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旅行業界の皆様

平素オーストリアの観光振興について格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

33回目を数える今年のワークショップは、３年ぶりのリアル開催となりました。自由に海外旅行ができるようになるにはまだ障壁が
あるとはいえ、近々再び多くの日本のお客様をオーストリアにお迎えできると信じております。今回来日した11社の観光サプライヤー
も、久しぶりの皆様との商談を大変楽しみにしております。是非この機会に最新情報や特別オファーを獲得なさってください。

来年2023年は、日本が初めて公式に参加し、ジャポニズム旋風のきっかけとなったウィーン万博から150周年の記念年でもあります。
さらに多くの日本の方がオーストリアに興味を持ち、現地を訪れ、芸術や歴史、自然に触れて滞在を楽しんで頂けますよう、弊局は
努めてまいります。

オーストリア観光に関するご質問やご要望がありましたら、いつでもお気軽にお寄せください。
今後とも宜しくお願いいたします。

オーストリア政府観光局
局員一同
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フォアアールベルク州

ザルツブルク州
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オーバー
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ザルツブルク市観光局
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脚本・作詞ミヒャエル・クンツェ、作曲
シルヴェスター・リーヴァイのミュージ
カル『エリザベート』が1992年にアン・
デア・ウィーン劇場で初演されてから、
今年 2022年で30年を迎えました。

この作品は、終焉を迎えつつある帝国
時代にありながら、現代的な感性を持
つエリザベート皇妃の謎に包まれた半
生を描いた物語で、ドイツ語ミュージカ
ル最大のヒット作として日本を含め世界
各国で上演されています。

若くしてハプスブルク家に嫁いだ美貌の
皇妃エリザベート。しかしそこには、伝
統と格式を重んじる厳格な宮廷での生
活が待っていました。軋轢の中で苦しみ
様々な困難に遭遇した彼女は、自由を
求めて放浪し、いつしか「トート（死）」
の誘惑に惹かれていくようになります。

ミュージカル初演 30周年を記念して、
史実に基づいたエリザベートの生涯を
たどってみましょう。

生い立ちと想定外の婚約
エリザベート、通称シシィは 1837年
12月 24日に生まれました。父親はバ
イエルン公マキシミリアン・ヨーゼフで、
彼女はバイエルン王国の名門ヴィッテル
スバッハ公爵家の子孫にあたります。シ
シィは、ミュンヘンから30km程離れた
シュタルンベルク湖のほとりに立つポッ
センホーフェンの館で、自由で開放され
た教育を受けて育ちました。

1853年 8月 18日、パプスブルク家の
温泉保養地バート・イッシュルで、15
歳のシシィは従兄弟にあたるオーストリ
ア皇帝フランツ・ヨーゼフ１世と婚約し
ます。もっともこれは想定外の出来事で、
もともと皇帝のお見合い相手は、シシィ
の姉ヘレーネでした。しかし、若きフラ
ンツ・ヨーゼフの心は、姉に同行して
いたシシィにすっかり奪われてしまった
のです。バート・イッシュルではその後、
皇帝の両親から結婚を祝って二人に別
荘カイザー・ヴィラが贈られ、二人はこ
こで何度も夏を過ごしました。

婚礼はお見合いの翌年の1854年 4月
24日、ハプスブルク家の人々が代々婚
礼を挙げるウィーンのアウグスティーナ
ー教会で盛大に執り行われ、美しい皇
妃はウィーン市民から熱烈な歓迎を受
けました。

婚礼後、二人はシェーンブルン宮殿で暮
らします。革命政府軍占領時、ナポレオ
ンが居住したあと放置されていたこの
宮殿を、フランツ・ヨーゼフはシシィと
の婚礼を機に改修しました。第2のロコ
コとも呼べる華麗なスタイルの宮殿に、
この美しい皇妃を迎え入れたのです。

シシィは 4人の子供をもうけました。
1855年にソフィー、1856年にギーゼ
ラ、1858年に皇太子ルドルフ、そして
1868年に一番愛された娘のマリー・ヴ
ァレリーが誕生しました。子供たちは皇
室の習慣に従い、末娘のマリー以外は
母親自身が育てることはありませんで 
した。

窮屈な宮廷生活
数世紀もの栄華を誇るハプスブルク家
の伝統は、自由な家風で育てられたシ
シィにはまったく合いませんでした。彼
女は皇室の伝統やしきたりによって縛ら
れることを嫌い、課せられた掟に従うこ
とを片っ端から拒否しました。オースト
リアのファーストレディーに対する期待
に応える生活に背を向けたのです。

時代を駆け抜けた皇妃
エリザベート

シシィの愛称で知られる皇妃エリザベートは
様々な顔を持つ魅力的な女性でした。
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様々な葛藤や確執により、彼女は自分
の殻に閉じこもってしまいます。そのス
トレスを発散するためか、はたまた美と
若さに取り憑かれていたせいか、シシィ
はホーフブルク王宮にバスタブやスポー
ツ用つり革などを作らせました。これら
はホーフブルク王宮内のシシィ博物館
で観ることができます。また、いつしか、
宮廷生活と姑である大公妃ソフィーから
逃げ出すように、シシィはヨーロッパ中
を旅するようになります。

ウィーン西側の町外れにある広大なライ
ンツ動物公園内にあるヘルメスヴィラ
は、皇帝フランツ・ヨーゼフが彼女のた
めに1886年に建てさせた離宮です。し
かし、彼女をウィーンにとどめておくた
めの役には立ちませんでした。シシィ自
身が名付けたこの別荘は、ルネサンス
様式の瀟洒な建物で、彼女のサロンの
天井には、一部クリムトが描いたフレス
コ画や、色ガラスの窓、体操室、大理石
のレリーフなど、贅を尽くし趣向を凝ら
した造りになっています。

皇帝夫婦を襲った悲劇
1889年、皇太子ルドルフがマイヤーリ
ングの狩りの館で自殺を遂げました。オ
ーストリア皇太子と男爵令嬢マリー・ヴ
ェツェラの心中事件は当時、ヨーロッパ
のみならず世界中に衝撃を与えた出来
事でした。悲劇の舞台となった狩りの館
は、シシィの命によりネオゴシック様式
のカルメル派修道院に建て替えられま
した。この事件以降、シシィは黒の衣装
しか身に付けなくなります。この悲劇は、
後に『うたかたの恋』として多くの作品
に描かれています。

シシィ暗殺
失意の中、旅を続けていた彼女に運命
の日が訪れます。1898年 9月 10日、
シシィは警察の警護を拒み、ホーエン
エムス伯爵夫人の偽名でジュネーブに
滞在していました。レマン湖畔にあるボ
ー・リヴァージュ・ホテルから外出した際、
ヤスリのような鋭利な刃物で心臓を一
突きにされ、暗殺されたのです。犯人の
無政府主義者ルイジ・ルケーニは、「貴
族なら誰でもよかった」と調書で語って
います。

彼女の死後、ウィーンの市民庭園（フォ
ルクスガルテン）に記念像が設置されま
した。1907年に除幕式が行われて以
来、ブルク劇場を背に、美しい庭園を眺
めながら、エリザベート皇妃は静かに
微笑み続けています。

■この記事の全編はこちら

■『エリザベート』コンサート 
　in シェーンブルン宮殿
　2023年 6月 29日・30日・
　7月 1日に開催決定
　公式サイト

■日本での『エリザベート』関連作品
　上演予定
⃝東宝ミュージカル『エリザベート』
　東京・帝国劇場
　（2022年10月9日～11月27日）
　名古屋・御園座
　（2022年12月5日～21日）
　大阪・梅田芸術劇場
　（2022年12月29日～2023年1月3日）
　博多・博多座
　（2023年1月11日～1月31日）
⃝宝塚歌劇団『うたかたの恋』
　宝塚大劇場（2023年 1月）
　東京宝塚劇場（2023年 2～ 3月）

■Googleマップリスト
　『エリザベートをたずねて』
シシィやフランツ・ヨーゼフ1世たちが
実際に生きた場所を、Googleマップに
ピン付けしたリストを作り
ました。旅のプランや現地
観光中にぜひお役立てくだ
さい。

時代を駆け抜けた皇妃エリザベート
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https://www.austria.info/jp/service-and-facts/famous-austrian-people/sissi-kaiserin-elisabeth
https://www.musicalvienna.at/en/schedule-and-tickets/schedule/production/1058/ELISABETH-2023
https://goo.gl/maps/xzv9YoZui2pi6FQa8
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2022年
■ミュージカル 『エリザベート』
　世界初演から30周年
・1992年9月3日、アン・デア・ウィーン劇場
にて世界初演。ドイツ語ミュージカル最大
のヒット作に。
・政府観光局の取り組みについて、
　詳しくはこちら
■ザッハートルテ誕生190周年
・1832年、宰相メッテルニヒに仕えていた16
歳の見習い料理人フランツ・ザッハーが考案。
・ザッハートルテにまつわるエピソード
■赤ワインの品種 「ツヴァイゲルト」
　開発から100周年
・1922年にツヴァイゲルト博士が開発。オー
ストリアでもっともメジャーな赤品種。
■遺伝子学の祖 グレゴール・ヨハン・
　メンデル生誕200周年
・エンドウマメの交配実験によって「メンデル
の法則」を発見。1822年7月20日、現在の
チェコ・モラヴィアで誕生。
■カール・ミヒャエル・ツィーラー没後100年
・ヨハン・シュトラウス2世のライバルとして
活躍した作曲家で、代表曲は『ウィーン娘』
『ウィーン市民』『放浪者たち』。1922年没。

2023年
■ウィーン万博150周年
・1873年5月1日から10月31日まで、ウィー
ン・プラーター公園で開催。
・日本（明治政府）が初めて公式参加。ジャポ
ニズムブームのきっかけとなった。
■ベルヴェデーレ宮殿上宮、
　完成から300周年
・オイゲン公の夏の離宮として、1720～

1723年にかけて建設。現在は国外不出の
傑作『接吻』をはじめ、世界最多のグスタフ・
クリムト作品を展示する美術館。
・ベルヴェデーレ宮殿について
■ロブマイヤー創業200周年
・1823年にウィーンで創業したハプスブルク
家御用達のクリスタルブランド。
・豪奢なシャンデリアは、ウィーン・ホーフブ
ルク王宮、シェーンブルン宮殿、ベルヴェデ
ーレ宮殿、ウィーン国立歌劇場、楽友協会ホ
ール、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場、
世界各国の高級ホテルなどを飾っている。

・鉛の代わりにアルカリを使うことにより環
境負荷の少ないカリガラス製を作っており、
環境をテーマにした2008年洞爺湖サミッ
トの晩餐会でグラスが採用された。
■東京都美術館 『エゴン・シーレ展
　～ウィーンが生んだ若き天才』
・東京で30年ぶりの開催となるエゴン・シー
レの大規模回顧展。ウィーンのレオポルド
美術館の所蔵品を中心に展示。
・会期：2023年1月26日(木)～4月9日(日)

・公式サイト

2024年
■バート・イッシュル＆
　ザルツカンマーグート地方、
　欧州文化首都に
・バート・イッシュルを含むザルツカンマーグ
ート（湖水）地方の23自治体が、欧州文化
首都（European Capital of Culture）とし
て年間を通じて数々の文化イベントを開催。
・公式サイト
■ベートーヴェン 『交響曲第9番』
　初演から200周年
・ウィーン・ケルントナートーア劇場（現在の
ホテル・ザッハーの位置）にて1824年5月7
日に初演。
■ヨハン・シュトラウス2世の
　喜歌劇 『こうもり』 初演から150周年
・1874年4月5日、アン・デア・ウィーン劇場
にて初演。
■アントン・ブルックナー生誕200周年
・1824年9月4日、リンツ近郊で誕生。
■オーストリア政府観光局 
　東京事務所開設50周年
・1974年10月に東京・千代田区に開設。今
後もオーストリア旅行を多くの方に楽しん
でいただけるよう、邁進してまいります。

2025年
■ヨハン・シュトラウス２世
　生誕200周年
・1825年10月25日、ウィーン生まれ。
■『ビフォア・サンライズ
　～恋人までの距離』 公開から30周年
・監督R・リンクレイター、主演J・デルピー＆

E・ホークによる、ウィーンを舞台にした恋
愛映画の大傑作。1995年公開。

2026年
■ブレゲンツ音楽祭80周年
・1946年から開催。初年はモーツァルト『バ
スティアンとバスティエンヌ』を上演。
■レオン・ミンクス生誕200周年
・『ドン・キホーテ』『ラ・バヤデール』などを作
曲した、バレエ音楽の大家。1826年3月23
日、現在のブルノ（チェコ）近郊で誕生。

2027年
■皇妃エリザベート（シシィ）生誕190周年
・1837年12月24日、ドイツ・バイエルンで誕生。
■ウィーンの大観覧車完成から130周年
・1897年、フランツ・ヨーゼフ1世皇帝の即
位50周年を記念して、イギリスの退役軍人
ウォルター・Ｂ・バセットによりプラーター公
園内に完成。同年7月3日オープン。

・ウィーン市観光局サイト

2028年
■フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー
　生誕100周年
・環境との共生を生涯のテーマにした芸術家・
建築家。1928年12月15日ウィーン生まれ。

2029年
■ミュージカル 『モーツァルト！』
　世界初演から30周年
・1999年10月2日、アン・デア・ウィーン劇場
にて初演。
■日本オーストリア友好160周年
・1869年、日墺修好通商航海条約の締結を
もって国交樹立。

2030年
■フランツ・ヨーゼフ1世生誕200周年
・実質最後のハプスブルク皇帝であり、エリ
ザベート（シシィ）の夫。1830年8月18日、
シェーンブルン宮殿で誕生。

2031年
■レオポルド美術館開館から30周年
・2001年開館。ウィーン世紀末の作品を多く
所蔵。特にエゴン・シーレの世界最大のコレ
クションを誇る。

＜ 随時更新中！＞
https://b2b.austria.info/jp/yearlytopics/10年間トピックス

2022-2031
ひと目で分かる、

2022年から2031年までのオーストリア・トピックス！
旅行商品の開発や記事企画にお役立てください。

特集➁

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000095637.html
https://www.austria.info/jp/things-to-do/food-and-drink/sachertorte-battle
https://www.wien.info/ja/ウィーンの観光/博物館-展覧会/人気ミュージアム/ベルヴェデーレ-宮殿-美術館-341000
https://www.tobikan.jp/exhibition/2022_egonschiele.html
https://www.salzkammergut-2024.at/en/
https://www.wien.info/ja/ウィーンの観光/プラーター-/プラーターの大観覧車-346946
https://b2b.austria.info/jp/yearlytopics/
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Your Austrian Partners

出展社の
ご案内
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オーストリア トラベルニュース：
弊局では毎月一回、「オーストリア トラベルニュース」を配信しています。 
オーストリアの最新情報や、国内外での業界向けイベントのご案内を 
お届けいたします。
受信ご希望の方は こちらからご登録（無料）ください。
右のQRコードからもご登録（無料）頂けます。

その他、オーストリア観光に関することならどんなことで
もお気軽にお問い合わせください！

渡航解禁で最初に行きたいデスティネーション、
オーストリア

未曾有のコロナ禍が始まって2年半が過ぎま
したが、オーストリアは日本政府による感染症
危険情報レベルがレベル２（不要不急の渡航
中止勧告）からレベル１（注意勧告）に引き下
げられ、観光再開へと前進しています。

９つの連邦州の特徴と見どころ：

ブルゲンランド州　ウィーン　ニーダーエステ
ライヒ州　シュタイヤマルク州　オーバーエス
テライヒ州　ケルンテン州　ザルツブルク州　
チロル州　フォアアールベルク州

＜Googleマップリスト
#オーストリアのオススメ＞
局員とSNSフォロワーから
募ったオススメ情報を、Google
マップ上にピン付けしました。

サステイナブルなオーストリア

オーストリアでは、アルプスからの地下水、澄
んだ空気、山と森林、EU水浴水質調査で最
高評価を受けている湖、世界で最も住みやす
い街ウィーンなどの質の高い生活、伝統文化
や手工業などが次世代へと受け継がれていく
ように配慮がなされています。環境に優しい公

共交通機関での移動、自然エネルギーを利用
したエコホテル、地産地消、人材育成、有機農
業、国立公園の維持などが環境保護のため早
くから重要視されてきました。リフレッシュしな
がらサステイナブルに過ごせるオーストリアの
詳細はこちら。

オーストリアの都市をリアルに体験！

「今こそリアルに旅しよう」を合言葉に、日本の
お客様に根強い人気を誇る都市観光をテーマ
とした動画を作成しました。美術館＆博物館編、
宮殿＆城編、観光名所＆カフェ編の３パターン
があります。ぜひご覧ください。

オーストリアの魅力を発信し、
日本からのさらなる送客を目指します
オーストリア政府観光局は、オーストリア政府の公式観光機関です。
1955 年の設立以来、オーストリア旅行の魅力を国内外に広報しています。

オーストリア・ポケットガイド2022：
毎年異なるテーマに基づいて発行しているガイド冊子。
顧客インセンティブとしてご活用ください。
オーストリア・ポケットガイド2022（PDF版ダウンロード）
印刷版のご用命は下記からどうぞ。

観光パンフレットのご請求：
こちらからお申し込みください。
資料のご提供は無償ですが、着払いにて送料のご負担をお願いいたし 
ます。

観光写真素材 : 
https://views.austria.info/en/media より無料でダウンロードしていた
だけます（登録が必要です）
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オーストリア政府観光局
Austrian National Tourist Office

〒106-0046 東京都港区元麻布3-12-3 
大江ビル2階

b2b.austria.info

福田明子
Akiko Fukuda
マーケティング・マネージャー
T 03 6804 2117
akiko.fukuda@austria.info

福田明子
Akiko Fukuda

https://b2b.austria.info/jp/%E6%97%85%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E7%95%8C/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC/
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/burgenland
https://www.austria.info/jp/where-to-go/cities/vienna
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/lower-austria
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/lower-austria
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/styria
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/upper-austria
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/upper-austria
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/carinthia
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/salzburg
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/tyrol
https://www.austria.info/jp/where-to-go/provinces/vorarlberg
https://www.google.com/maps/@47.6448928,13.8952782,8z/data=!3m1!4b1!4m3!11m2!2sZq07LB9inlPopli1h3wMExIc4ijmLw!3e3
https://www.austria.info/jp/service-and-facts/sustainable-tourism-in-austria
https://www.austria.info/jp/art-and-culture/city-breaks
https://www.youtube.com/watch?v=5So22WRFMII
https://www.youtube.com/watch?v=RNLZ09GQudo
https://www.youtube.com/watch?v=SRodzw7OiXg
https://b2b.austria.info/fileadmin/user_upload/Imported/2022_PocketGuide_Japan_for_WEB.pdf
https://b2b.austria.info/jp/%E6%97%85%E8%A1%8C%E6%A5%AD%E7%95%8C/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E8%AB%8B%E6%B1%82/
https://b2b.austria.info
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人類にとって
特別な価値のある街

1997年に街は世界遺産に登録され、また、
1913年より続くマリオネット劇場も2016年に
無形文化財として登録されています。それに伴
いゲトライデガッセは花崗岩の石畳になり、店
舗へのアクセスもバリアフリー化、リンツァー
ガッセのリデザインやミラベル庭園にある小人
の庭園も歴史に基づいてリニューアルされてい
ます。

モーツァルテウム財団は改修され
モーツァルトフェストを開催

2年にわたる改装工事を経てモーツァルテ
ウム本館のグランドホワイエは10月にリニ
ューアルオープン。再開を記念して、国際
的なアーティストが登場し、4日間の音楽祭
「Mozart+Fest」が開催され、モーツァルテウ
ムの庭にあった「魔笛の家」は「モーツァルト・
レジデンス」の中庭に移転します。

● "Mozart+Fest"　
　 2022年10月20日～23日　
　 www.mozarteum.at

ザルツブルクのクリスマスマーケット

世界で最も有名なクリスマスキャロル “きよし
この夜 " はザルツブルクで生まれました。旧市
街の中心にあるドーム広場とレジデンス広場で
は、ザルツブルクのクリスマスマーケットが開
催されます。その他にもホーエンザルツブルク
城塞、ミラベル広場、ヘルブルン宮殿など心が
豊かになるマーケットがたくさんあります。

● 大聖堂とレジデンツ広場は
　 2022年11月17日～2023年1月1日まで開催
　 www.christkindlmarkt.co.at

● ヘルブルン宮殿は
　 2022年11月17日～12月24日まで開催
　 www.hellbrunneradventzauber.at

世界の舞台 ― ザルツブルク
ザルツブルクは、まさに音楽そのもの。W.A. モー
ツァルトの生誕の地、かの有名なザルツブルク音楽

祭の開催地、そして映画「サウンド・オブ・ミュージック」のロケ地と、そ
の名は世界中で知られています。実際に訪れてみれば、自然と建築物、
アートと文化、伝統と近代性の完璧とも言える融合がお楽しみいただけ
ます。山々がバロック様式の中心地を囲むやわらかな緑色の街は、皆様
を絵画のようにロマンチックな散策へと誘います。散策の終点に、数ある
くつろぎのビアガーデンをお選びいただくのはいかがでしょう。

ザルツブルク・カードはザルツブルクの街への鍵。ザルツブルクの観光
名所、ミュージアムにすべて無料でご入場いただけます。市内の公共交
通機関乗り放題の特典もついています。

Salzburg
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ザルツブルク市観光局
Tourismus Salzburg GmbH

Auerspergstr.6
5020 Salzburg - Austria

www.salzburg.info
marketing@salzburg.info

クレメンス・コレンツ
Klemens Kollenz
Marketing Manager for Japan
T +43 662 88987-301
kollenz@salzburg.info

モラス彩子 
Ayako Morass
Salzburg Representative in Japan
ayakomorass@am-coordination.jp

クレメンス・コレンツ
Klemens Kollenz

モラス彩子
Ayako Morass
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・写真データベース
・動画データベース
・ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショナル

#ViennaNow　#ウィーン今

ウィーン市観光局 ― 
ウィーン旅行のパートナー

ウィーン市観光局は、ウィーン市の公式観光マーケティング機関です。ツ
アー企画会社や旅行会社の皆様の窓口として、現地のホテル、観光代理
店、博物館・美術館、レストランなどさまざまなサプライヤーとの仲介を
行っています。共同キャンペーンや研修ツアー、ウィーンの観光資料など
のご用命は、お気軽にご相談ください。

■一般向け公式サイト：www.vienna.info
　ウィーンのさまざまな最新情報を13ヶ国語で提供

■旅行業界向け公式サイト：www.b2b.vienna.info
　以下をはじめとした業界向け情報を掲載：
・観光地ガイド 
・主要なイベント 
・ウィーン・シティカード提携パートナー

ウィーンのビジョン、新たな始まり
ウィーン万国博覧会 150周年
世界を再構築する

2023年、ウィーンは1873年（明治6年）の万
国博覧会の開催から150周年を迎えます。こ
れは日本が初めて公式に参加した万博である
という点で、大変意義深いものです。
万国博覧会は、19世紀末のウィーンが国際都
市として大きく成長するきっかけとなりました。
2000年代以降もその影響力は健在であり、ウ
ィーンは当時の速度と華やかさに劣らない成
長を見せています。 
2023年、ウィーンは壮大なビジョンを抱いて
過去と現在、未来を祝います。ウィーンは常に
未来を再構築してきた都市なのです。

ウィーン・シティカード

「ウィーン・シティカード」は公共交通機関乗り
放題とさまざまな割引サービスが付帯したプリ
ペイドカードです。旅行会社等はウィーン・シ
ティカードを正規の販売代理店DocLXで購入
し、お客さまに販売することで10%の手数料
が得られます。

お問合先（販売代理店）：
DocLX Travel Events GmbH
A-1010 Wien,
Renngasse 4/ Freyung
T +43-1 370 7000-22
info@viennacitycard.at

旅行業界限定！ 
ウィーンでの特典が満載のプログラム

「ウィーン・エキスパートクラブ・インターナシ
ョナル」は、旅行業界のみなさまにウィーンを
よりよく知っていただくための特別なプログラ
ム。会員になれば、お客さまへのセールスに
役立つ知識を得られるだけでなく、顧客満足
度の向上にもつながることまちがいなし！

当クラブの特典：
・ウィーン市内ホテル宿泊において、ベストな
条件を提供
・ウィーン・シティカード（一定時間内の公共
交通機関乗り放題と210件以上の割引サー
ビス）の無償提供
・観光施設の無料・割引入場 ほか

会員登録はこちらから：experts.vienna.info

Wien
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ウィーン市観光局
Vienna Tourist Board

Invalidenstrasse 6 
1030 Vienna - Austria 

www.vienna.info

クリスティーナ・フライスレーベン
Christina Freisleben
Market Management
T +43 1 211 14-353
F +43 1 211 14-700
christina.freisleben@vienna.info

クリスティーナ・フライスレーベン
Christina Freisleben

photo.vienna.info
https://footage.vienna.info
https://experts.vienna.info
https://b2b.wien.info/en/destination-guide
https://events.wien.info/en/
https://b2b.wien.info/en/travelindustry/viennacard/vienna-card-affiliate-362966
http://experts.vienna.info
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これらを統合的に運営することにより、当社はオーストリアのホスピタリ
ティ業界における重要な位置を占め、多様なサービス分野のエキスパー
トとして活動しています。特にシティホテル業界をコア・コンピテンスと
しています。

心強いパートナー
1世紀以上の経験と幅広いブランド・ポートフォリ
オを持つ当社では、ゲストとパートナー会社の皆様

に最上級のサービスを提供しています。

当社のミッションは、最高のホストとしてお客様の素晴らしい思い出作
りをお手伝いすることです。プロフェッショナルなサービス、柔軟な対応、
オーストリアならではの魅力を兼ね備え、すべての瞬間が喜びとなるよう、
尽力してまいります。

フェアケーアスビューロー・ホスピタリティでは、オーストリアとスロベニ
アで以下のホテルブランドを運営しています：

 • Austria Trend Hotels • Camping Wien
 • BASSENA Hotels • Hostels Vienna
 • Radisson Blu • Palais Events
 • Radisson Individuals

オーストリア・トレンド・ホテル

16拠点あるオーストリア・トレンド・ホテルは、
快適さを最重要課題としています。オーストリ
ア製の高級まくら、地元産のオーガニック食材
をふんだんに使った朝食、そして旅の耳寄り情
報をお伝えするグッドモーニングマスターが皆
様をお待ちしています。
austria-trend.at

シェーンブルン宮殿グランドスイート

世界的な観光名所であるシェーンブルン宮殿
の内部に位置するグランドスイートルームで、
かつてはハプスブルク家の人々のみが享受で
きたラグジュアリーをご満喫ください。美しい
宮殿の歴史と豪奢な生活を体験できる貴重な
機会をお約束します。
thesuite.at

ラディソン・ブルー＆
ラディソン・インディビジュアルズ

当社のフランチャイズホテルであるウィーンの
「ラディソン・ブルー・パーク・ロイヤルパレ
スホテル・ウィーン****」とザルツブルクの「ラ
ディソン・ブルー・ホテル・アルトシュタット
*****」では、最高のデザインとサービスによっ
て皆様にクラス感のある快適さをお届けします。
ウィーンの「ホテル・ラートハウスパーク****」
とリンツの「ホテル・シラーパーク****」の2
軒のラディソン・インディビジュアルズホテルも、
当社のブランドをより強化する素晴らしいホテ
ルです。
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フェアケーアスビューロー・ホスピタリティ
(オーストリア・トレンド・ホテル他)

VERKEHRSBUERO HOSPITALITY
Jakov-Lind-Strasse 15 
1020 Vienna - Austria

verkehrsbuero.com/hospitality

アニタ・コリングバウム
Anita Kollingbaum
Head of Leisure Sales & Distribution
T +43 1 58800 831
F +43 1 58800 888
anita.kollingbaum@austria-trend.at

アニタ・コリングバウム
Anita Kollingbaum

Wien

Graz

Linz

Salzburg

Innsbruck

Fieberbrunn

Kitzbühel

https://austria-trend.at
http://thesuite.at
https://verkehrsbuero.com/hospitality
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栄光のオーストリア帝国史を
体感しよう

当社はオーストリアでも最も魅力のある５ヶ所の文化財を広報する観光
企業です。

 - オリジナルの家具と装飾が残るハプスブルク家の宮殿３ヶ所
 - 歴史的なバロック庭園
 - 現存する世界最古の動物園
 - ハプスブルク家の家具コレクション

ホーフブルク王宮：現物がそのまま保存されたハプスブルク家の皇帝の
住居（カイザーアパートメント）、シシィ博物館、宮廷銀器コレクションが
あります。

シェーンブルン宮殿：オーストリア屈指の文化遺産であり、ウィーン観光
の目玉です。毎年数百万人もの観光客が訪れています。マリア・テレジ
アの時代からハプスブルク家の夏の離宮として使われており、華麗な宮
廷生活の現場でした。

シェーンブルン動物園：バロック様式のシェーンブルン宮殿庭園の中に
ある、現存する世界最古の動物園。1752年にハプスブルク家の観覧用
として設立されましたが、現在もヨーロッパのベスト動物園に何度も選
出されています。

ウィーン家具博物館：世界最大規模の家具コレクションを誇る博物館。
かつてはハプスブルク家の倉庫として使われていた建物が、そのまま博
物館になっています。

シュロス・ホーフ宮殿：約70万平方メートル（東京ドーム15個分）の
広い敷地を持つシュロス・ホーフは、ニーダーエステライヒ州東部、スロ
ヴァキアの首都ブラティスラヴァの近くに位置しています。屋敷と、その敷
地内の庭園と農場との調和が美しく、オーストリア史で重要な役割を果
たした場所でもあります。

ハプスブルク家の夏の離宮、
シェーンブルン宮殿

ウィーン観光の目玉、シェーンブルン宮殿によ
うこそ。広い敷地内に、皇帝たちの住居である
宮殿、子ども博物館、皇太子の庭園、宮殿庭園、
ウィーン式カフェ、そして現存する世界最古の
動物園が集合しています。往年の栄華を留め
るハプスブルク家の遺産を見学し、ヨーロッパ
史を体感できるスポットです。

ホーフブルク王宮のシシィ博物館

シシィという愛称で知られる皇妃エリザベー
トの人物像とオーラに触れられる博物館です。
自分好みに工夫を凝らした個室や、夫であるフ
ランツ・ヨーゼフ1世と静かな時間を過ごした
空間、さまざまな私物やドレスなどが展示され、
その数奇な人生に触れることができます。

国内最大規模の大邸宅、
シュロス・ホーフ宮殿

ウィーンから車で１時間、ニーダーエステライ
ヒ州東部に位置するシュロス・ホーフ宮殿は、
70万平方メートルという広大な敷地を持つ大
邸宅です。バロック様式の屋敷をはじめ木々や
草花でいっぱいのテラス庭園、農場とテーマ庭
園、体験型動物園などがあり、世代を超えた
人気を博しています。

インペリアル・オーストリア・パレス・サービス
Imperial Austria Palaces Service GmbH

Schönbrunner Schloßstraße 47-49
1130 Vienna - Austria 

www.schoenbrunn-group.com
www.zoovienna.at

ガリーナ・フロロワ
Galina Frolova
Key Account Manager International
T +43 1 811 13 413
M +43 664 889 65 413
frolova@schoenbrunn-group.com

ガリーナ・フロロワ
Galina Frolova

Wien
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バロック建築の宮殿で、
ウィーン・モダンを代表するクリムト、
シーレ、ココシュカの絵画を鑑賞

サヴォイア家のオイゲン公の夏の離宮として建てられたベルヴェデーレ
宮は、美しい庭園をもつ世界有数のバロック建築であり、2001年には
世界遺産に登録されています。

内部は中世から現代にいたるオーストリア芸術の膨大なコレクションを
保有するギャラリーとなっており、『接吻』『ユディトI』をはじめとするグス
タフ・クリムトの世界最大のコレクションを所蔵しています。また、メッサ
ーシュミット、ヴァルトミュラー、ゴッホ、モネ、シーレ、ココシュカなどの
傑作も見逃せません。

ベルヴェデーレを建築したヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントは、
バロック式庭園を挟んで2つの宮殿を造りました。1723年に完成した上
宮は、1955年にオーストリア国家条約が締結された大理石の間や、礼
拝堂、大階段、サラ・テレーナ・サロンなど、建築学的に貴重な見どこ

ろの宝庫です。ベルヴェデーレの上宮は、マリア・テレジアの時代からハ
プスブルク家の蒐集品の展示室として使われており、世界でももっとも
古い公共美術館とされています。今日、ベルヴェデーレでは800年にわ
たる美術史をご覧いただくことができます。

ユネスコ世界遺産

1723年に完成した上宮の見どころは、➀大理
石の間や、礼拝堂、大階段、サラ・テレーナ・
サロンなどの建築的ハイライト、➁クリムトの
『接吻』をはじめとした、中世から現代までの
オーストリアの美術作品に大きく分けることが
できます。この上宮と下宮、そして庭園のすべ
てが、世界遺産に登録されています。

世界最大のクリムト・コレクション

ベルヴェデーレの最大の見どころは、クリムト
の「黄金時代」を象徴する傑作『接吻』です。こ
の作品は門外不出となっているため、このベル
ヴェデーレでのみ鑑賞することができます。

バロック式庭園

ベルヴェデーレの庭園は、ヨーロッパの中でも
重要なフランス式庭園であり、後期バロック様
式の特徴を見ることができます。また庭園から
眺めるウィーンの街並みは、絶好のフォトスポ
ットです。
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オーストリア・ギャラリー・ベルヴェデーレ
Österreichische Galerie Belvedere

Prinz Eugen-Straße 27
1030 Vienna - Austria

www.belvedere.at

アンゲリカ・ツェルニー
Angelika Czerny
Head of Tourism
T +43 664 800 141 339
a.czerny@belvedere.at

アンゲリカ・ツェルニー
Angelika Czerny

Wien

https://www.belvedere.at
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シェーンブルン宮殿で楽しむ
クラシック音楽

今年、シェーンブルン宮殿コンサートは25周年を迎えました。1997年
に創立して以来、全世界の音楽ファンの心を捉え続けています。モーツァ
ルトも指揮したことのある歴史的な空間で、シェーンブルン宮殿オーケス
トラによる美しい旋律をお楽しみください。

ウィーンを訪れる人々は、この街が文化と芸術に満ちていることを期待し
ます。なぜならウィーンは数多くの音楽作品を生み出した、まさに世界的
な音楽の都であるからです。弊社は他の音楽興行社とは異なり、旅行客
の皆様のニーズを理解し、期待を超えるプログラムを実施しています。忘
れられないウィーンの思い出作りのお手伝いをいたします。

光のショーと楽しむ音楽会

シェーンブルン宮殿コンサートはシェーンブル
ン宮殿内のオランジュリーでモーツァルトとヨ
ハン・シュトラウスの代表的な音楽を演奏し、
皆様を幻想的な夕べにお誘いします。オランジ
ェリーのアーチ型天井ではプロジェクションを
投影しており、より華麗でユニークなコンサー
トをお楽しみいただけます。

宮殿の特別ツアーとディナー、
そしてコンサート

通常の開館時間が終わった後の特別な宮殿ツ
アーを、スマートフォンから簡単にご予約いた
だけます。ツアーはオーディオガイド、または
案内員がご案内いたします。ツアーの後は、コ
ンサート会場であるオランジュリー近くのレスト
ランにて3品コースディナーをお召し上がりく
ださい。幻想的な一夜のフィナーレは、モーツ
ァルトとシュトラウスの美しい旋律が流れるコ
ンサートです。

VRでシェーンブルン宮殿をタイムトリップ

オーストリア帝国時代に戻って、歴史的瞬間の
証人になりましょう！ シェーンブルン宮殿の建
設を目撃し、モーツァルトの最初の作品を鑑賞
し、皇妃エリザベートと皇帝フランツ・ヨーゼ
フ１世の晩餐に招かれる……弊社のヴァーチャ
ル・ツアーが時間を超える旅にお連れします。
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シェーンブルン宮殿コンサート
Schönbrunn Palace Concerts Vienna 

Schönbrunn Schlossstrasse 47
1130 Vienna - Austria

www.imagevienna.com

ペーター・ホセック
Peter Hosek
Managing Director
T +43 1 812 5004
peter.hosek@imagevienna.com

ペーター・ホセック
Peter Hosek

Wien
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オーストリアの文化遺産を網羅した多彩なイベントを年中行っており、何
度訪れても新たな発見がある魅力的なショップです。

D. Swarovski Tourism 
Services GmbH

1995年、スワロフスキー社は創立100周年を記念して、インスブルック
郊外のワッテンス（Wattens）にスワロフスキー・クリスタルワールドを
開館し、科学と魔術の幻想的な出会いを通じて新しいクリスタル体験を
提案しました。クリスタルワールドのシンボルである緑色の巨人を中心に
7.5ヘクタールのエリアが広がり、世界中の有名芸術家やデザイナー、建
築家の作品を展示しています。 クリスタルの美術作品が並ぶ『驚異の部
屋（The Chamber of Wonder）』、広い庭園、多彩な展示内容が評判を
呼び、 開館以来1500万人以上のお客様をお迎えしてきました。

また、このクリスタルの魅力をご自身で身に着けたり飾ったりしてお楽し
みいただけるよう、インスブルックとウィーンで「スワロフスキー・クリス
タルワールド・ストア」を営業し、各種ジュエリーや装飾品を販売してい
ます。世界最大規模のクリスタル販売店であり、芸術と自然、ショッピン
グが調和する特別な空間を創造しています。また、文化とライフスタイル、

『サイレント・ライト』

15年以上前、トード・ボーンチェとアレクサ
ンダー・マックイーンのコラボレーションによ
り、クリスタルでできた木『サイレント・ライト』 
が誕生しました。2020年、この作品はスワロ
フスキー・クリスタル・ワールドにて詩的な作
品として新たに生まれ変わりました。『驚異の
部屋』の展示エリアの温度はなんと零下10度
です。

『アート・オブ・パフォーマンス』

『アート・オブ・パフォーマンス』はスワロフス
キーとハリウッドの長年の協力関係を記念した
作品で、『驚異の部屋』に展示されています。

スワロフスキークリスタルの美しい輝きととも
に、銀幕と舞台におけるスワロフスキーの実
績・歴史と象徴的な衣装をお楽しみください。

ジェームズ・タレル『Umbra 2022』

ジェームズ・タレルは「光の魔術師」と称賛さ
れる米国の現代アーティストです。彼の名高い
『Shallow Space Constructions』連作のうち
一作品が、スワロフスキー・クリスタル・ワー
ルドに展示されています。この『Umbra 2022』
は、全身の感覚が研ぎ澄まされるような仄か
な光と色彩を利用したインスタレーション作品
です。『Shallow Space Constructions』連作
のうち、ドイツ語圏で唯一の常設展示作品でも
あります。

Wattens
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スワロフスキー・クリスタルワールド
Swarovski Crystal Worlds

D. Swarovski Tourism Services GmbH
Swarovskistraße 30

6112 Wattens - Austria
kristallwelten.swarovski.com

ユリアン・ベネディクター
Julian Benedikter
M +43 664 8528051
julian.benedikter@swarovski.com

ユリアン・ベネディクター
Julian Benedikter

https://kristallwelten.swarovski.com
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ウィーン・モーツァルト・オーケストラ
Vienna Mozart Orchestra

Kärntner Strasse 51
1010 Vienna - Austria

http://b2b.mozart.wien

公式サイト

パブロ・ボラニョス
Pablo Bolaños
Director of Sales
T +43 1 505 77 66 50 (直通)
pablo@mozart.wien

フェルディナンド・フッター
Ferdinand Hutter
Chief Operating Officer
T +43 1 505 77 66
concerts@mozart.wien

最高の音楽体験

「ウィーン・モーツァルト・コンサート」は、世
界的な名声を誇るウィーン楽友協会ホールと
ウィーン国立歌劇場を演奏会場としています。

音楽ファンのための芸術と晩餐

コンサートの前後には、演奏会場から徒歩圏
内のレストランで、素敵なディナーをお楽しみ
いただけます。ディナーの予約を18時にされ
たお客様には、レストランで演奏会のチケット
をお渡しします。

お手頃価格からラグジュアリーまで

オーストリア最大の規模を誇るウィーン楽友協
会ホールとウィーン国立歌劇場には、学生や
VIPなどありとあらゆる人々が訪れます。文化
振興はオーストリア、特にウィーンの伝統とし
て根付いています。この考え方に基づいて、「ウ
ィーン・モーツァルト・コンサート」では毎年
数千人の学生や青少年の皆様に音楽を楽しん
でいただいています。大幅な割引、フレキシブ
ルなキャンセル規定・支払い条件が、35年間
も続く成功の秘訣です。
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パブロ・ボラニョス
Pablo Bolaños

フェルディナンド・フッター
Ferdinand Hutter

クラシック音楽の起源を訪ねる
タイムトラベル

「ウィーン・モーツァルト・コンサート」は、クラシック音楽が誕生した当
時のウィーンで、芸術家が自主的に運営していた音楽アカデミーの慣習
を再現するコンサートです。

スター指揮者のもと、30人の演奏者と2人のオペラ歌手（ソプラノ・バ
リトン）が、モーツァルトのレパートリーから厳選した作品を演奏します。
33人の出演者全員が、モーツァルト時代の華麗な衣装とカツラを身に着
けて登場します。コンサートの構成や演出も、モーツァルト時代の音楽ア
カデミーを彷彿とさせるものとなっています。

Wien
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指の劇場で演奏を行っています。特に、ホーフブルク王宮で開催する幻
想的なクリスマスコンサートと、ウィーンの中心部にあるリヒテンシュタイ
ン庭園宮殿のニューイヤー・コンサートは目玉のプログラムです。国際
的にも評価を得ているオペラ歌手とバレエダンサーが、クラシック音楽の
演奏に見事な華を添えます。

ウィーンで体験する
クラシック音楽

ウィーン・レジデンツ・オーケストラとウィーン・ホーフブルク・オーケ
ストラは、モーツァルトの代表作とシュトラウス一族のワルツとアリアで
皆さまを魅了します。

「ウィーン・レジデンツ・オーケストラ」は、ハプスブルク帝国時代のウ
ィーンを再現する室内楽団です。バロック様式アウエルスペルク宮殿
(Palais Auersperg)内にある薔薇の騎士ホール (Rosenkavaliersaal)”を
会場としています。このホールは、ハプスブルク家の音楽会のために設
計されたもので、どの座席からでも最高の音響を楽しめるように楕円形
になっています。オペラ歌手とバレエダンサー、そしてオーケストラのメン
バー全員が、古典的な衣裳を身に纏い、往年の栄華を彷彿とさせるクラ
シック音楽を奏でます。

「ウィーン・ホーフブルク・オーケストラ」は、1971年にウィーン最高の
クラシック音楽家たちの尽力によって創立しました、毎年5～10月に、
ホーフブルク王宮やコンツェルトハウス、ウィーン国立歌劇場など市内屈

ウィーン・ホーフブルク・オーケストラの
クリスマス・コンサート

毎年12月25日と26日に、ウィーン・ホーフ
ブルク王宮の大広間（Festsaal）にて、ウィー
ン・ホーフブルク・オーケストラのクリスマス・
コンサートを開催しています。幻想的な雰囲気
が魅力です。

ウィーン・ホーフブルク・オーケストラの
ニューイヤー・コンサート

リヒテンシュタイン庭園宮殿の美しいヘラクレ
スの間で、ウィーン・ホーフブルク・オーケス
トラと一緒に新年をお祝いしましょう！1月1
日の午前11時と午後6時の二回公演です。

アウエルスペルク宮殿の
大晦日ガラ・コンサート

大晦日は、ウィーン・レジデンツ・オーケスト
ラの美しい旋律に酔いしれたあとに、豪華なガ
ラ・ディナーをお楽しみください。時計が０時
を回った瞬間、ウィーンの夜空に広がる花火を
眺めながら新年を祝ったら、ダンスパーティー
の始まりです。

Wien

ウィーン・レジデンツ・オーケストラ
ウィーン・ホーフブルク・オーケストラ

Wiener Residenz Orchester
Wiener Ho�urg Orchester

Auerspergstrasse 1
1080 Vienna - Austria

www.wro.at | www.ho�urgorchester.at

ラミ・クナク
Lami Cunaku
lami.cunaku@wro.at

ラミ・クナク
Lami Cunaku

https://www.wro.at
https://www.hofburgorchester.at
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ウィーン・ホールディングが
提供する文化体験

ウィーン・ホールディングはヨーロッパ最大のエンターテインメント企業
グループの一つであり、ウィーンのカルチャーシーンに欠かせない存在 
です。

当社では、ウィーンの文化史において重要な意義を持つ4つの博物館を
有しています。

●モーツァルトハウス・ヴィエナ (Mozarthaus Vienna)：ウィーンに
現存する唯一のモーツァルトの住居

●音楽の家 (Haus der Musik)：ウィーンを舞台に活躍した作曲家たち
に出会える体験型博物館

●ユダヤ博物館ウィーン (Jewish Museum Vienna)：ユダヤ人の歴史、
文化、伝統を紹介

●クンストハウス・ウィーン (Kunst Haus Wien)：建築芸術家フンデ
ルトヴァッサーの作品と、写真を中心とした世界水準の現代アート

また、大規模オペラを上演する「アン・デア・ウィーン劇場 (Theater an 
der Wien)」、世界のミュージカルを上演する「ライムント劇場 (Raimund 
Theater)」「ロナハー劇場 (Ronacher Theater)」、多数のコンサートや

イベントを開催するウィーン・シュタットハレ (Wiener Stadthalle)」を運
営しています。

この他にも、高速双胴船「ツイン・シティ・ライナー (Twin City Liner)」、
「DDSGブルーダニューブ (DDSG Blue Danube)」の運航、および
オーストリア国内最大級のチケッティングサービス「ウィーン・チケット 
(Wien-Ticket)」の運営を手掛けています。

ウィーンで音楽を体験

当社では音楽の都ウィーンにふさわしい2つの
博物館を運営しています。「音楽の家」ではVR
を活用してウィーンフィルを指揮するバーチャ
ル体験を楽しめます。「モーツァルトハウス・ヴ
ィエナ」は実際にモーツァルトが暮らし、生涯
でもっとも活発に作曲活動を行った場所です。
日本語オーディオガイドの案内でご観覧くだ 
さい。

ウィーン初の“グリーン・ミュージアム”

「クンストハウス・ウィーン」はウィーン初の“グ
リーン・ミュージアム”であり、フンデルトヴ
ァッサーの生態主義的な作品を体感できます。
当館では特に重要な作品を所蔵しており、フン
デルトヴァッサーの絵画コレクションとしては
最大を誇ります。

美しいドナウ川の流れ

悠々としたドナウ川の流れを楽しむなら、ウィ
ーンの「DDSGブルーダニューブ」のデイ・ク
ルーズや、生演奏やダンス、夕食を楽しめるナ
イト・クルーズはいかがでしょうか？また、高
速双胴船「ツイン・シティ・ライナー」はウィー
ン中心部とブラティスラヴァの旧市街をわずか
75分で結んでいます。
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ウィーン・ホールディング
Wien Holding Cultural Enterprises

Universitätsstraße 11
1010 Vienna - Austria

www.wienholding.at/en/b2b/tourism 

コンスタンツェ・ヘル
Constanze Hell
Tourism & Sales
T +43 1 5121791 60
F +43 1 5121791 91
c.hell@mozarthausvienna.at

コンスタンツェ・ヘル
Constanze Hell

Wien
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テーマツアー：音楽

ベートーヴェンが第九を作曲したウィーンの森
を散策したり、著名な音楽家たちゆかりの建物
を訪ねたり、国立歌劇場や楽友協会ホールな
ど世界有数の音楽の殿堂で演奏に酔いしれた
りと、ウィーンでは音楽三昧の日々を過ごすこ
とができます。シェーンベルクがメランジェを
楽しんだカフェハウスでコーヒーを、またモー
ツァルトやシューベルトなどが通った歴史のあ
るホイリゲ（ワイン居酒屋）で、ワインと伝統料
理を味わってみてはいかがでしょうか？

ビジネス目的の訪問

多くの人々がビジネスの領域を広げることを目
的にヨーロッパを訪れます。当社では、ビジネ
スパートナーのご紹介や、快適な出張のコーデ
ィネートを通じて、ビジネスの成功のお手伝い
をさせていただきます。

テーマツアー：ウィンタースポーツ

オーストリアはウィンタースポーツが盛んな国
です。当社では熟練スタッフがオーストリア・
アルプスでのスキーやスノーボード、クロスカ
ントリーなどのツアーを企画しています。アル
プスの冬を満喫したいお客さまは、ぜひお問い
合わせください。

ベスト・プライス&
ハイ・クオリティ

当社は、オーストリア&ドイツを中心に中欧、東欧での実績を豊富に有
する旅行・イベント手配会社です。

一都市滞在型、一国周遊型、複数の国を訪問する周遊旅行など、グルー
プ手配、個人旅行にかかわらず、皆様のニーズに合わせて最適価格、最
高品質なサービスをご提供しております。またお客様が現地でトラブルな
どに遭われた場合の現地サポートにも力を入れておりますので、安心し
てお客様をお送りしていただくことが可能です。

また当社は、テーマに合わせたあなただけの旅のアレンジを喜んでお引
き受け致します。

例えば、音楽の都ウィーンにてコンサートを主催する音楽ツアー、ザルツ
ブルク音楽祭等の入手困難なチケット、モーツァルテウム音楽大学主催
のサマーアカデミーの手配、オペラ座舞踏会のチケット手配等、音楽や
文化に興味をお持ちの方々のサポートもしております。

それから雄大なアルプスの自然を満喫されたい方には、山岳道路を通り
グロースグロックナーでのハイキング、キッツシュタインホルンでのスキ
ー、のんびりチロルに滞在し、ゴンドラを乗り継ぎトップ・オブ・ザ・チ
ロルへ、また日本ではメジャーではないオーストリアの田舎へご案内する
など、様々な旅のプランをご提供させていただいております。

ユーロスコープ・
インカミング&イベント

Euroscope Incoming & Events 
Touristik GmbH

Annagasse 5/1/5
1010 Vienna - Austria

http://japan.euroscope.at/
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