
イベントと
フェスティバル

オーストリアで休暇を過ごしてみませんか？
オーストリア政府観光局の公式サイト・公式 SNSでは、
旅行計画のヒントになる現地情報や、オーストリアをより身近に
感じられるストーリーを発信しています。
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オーストリア
マップ & ガイド
austria.info
#feelaustria

文化と自然が
響きあう国

アクティビティ：
冒険心をくすぐる
大自然
オーストリアの雄大な自然は、
天恵の遊び場。朝は大自然を
冒険する興奮に目を覚まし、
夜は疲れきった脚と満ち足りた
気分で眠りにつく……。
そんなアクティブな休暇が、
季節を問わず楽しめます。
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グルメ：
進化しつづける

伝統
ドナウ川とアルプス山脈に
恵まれた地理的条件と、
華麗なる歴史に育まれた
オーストリアの食文化。 

その伝統に安住することなく、
新たな試みを

積極的に取り入れながら、
日々進化を続けています。

インスピレーション：
創造の泉

芸術の国と呼ばれるオーストリア。
数々の音楽家や美術家が、

この地を活動の場に選びました。
悠久の歴史を残す街や
美しい湖を訪れれば、

彼らにインスピレーションを与えた
ものに出逢えるかもしれません。

リラクゼーション：
人生の歓び
オーストリアの自然は
五感を優しく刺激します。 
緑の空気に包まれて時を過ごせば、
いつしか新しい自分を発見することでしょう。
森林と草原、川と丘が持つ魔法の力に、
身体と心をゆだねてみましょう。

ベストシーズン
オーストリア旅行のベストシーズンは４月から10月です。
この時期は気候が穏やかで、市街地での観光も山間地域
でのアウトドアも満喫できます。ハイシーズンは７、８月で
す。冬の楽しみはクリスマスマーケットやウィンタースポ
ーツです。スキー場は通常イースターが終わると閉場し
ますが、標高の高いスキー場や氷河スキー場はそれ以降
も営業しています。

最高気温・最低気温
地域によって異なりますが、夏の最高気温は約35℃、冬
の最低気温は氷点下20℃程度です。

平均気温
夏は約20℃、冬は約0℃です。

入国条件
日本国旅券所持者は、観光、訪問、商用が目的で滞在期
間が６ヶ月を超えない場合、ビザは必要ありません。過去
10年以内に発行され、予定滞在期間終了後も３ヶ月以
上有効なパスポートが必要です。
2022年以降、ビザを保有しない日本国旅券保持者は事
前にETIAS電子認証システムに申請することが必須とな
ります。
詳しくは在東京オーストリア大使館のウェブサイトをご参
照ください。
www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio
 

税関
個人的に使用する物品について、EU圏内の持ち込み量
に制限はありません。EU外からの渡航者に関する輸入
規則およびその他のオーストリアの税関規則は以下のリ
ンクをご確認ください。
www.bmf.gv.at/en/topics/customs/travellers/entry-
from-eu-countries.html

ペット
EU内旅行の際、ペットは狂犬病ワクチン済みであること
を証明する書類が必要です。
www.sozialministerium.at/en/Topics/Health/
Information-for-travellers/Entry-and-re-entry-of-
pets-from-third-countries-to-Austria.html

車での旅行
オーストリア国内での運転には、国際免許証が必要です。

速度制限

車・バイク
高速道路 130km/h
一般道 100km/h
市街地 50km/h

750kg超過のトレーラーをけん引する車両
高速 100km/h
一般道 80km/h
市街地 50km/h

アルコール制限
50ml （血中濃度）

スノータイヤ
11月1日から4月15日まで雪上や雪解けのぬかるみ、
凍結した道路を走行する際には、スノータイヤの装着が
必要です。

必須装備
三角停止板、救急キット、安全ベストは常に車両に搭載
しておく必要があります。車の故障時や車道を歩く際は、
安全ベストを着用してください。

緊急車両用の車線
オーストリアの車道や高速道路では、緊急車両が通行で
きるよう、渋滞時には一列空けることが義務付けられて
います。

高速料金
市街高速道路を含む高速道路を利用する際は、高速料金
の支払いが必要です。総重量3.5tまでの車両は、ヴィニ
エット（Vignette）というステッカーを購入し、フロントガ
ラスのよく見える位置に貼付してください。

ヴィニエットには１年券、２ヶ月券、10日券がありま
す。国外では自動車協会や国境近くのガソリンスタン
ド、国内では自動車協会、ガソリンスタンド、たばこ店、
ASFINAGの料金所で購入できます。
www.vignette.at

1月
ニューイヤーコンサート
（ウィーン）

www.wienerphilharmoniker.at

アート・オン・スノー
（ガシュタイン）

www.gastein.com

モーツァルト週間（ザルツブルク）
www.mozarteum.at

レゾナンツ音楽祭（ウィーン）
www.konzerthaus.at

2月
カーニバルのパレード（全国）
www.fasnacht.at, www.austria.info

国際アコーディオン
フェスティバル（ウィーン）
www.akkordeonfestival.at

ウィーンオペラ座舞踏会
www.wiener-staatsoper.at

ザルツカンマーグート祝祭週間
（グムンデン）

www.festwochen-gmunden.at

3月
スノージャズ・ガシュタイン
www.gastein.com

リスト・フェスティバル
（ライディング）

www.lisztfestival.at

ディアゴナーレ
映画フェスティバル（グラーツ） 
www.diagonale.at

ブレゲンツの春
ダンスフェスティバル
www.bregenzerfruehling.com

ロイジアルテ・クラシック音楽
フェスティバル（ランゲンロイス）
www.loisiarte.at

4月
イースター音楽祭
（ザルツブルク）

www.osterfestspiele-salzburg.at

イースター音楽祭（チロル）
www.osterfestival.at

オースタークラング・
イースター音楽祭（ウィーン）
www.theater-wien.at

イマゴ・デイ・イースター音楽祭
（クレムス）

www.klangraum.at

プザルム・イースター・
フェスティバル（グラーツ） 
www.styriarte.com/psalm/

5月
ウィーン芸術週間
www.festwochen.at

グラーツ・春季フェスティバル
www.springfestival.at

シューベルティアーデ音楽祭
（ホーエネムス） 

www.schubertiade.at

インテーネ・ジャズフェスティバル
（ディアースバッハ） 

www.inntoene.com

ワインツィール宮殿音楽祭
www.musikfest-weinzierl.at

グラーツ・デザイン月間
www.designmonat.at

巨人音楽会（ワッテンス・スワ
ロフスキー・クリスタルワールド）
www.kristallwelten.swarovski.com

シェーンブルン・サマーナイト・
コンサート（ウィーン）
www.sommernachtskonzert.at

6月
ジャズフェスト・ウィーン
www.jazzfest.wien

国際コンサート週間
（ツヴェットル修道院）

www.stift-zwettl.at

国際バロック週間
（メルク修道院）

www.barocktage.at

聖霊降臨節音楽祭
（ザルツブルク）

www.salzburgerfestspiele.at/pfingsten

ハイドン週間（ローラウ城）
www.schloss-rohrau.at

シューベルティアーデ音楽祭
（シュヴァルツェンベルク）

www.schubertiade.at

サマー・ダンスフェスティバル
（インスブルック）

www.tanzsommer.at

スティリアルテ音楽祭
（グラーツ）

www.styriarte.com

ゾンマースツェーネ現代芸術祭
（ザルツブルク）

www.szene-salzburg.net

ヴェルターゼー・クラシック
www.woertherseeclassics.com

メルク夏季音楽祭
www.sommerspielemelk.at

アート・オーストリア（ウィーン）
www.art-austria.info

7月
国際室内楽フェスティバル
（ロッケンハウス）

www.kammermusikfest.at

シュランメル音楽祭（リッチャウ）
www.schrammelklang.at

ヴェレンクレンゲ音楽祭（ルンツ）
www.wellenklaenge.at

中欧シュラードミング
国際ブラスバンドフェスティバル
www.mideurope.at

アッタガウ夏の文化祭
www.attergauer-kultursommer.at

ザンクト・マルガレーテン採石
場野外オペラフェスティバル
www.ofs.at

ザルツブルク音楽祭
www.salzburgerfestspiele.at

ドナウ・フェスティバル
（シュトゥルーデンガウ）

www.donau-festwochen.at

チロル音楽祭（エール）
www.tiroler-festspiele.at

インプルスタンツ・
ダンスフェスティバル（ウィーン）
www.impulstanz.com

ブレゲンツ音楽祭
www.bregenzerfestspiele.com

メルビッシュ湖上オペレッタ
フェスティバル
www.seefestspiele-moerbisch.at

プフラスターシュペクターケル
大道芸フェスティバル（リンツ）
www.pflasterspektakel.at

グラット&フェアケアト音楽祭
（ワッハウ）

www.glattundverkehrt.at

ラ・ストラーダ（グラーツ）
www.lastrada.at

アート・ボーデンゼー
（ドルンビルン）

www.artbodensee.messedornbirn.at

ウィーン市庁舎前広場の音楽映
画フェスティバル（8月まで）
filmfestival-rathausplatz.at

8月
アレグロ・ヴィーヴォ
（ニーダーエステライヒ）

www.allegro-vivo.at

グラフェネック音楽祭 
www.grafenegg.com

インスブルック古楽器音楽祭
www.altemusik.at

国際ジャズフェスティバル
（ザールフェルデン）

www.jazzsaalfelden.com

9月
ウィーン・デザインウィーク
www.viennadesignweek.at

アルス・エレクトロニカ（リンツ）
www.aec.at/festival

ブルックナー音楽祭（リンツ）
www.brucknerfest.at

黄金の秋まつり
（アイゼンシュタット）

www.herbstgold.at

クラングシュプーレン音楽フェス
ティバル（シュヴァーツ）
www.klangspuren.at

シュタイヤマルクの秋・
総合芸術祭
www.steirischerherbst.at

ウェーブ・ウィーン
www.wavesvienna.com

10月
ウィーン・モダン
www.wienmodern.at

ヴィエンナーレ（ウィーン）
www.viennale.at

ブリックファング・デザインフェア
（ウィーン）

www.blickfang.com

ミュージアムの長い夜（全国）
langenacht.orf.at

11月
クレッツモーレ・フェスティバル
（ウィーン）

www.klezmore-vienna.at

ウィーン・アートウィーク
www.viennaartweek.at

ザルツブルク冬祭り
www.winterfest.at

ウィーン舞踏会シーズンの開幕
www.ballkalender.cc

12月
クリスマスマーケットと
待降節コンサート（全国）
www.austria.info

 

2020年12月現在。
記載の情報は状況により変更になる可
能性があります。

GO Box
総重量3.5t超過の車両には、GO Boxの設置が義務付
けられています。GO Boxにはユーロ排ガス区分の通知
が必要です。
www.go-maut.at

一部の道路では、個別に通行料金が徴収されることがあ
ります。
www.asfinag.at; www.oeamtc.at

ヴィニエットを所持していても、山岳道路やパノラマ道
路、トンネルなどで通行料金が課せられることがありま
す。例）アールベルク道路トンネル、ブレンナー高速道路、
ゲアロス・アルペン道路、グロースグロックナー・アル
プス山岳道路、カラヴァンケン・トンネル、ピルン高速道
路、シルヴレッタ・アルプス山岳道路、タウエルン高速道
路、ティンメルスヨッホ・アルプス山岳道路、フィラッハ・
アルプス山岳道路、ゲアリッツェンギプフェル道路、ノック
アルム道路、マルタ・アルプス山岳道路、タウエルンシュ
ロイゼなど。

車両の灯火義務
バイクは日中でも灯火義務があります。その他の車両に
ついても日中の灯火を推奨しています。
街灯の有無に関わらず日没から日の出までの間、悪天候
による視界不良時、およびトンネル内では、周囲が明るく
てもヘッドライト（ロービーム）を使用しなければなりま
せん。

高速道路のサービスエリアは一般的に24時間営業です。
市街地や幹線道路のガソリンスタンドは８時から20時ま
で営業しています。大きな町にはセルフサービスのガソリ
ンスタンドがあり、24時間利用できます。

全国ラジオ放送Ö3とAntenne、およびローカルラジオ
放送では、毎時０分と30分のニュースの後に交通情報を
放送しています。

緊急時の電話番号
自動車協会の故障サービス
ÖAMTC故障サービス :  120
ARBÖ緊急サービス :  123

消防 :  122
警察 :  133
救急 :  144
山岳救助 :  140

鉄道での旅行
ヨーロッパ内の主要都市とウィーンを結ぶ鉄道網は大変
発達しています。また一部地域ではカートレインが利用で
きます。遠隔地から鉄道駅のある町までは、バスが運行
しています。　
ウィーンとザルツブルク間は、オーストリア連邦鉄道
（ÖBB）とウエストバーン鉄道が30分間隔で運行してい
ます。

ÖBB カスタマーサービス
+43 51717, www.oebb.at
ウェストバーン鉄道
+43 1 899 00, www.westbahn.at

飛行機での旅行
オーストリア航空をはじめとした多数の航空会社がオー
ストリアと世界の主要都市を結んでいます。空港はウィー
ン、グラーツ、インスブルック、リンツ、クラーゲンフルト、
ザルツブルクにあります。
空港と市街地の間はシャトルバスや鉄道が終日運行して
います。また空港から地方都市へのアクセスも充実して
います。空港発着の交通機関については、各空港の公式
サイトをご覧ください。
オーストリアの西部へは、ミュンヘン空港やチューリッヒ
空港の利用も便利です。

ショッピング
商店の営業時間は業種や地域によって異なりますが、原
則的に平日は9時から18時（ウィーンでは18時30分、
昼休みを取る場合あり）です。土曜日は8時から13時ま
たは18時（大都市や観光地では17時または18時）で、
日曜日・祝日は休業日です。観光地では営業時間の規制
が緩和されています。駅や空港内の商店は夜間や週末も
営業しており、一部は早朝から23時まで営業しています。

オーストリアの付加価値税率の基準は20％ですが、商
品により異なり、食品や書籍は10％です。免税取扱店で
75.01ユーロ以上購入した場合には免税手続きの書類
を作成してもらえます。

レストラン
ランチタイムは通常11時30分から14時、ディナータイ
ムは18時からですが、通し営業で温かい料理を提供する
レストランも多くあります。
オーストリアにはチップ文化があります。一般的には会計
金額の10％をチップとして支払います。

トイレ
公衆トイレは有料で、多くの場合50セントです。コイン式
やお釣りの出ないトイレもあるので、小銭があると便利 
です。

観光カード（シティカード）
観光カードとは、割引などの特典が付いた観光客向けの
カードのことです。多くの観光施設、スポーツ施設、文化
施設、交通機関、ケーブルカーなどで利用することができ
ます。観光カードは地域の観光案内所やケーブルカー乗
り場、一部の商店、美術館等で購入可能です。また一部
の宿泊施設では、宿泊期間中に使えるカードを販売また
は提供しています。詳しい情報は各地域の公式サイトを
ご覧ください。

キャンプ・オートキャンプ
オーストリアには充実したキャンプ場のネットワークがあ
ります。

オーストリアキャンピング&キャラバニングクラブ（CCA）
+43 50 123 2222
cca@cca-camping.at
www.cca-camping.at

オーストリアキャンピングクラブ（ÖCC）
+43 1 7136151
office@campingclub.at
www.campingclub.at

ユースホステル
大部分のユースホステルでユースホステル協会会員カ
ードの提示を求められます。個人もしくは団体で利用
の場合、事前予約をお勧めします。ユースホステルの
リストと詳しい情報はオーストリアユースホステル協会
（Österreichischer Jugendherbergsverband）をご確認
ください。
+43 1 5335353
office@oejhv.at
www.oejhv.at

ファームステイ
大自然の中で楽しみながら学ぶことができる農場や山小
屋での滞在は、特にファミリー層にお勧めです。詳しい情
報は farmholidays.comをご覧ください。

バリアフリー
特別なケアが必要な方の旅行については、austria.info
をご覧ください。

旅の情報

www.austria.info

@feelaustriaJP

@ANTO_tokyo

@visitaustria

youtube.com/Austria

@austriatravel

http://www.bmf.gv.at/en/topics/customs/travellers/entry-from-eu-countries.html
http://www.bmf.gv.at/en/topics/customs/travellers/entry-from-eu-countries.html
http://www.sozialministerium.at/en/Topics/Health/Information-for-travellers/Entry-and-re-entry-of-pets-from-third-countries-to-Austria.html
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http://www.sozialministerium.at/en/Topics/Health/Information-for-travellers/Entry-and-re-entry-of-pets-from-third-countries-to-Austria.html
http://farmholidays.com
http://austria.info
http://www.austria.info
http://youtube.com/Austria
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