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小さくも
バラエティ豊かな国
ヨーロッパの地図を見て、ひと目で人口130
万人の国、エストニアを見つけるのは簡単で
はないかもしれません。けれど、きっと探す
だけの価値はあります。スカンジナビアの先
端より下に位置する小さな国、エストニア
は、豊かな文化や娯楽、先端の会議施設、美
しい自然、そしてホスピタリティ溢れる人々
が、訪れる人々を魅了する国です。
首都タリンに到着したら、どちらの方向に
向かうかは問題ではありません。どこに行っ

ても刺激的な場所、ワクワクするような冒険
や体験が待っています。タリンはとても古い
街ですが、常に新しさを失わない街でもあり
ます。ユネスコ世界遺産に登録されている旧
市街、ロマンチックな中世が残る街並みのす
ぐ隣に、ガラス張りのビルが立ちならぶ現代
の新市街が存在します。
ヨーロッパで最新のクールな美術館を訪れ
たり、旧ソ連時代の刑務所で会社のイベント
を開催してみてはいかがでしょう。素晴らし

ロテルマン市場で売られるアンズタケ

いショッピング、多彩なナイトライフ、ある
いは、街を離れ、湖沼、湿原、深い森が待つ
手付かずの自然に出会う旅を大いに楽しんで
ください。
タリン旧市街では、他の国ではイベントを
開催することさえできないような歴史的な場
所で、セミナーを開催することができます。
例えば、13世紀の聖ニコラス教会や中世の商
人や船主ギルドの拠点として使用された、ブ
ラックヘッドハウスなどがそうです。

ぼ同じ数の湖があり、どの島も湖も、訪れる
たびにより魅力が増します。好きな島を選ん
で、その自然に親しんでください。中には、
ほとんど人が住んでいない島もあり、チーム
ビルディングを行うのに最適な場所です。海
に行くなら、漁を体験してください。地元の
漁師と網を引き揚げて捕った魚がたき火で焼
かれるのを待ちながら、ゆったりと、会話の
流れに任せて時を過ごすことができます。

聖オラフ教会は中世の当時、ヨーロッパ
でもっとも背の高い建築物でした。今でも
123.7メートルある鐘楼に登って、街全体を
眺めることができます。タリンは、緑と海に
囲まれており、ひらめきやエネルギーが生ま
れやすく、新しいアイデアがすぐに見つか
る、そんな街です。
街の中心部から、わずか20分ほど車を走ら
せるだけで、絵のように美しい、自然と田舎
暮らしを体感できる田園地方を訪れることが
できます。田園地方では、本物の村の生活、
アドベンチャー、旅行者向けの農場の他、綺
麗なゴルフコースや文化センターまで、さま
ざまな施設やサービスが提供されています。
中世の街並みが残る旧市街の中心部
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もちろん島や湖もあります。小さな国です
が、エストニアには約1500の島、それとほ

ニグラ湿地での静寂のひと時
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すべてがすぐそばに
エストニアでは、さまざまなプランをたっ
ぷりと盛り込んだプログラムを行うことが可
能です。ほとんどの施設が近接しており、ア
クセスが良いため、エストニアでは日中だけ
でなく夜も時間をフル活用することができま
す。ここでは退屈な待ち時間や長距離の移
動、交通渋滞といったものにわずらわされる
ことはありません。お望みの活動やプログラ
ムに、時間を効率良く費やすことができま
す。空港、ホテル、レストラン、娯楽施設、
公園、ショッピング街、あるいは手付かずの
自然でさえも、徒歩圏内か車で数分のところ
にあります。
空港からホテルに着くまで何時間もかかる
国もありますが、エストニアでは、空港は文
字どおりタリンの街の中心地から歩いて行け
る距離にあります。空港のドアを出て10分

でホテルの部屋に着くため、お客様はわずか
30分でセミナーを始める準備を整えることが
できます。リラクゼーションが必要な場合に
は、街から車でたった20分で湿原に出かけた
り、自然の水路の上をスケート靴で軽快にト
レッキングすることもできます。街にとどま
って、セグウェイに乗って旧市街を散策して
みるのも良いでしょう。どの選択でも、すべ
て近いことに変わりはありません。
翌日はエストニアの端から端まで移動して
みてください。北から南まで数時間で移動す
ることができます。首都タリンから車で2時
間で、エストニアの学問と知識が集結する学
園都市、タルトゥに着きます。タルトゥも会
議の開催には、ぴったりの場所です。タリン
から2時間の距離には、夏のリゾート地、パ
ルヌもあります。ここは、一日のセミナーが
終わったあと、スパでゆったりくつろぐのに
最適の場所です。
また、ナルヴァの郷愁に満ちた雰
囲気に浸りながら、中世の通りに沿
って城塞の庭園を散策して回るのは
いかがでしょう。ナルヴァからは、
川向こうにロシアを直接眺めること
ができます。もちろん、実際にロシ
アに行くにはビザが必要ですが 。
近隣国（フィンランド）の首都、
ヘルシンキまではフェリーでたった
の2時間です。フェリーには会議やセ
ミナーを開催できる快適な会議室が
用意されているため、船上で時間を
無駄にすることもありません。リガ
やサンクトペテルブルグといった都
市も、数時間の距離にあるため、無
料の無線インターネット接続を通し
て世界中の人と絶えず連絡を取りな
がらビジネスクラスのバスで行き来
することができます。

電動スクーターで歴史を振り返る
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ほとんどのヨーロッパ西部の主要
都市には、飛行機でおよそ3時間以内
で到着可能です。タリンとヨーロッ
パ北部の都市を結ぶ便は、特に頻繁
に行き来しています。

低価格で高い品質
エストニアは他のヨーロッパの国々と比べ
て、非常にコストパフォーマンスが高い国で
す。他のどの国でエストニアと同じだけの費
用対効果が得られるか、探してみてくださ
い。エストニアは東ヨーロッパの価格で北欧
の品質を提供する国です。
エストニアでは、西ヨーロッパで三ツ星の
ホテルに宿泊するのに必要な金額で、五ツ星
の豪華ホテルを満喫することができます。
会議、ケータリング、インセンティブ・プ
ログラム等のサービスも手頃な価格で利用す
ることができます。
美味しくてヘルシーなランチもたったの10
ユーロで賄えます。1キロあたりのタクシー
料金はわずか0.5ユーロですから、街全体を
タクシーで移動することができます。
旧市街に軒を連ねるさまざまな高級レスト
ランで食事をしても、眼が飛び出るような金
額を請求されるようなことはありません。タ
リンが提供する最高級の、そしてバラエティ
豊かなレストランは素晴らしいものばかりで
す。
お得感を実感できるのは、レストランだけ
ではありません。エストニアの美容室や美

ゆったりとくつろぐことができるスパ・トリー
トメント

顔、スパ・エステを体験してください。こう
いったエステなどのサービスも、他のヨーロ
ッパの国々より比較的安く利用することがで
きます。
充実したショッピングセンターやスーパー
マーケットチェーンでは、安全で効率の良い
電子決済を利用して買い物をすることができ
ます。

中世レストランのディナー
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サポートを受けることができます。登録から
会議前後のツアーの予約まで、イベントのす
べての準備をインターネットを通じて行うこ
とができます。

驚きの潜む国
エストニアは小さくも、エキサイティング
な旅行先です。あまり知られていない、しか
し、実は行きやすい国。それが、驚きの潜む
国、エストニアです。
エストニアは北に位置する国で、NATOおよ
び欧州連合の加盟国であり、合理的な考え方
をすることで知られる国です。

旧市街広場に立つ手工芸品の露店

何か目新しいものを求められてはいません
か？ロンドン、パリ、ローマもエキサイティ
ングな旅行先ですが、どの都市も旅行者がよ
く訪れる場所です。タリン、タルトゥ、パ
ルヌやその他のエストニアの街は、他にはな
い、ひと味違った本物の魅力を、訪れる人々
に提供します。

野外美術館で歴史的なエストニアの村の生
活に触れ、パンやバター作りを体験してくだ
さい。沼地用の靴を履いて、ソーマー国立公
園の手付かずの湿原や湖を歩いてみてくださ
い。氷の道を通って本土から島にジープで行
ってみたり、バレルに乗ってポルクニ湖を漂
ってみましょう。

会議、インセンティブ・プログラム、または
セミナーを開催する人は、誰もが最高の技術

ここでは、商業的な観光産業の流れに巻き
込まれてしまったと感じるようなことがあり
ません。エストニアは小さくも、平和な国で
す。エストニアでは、街は適度に広く、田園
地方では一軒一軒の家がかなり間隔を置いて
建てられています。

街中でも、何にも邪魔されずに休息をとり
ましょう。その瞬間は、ストレスに満ちたビ
ジネスライフが一転して、日々の仕事から開
放され、健康的で、ゆったりとしたくつろぎ
の時間に変わるでしょう。田園地方では、た
だ一人、自然と向き合ってみてください。

森の中でインターネットサーフィン

スノーシューズを履いた雪上ハイキング

間奏に民族音楽を

真の電子国家
エストニアは電子国家です。これは単なる誇
張ではありません。ここでは実際、生活に必
要な取引の50％が仮想領域で行われていま
す。エストニア人の大半がインターネットバ
ンキングを利用し、政府とのやり取りを電子
通信で行い、税金の申告さえもコンピュータ
で（わずか5分間で）行っています。エスト
ニア人が携帯電話で駐車料金の支払いをし、
コンピュータで国会や地方選挙の投票を行っ
ているというのは、もう新しいことではなく
なりました。エストニア人にとってインター
ネットは酸素のようなものです。ホテルの部
屋、会議場、空港ターミナル、カフェ、道な
ど、実際どこにいてもインターネットを利用
することができます。

ミナルにいても、完全無料でインターネット
に接続できる環境を提供する世界初の空港で
す。
会議場には最新の技術を使ったプレゼンテー
ション機器が備えられています。ホテルの部
屋から世界中どことでも完全無料で、スカイ
プによる通話およびテレビ会議を行うことが
できます。 画期的なスカイプはエストニア
の製品です。エストニア人はエストニアがス
カイプと同じくらい革新的な国であるという
ことに、確かな誇りと自信を持っています。

西部および北部ヨーロッパでは、インターネ
ットへの接続は有料ですが、エストニアで
は、インターネットへの接続は基本的人権
のひとつ考えられているため、100％無料で
す。そこには、何の落とし穴もありません。
公園のベンチやカフェでラップトップを開い
て、無線ネットワークを見つけてください。
ラヘマー国立公園の切り株の上で会議を開催
してみてください。広帯域インターネットへ
の接続を通じて参加できます。
タリンの空港は、すべての旅行者がどのター
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不自由なく会話ができる
エストニア人
エストニア人には、誰でも気軽に英語で話
しかけてみてください。相手が年配の人であ
っても心配ありません。エストニア人にとっ
て、英語はほとんど第二の母国語と同様なの
で、業務上必要な場合はもちろん、通りで出
会っても問題なく英語を話すことができま
す。
エストニアはロシア系少数民族にとっての
母国でもあるので、多くのエストニア人がロ
シア語を話します。エストニアでは、フィン
ランド語、ドイツ語、フランス語、スペイン
語なども、かなり一般的に話されています。
外国語を話さないエストニア人でも、近くに
いる別のエストニア人を見つけて、助けを求
めるはずです。
エストニア人は開放的で、寛大で、人に対
して親切です。最初は無口で少し無愛想に思
えるかもしれませんが、 会話が弾み、自宅に
招待されるぐらいになると・・・。リラック
スするために、エストニア人は摂氏120度に
達するサウナに入るのが好きで、白樺の小枝
で体を叩きます。

冬のエストニア名物の樽型サウナ

自国の伝統に誇りを持ち、一番良い面を見
せたいと考えるエストニア人は、常に何事に
も全力を尽くします。会議の開催における実
績は言うまでもなく、ユーロビジョンソング
コンテストや世界規模のクロスカントリース
キー大会でもエストニア人は素晴らしい結果
を収めてきました。
エストニアでは怠惰は恥ずべきことと考え
られています。エストニア人は歴史的に見て
も勤勉で、よく働く民族です。エストニアで

タルトゥの中心街に立つ商業ビル

は数年おきに大規模な国際音楽祭が開催され
ていますが、2011年はタリンが欧州文化首都
に選ばれ、さまざまな行事を主催します。

ある良質の三ツ星から五ツ星のホテルの中か
ら、最適なホテルを選ぶことができます。し
かも、どのホテルもすべて近くにあります。

整った宿泊施設
会議場、レストラン

ITから道路網まで、エストニアは現在イン
フラを全面的に新しくしています。エストニ
アでは、国際的なIT通信サービスが完全に機
能しています。

エストニアのホテルは、北欧文化の斬新な
デザインを感じさせます。世界規模のホテル
チェーンが運営するホテルもありますが、旧
市街には多くのデザインホテルが軒を連ねて
います。ゆったりくつろげるスパに直結した
レストランやカンファレンスホテルもあり、
その多くがここ5年間で新築または改装され
たものです。
ここには、手頃な価格で利用できる、グル
メ志向のレストランを備えた素晴らしいホテ
ルや会議場、保養施設があります。マナーハ
ウス（荘園領主の館）、古城、あるいは古い
農家で一泊するのはいかがでしょうか。

タリン音楽祭広場で開催されたエストニアの歌の祭典
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タリンではすべてが近接しているため、大
規模な会議を開催するのに最適です。多数

パルムセ荘園本館
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自然と共に生きる
エストニア人
エストニア人は伝統と自然を愛する人々で
す。都会に住んでいる人でも、マッシュルー
ム狩りやベリー狩りに出かけ、森で薪を割っ
たり、野生動物を観察したり、新鮮な空気を
吸うため、湿原にハイキングに出かけたりし
ます。
エストニア人の自然や自然保護を意識した
ライフスタイルは、外国からの旅行者にも提
供されます。すべての宿泊施設はセミナーの
開催だけでなく、自然に触れ、心と体の回復
をもたらす小旅行など、旅行者がリラックス
し、元気を取り戻せるようなアクティビティ
ーも用意されています。

森の中でのカメラシューティング

シンプル、快適
そして平和
これまでに、エストニア人が暴力的であっ
た歴史は一度もありません。その良い例が、
一発の銃弾も使わずに1991年にエストニアに
独立回復をもたらした「歌の革命」です。人
々が集まり、自由を願って皆で自国のために
歌いました。

て歩くことができます。週末にタリンの旧市
街のパブやクラブに行けば、愉快で、活気に
溢れたエストニアの人々に会うことができま
す。

エストニア料理には自然の材料が豊富に使
われています。多くのレストランでは、エス
トニアの畑で育てられた果物や野菜、エスト
ニアで育った牛の乳製品、地元の農家から仕
入れた肉等が使われたコース料理を食べるこ

エストニアの田畑の実り多き秋

とができます。
健康的で、エコロジーの観点からも健全な
食べ物を食べることは、エストニア人にとっ
て重要なことです。そして、同じ質のものを
お客様にも提供しています。

北欧諸国と強固に統合されたエストニアの
銀行システムでは、スウェーデンやフィンラ
ンドと同様に安全な電信送金、支払い、およ
びその他の金融取引が行われています。ホテ
ル、タクシー、店舗等でも、何の問題もなく
小額からクレジットカードを使用することが
できます。
エストニアには地震や雪崩もなく、日焼け
もあまり心配する必要がありません。温和な
気候で、夏は過ごしやすく、冬は湿気が多く
雪が降ります。
犯罪率は低く、戦争や暴動もありません。
夜でもタリンや他の大都市の通りは、安心し
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パルヌのホテルレストランで美味しい体験
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マナーハウスの厨房でパン作り
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www.visitestonia.com
www.visitestonia.com

エストニア・コンベンション・ビューロー
www.ecb.ee

タリン市観光局・コンベンション・ビューロー
www.tourism.tallinn.ee

タルトゥ市コンベンション・ビューロー
www.visittartu.com

パルヌ市コンベンション・ビューロー
www.parnuconvention.ee

フィンランド
ノルウェー

スウェーデン

エストニア

ロシア

マー

ク

ラトビア

正式名：

エストニア共和国

面積：

45,227平方キロメートル

人口：

136万

首都：

タリン（人口40万5千人）

公用語：

エストニア語

政治形態：

議会制民主主義

法定祝日：

2月24日（独立記念日）

距離：

タリン － パルヌ

129km

タリン － タルトゥ

187km

タリン － リガ

311km

デン

リトアニア

ベラルーシ
ポーランド

85km

エストニア共和国は、欧州連合、
シェンゲン条約、NATOの加盟国です。
エストニアは、東ヨーロッパ時間帯
（GMT/BSR +2:00）に属します。

ドイツ

ウクライナ
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タリン － ヘルシンキ

エストニアの国番号は＋372です。
国際電話をかける場合には、00に続き、
国番号を押してください。
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