidot.fi
www.pappilanpidot.fi

ガイド付きツアー

旧ケウルー教会
旧ケウルー教会は18世
紀に建てられた地域のラ
ンドマークです。ガイド付
きツアーには、芸術中心
のものか、文化史と教会
内の絵画中心のものがあ
ります。
ケウルー博物館では、現
在開催中の展覧会、ケウ
ルー地域と地域史跡の
ガイド付きツアーが一年
中いつでもご予約可能です。  

博物館展覧会の入館料および地域
史跡の入場料： 18 歳以下は全員
無料です。 
v団体用ガイド付きツアー (英語、ス
ウェーデン語、またはイタリア語が

対
応可能): 
90 ユーロ 
所要時間: 約 45 分 

入館料の他手数料として 6.50 ユ
ーロの料金が必要です。  
料金はすべて VAT 込みです。

ケウルー博物館の展覧会

ケウルー博物館の夏期展覧会『セ
ンター・オブ・アース 2020 に向け
て』（Towards the Centre of the 
Earth 2020）では、国際近代芸術を
特集します。本展覧会の会期は5月～9
月です。 
展覧会場は、この地域の牧師館にあ
る古い石造牛舎、カマナ観光センタ
ーです。  
ケウルー博物館は一年を通して展覧
会を開催しています。

フィンランド中央に建つ、魅惑の木造建ての教会

ケウルー、ビヒラヤヴェシとペタ
ヤヴェシの古い木造教会（いずれ
も建造は18世紀）のガイド付きツ
アー3つの史跡を巡るガイド付き
ツアー、所要時間は合計で約 2.5 
時間です。
料金: 一人 14.50 ユーロ 
この料金の他、外国語利用料金 (
英語、スウェーデン語とイタリア語
のツアー) と手数料が加算されま
す。料金には、史跡のガイド付きツ

アー料金が含まれますが、交通費
は含まれません。

予約
ケウルー博物館
電話+358 40 9655 538
museo@keuruu.fi
www.keuruunmuseo.fi

予約
ケウルー博物館
電話+358 40 9655 538  museo@keuruu.fi, www.keuruunmuseo.fi

外輪船 MS エリアス・ロェンロゥト

KEURUU

PIHLAJAVESI



ケウルーの中心は美しいケウルセルカ湖に囲まれ
ています。ケウルーの企業や組織が提供するチャ
ーチボート漕ぎ、カヌー、円盤投げ、スモークサウ
ナサービスなどにより、さまざまな体験を楽しめま
す。ケウルーには、クロスカントリースキーやノルデ
ィックウォーキング用トラックのさまざまなネット
ワークがあります。 
ケウルーには温泉様式の公営スイミングセンター
があり、いくつか例外はありますが、一年を通して
営業しています。同センターの特徴は、フィットネ
ス・スイミングプール1つ、子ども用ツール2つ、冷
水プール1つとマッサージジェット付き温水プー

ル1つの他、57メートルウォータースライドもあり
ます。公衆サウナはありますが、それ以外に同セン
ターには要予約のサウナが2つあります。スイミン
グセンターは、個人イベント用に貸出可能です。
また、ATV サファリ、ブラックパウダーシューティ
ングとアーチェリーについては、お問い合わせく
ださい。キャンプファイヤでの食事やスモークサウ
ナサービス 
ビジット・ケウルー 
info@keuruu.fi  •  www.visitkeuruu.fi

ケウルーのレクリエーションサービス

Seinäjoki
140 km

Oulu
390 km

Mänttä
30 km

Jyväskylä
55 km

Tampere 
120 km

Pori
200 km

Helsinki
280 km

Vaasa
220 km KEURUU

Lappeenranta
285 km

Joensuu
325 km

Turku
270 km

Lahti
185 km

Ähtäri
60 km

無断改定禁止  •  料金は VAT (24%) 込みです
パッケージ旅行はすべて、お客様のご要望にあわせて調整可能でます。

チーム向けのお楽しみとゲーム – 団体向けイベントとプログラム

追加料金:
• コーヒーとソーセージ: 一人 8 ユーロ
• コーヒー/ジュース、サンドイッチ: 一人 8 ユーロ
• ハムカッセロール、サラダ、コーヒー: 一人 15 

ユーロ
• ビーフ・イン・ア・ポット、プルドポーク、サラダ、

ケーキ: 一人 25 ユーロ～団体参加の最小人
数 12 人

室内プログラムも充実しています。 

 一人 36 ユーロ、所要時間: 
2～3 時間

団体参加の最小人数: 5 人
• 野外
• アーチェリー、各自が選んだゲーム

パッケージ 1

 一人 58 ユーロ、所要時間: 
4～5 時間
団体参加の最小人数: 5 人

• オリンピックゲーム: 5つのイベント
• 野外: アーチェリーなど
• 悪天時は室内

パッケージ 2 

ハーパマキ蒸気機関車公園
この公園は、世界最大の蒸気機関車コレクションを誇り、他の旧式設備も展示
されています。  この地区にはさまざまな行楽地が整備されています。公園内の
汽車は、毎日500メートルの路線を運行しています。  この地区の特徴は、全地
形対応の車両トラックがあるところです。公園地区にはキャンプ場があり、電気
コンセントが50個用意されています。他の宿泊オプションとして、貨物車に設け
られた部屋も用意されています。ガイド付きツアーと軌道鉄道の旅は、2020年
5月1日～9月30日の営業時間中にご利用になれます。 
ガイド付き公園ツアー 
一人 8 ユーロ～、団体参加の最小人数: 16 人 
要予約。蒸気機関車の紹介、蒸気機関車情報とその歴史紹介を含むツアーにな
ります。  
 
軌道鉄道の旅  
料金: 一人 28 ユーロ～団体参加の最小人数: 10 人 
ハーパマキとユルティア（Yltiä）との間の往復で2時間の旅 (18 km) －途中コ
ーヒーブレークあり手動軌道鉄道の団体参加の最小人数: 10 人電気軌道鉄道
の団体参加の最小人数: 4～10 人 
ハーパマキ蒸気機関車公園、電話+358 14 733 111
www.veturipuisto.fi 

予約
www.kajuutti.fi/muut-palvelut.html

ミンナ・カジューティ（Ms. Minna Kajuutti）、電話+358 400 251 577, minna.kajuutti@kajuutti.fi
ライジ・ルーシラ（Ms. Raija Ruusila）、電話+358 40 5280 624, raija.ruusila@raijansp.fi

info@keuruu.fi 
www.visitkeuruu.fi 

野外活動ガイド
ハイキング、カヌー、チャーチボート
漕ぎ、軌道鉄道の旅、ボックスクライ
ミング、アーチェリー、ヒママンフィッ
プ展望台見学
 
野外活動ガイドについての詳細は、マ
ルック・ジョケラ（Markku Jokela）
までお問い合わせください。
電話+358 40 544 2976
www.eraopasjokela.fi 


