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オーストリア政府観光局 

『マイ・オーストリア・バケットリスト』特設サイトオープン 
オーストリアでできる 50 のアクティビティを紹介 

ANA羽田‐ウィーン往復航空券が当たる抽選イベントも 

 

オーストリア政府観光局（東京都港区）は、本格的な夏の観光シーズンを前に、ブランドキャ

ン ペ ー ン 『 マ イ ・ オ ー ス ト リ ア ・ バ ケ ッ ト リ ス ト 』 を 開 始 し 、 特 設 サ イ ト

(https://bucketlist.austria.info/jp/)を公開しました。 

 

「バケットリスト」とは、一生のうちに絶対にやっておきたい事柄をリスト化したものです。

本キャンペーンでは、特設サイトにて“オーストリアでできる50のこと”を提示し、そのなかから

ユーザーが興味のあるアクティビティを選んで、自分だけのバケットリストを作成できること

が最大の特徴となっています。 

 

特設サイトでは、オーストリアでできる50項目のアクティビティを「文化」「自然」「グルメ」

「ショッピング」「世界遺産」など13のテーマに分類し、親しみやすい記事と写真で紹介して

います。歴史探訪や芸術鑑賞といった既存のイメージに留まらず、B級グルメやローカルの日常

生活など、これまであまり知られてこなかったカジュアルな側面にも焦点を当てています。6月

下旬には、現地で撮影した映像も公開の予定です。 

 

また本キャンペーンでは、全日本空輸株式会社（ANA）の協力のもと、SNS参加型の抽選イベ

ントを実施中です。ユーザーは、特設サイトで作った自分のバケットリストをInstagramまたは

Twitterでシェアすることで参加でき、当選者には賞品としてANA羽田―ウィーン直行便往復航

空券2枚（1名）と、オーストリア政府観光局オリジナルの日墺友好150周年記念トートバッグ

（150名）が提供されます。ANAは今年2月17日に羽田―ウィーン線を新設し、年間を通じて毎

日運航しています。 

 

オーストリア政府観光局では本キャンペーンを通じ、オーストリア旅行でのアクティビティを

“バケットリスト”という形で具体的に提案することによって、多くの人に興味を抱いてもら

い、今後の観光需要につなげたいとしています。  

https://www.austria.info/jp
https://b2b.austria.info/jp
https://bucketlist.austria.info/jp/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/16/
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キャンペーン概要 

 

概要 名称 マイ・オーストリア・バケットリスト 

英文名称 My Austria Bucket List 

主催 オーストリア政府観光局 東京事務所 

特設サイト https://bucketlist.austria.info/jp/ 

抽選イベント 参加方法 ＜Instagramの場合＞ 

1) 特設サイトで自分のバケットリストを作る。 

2) 自動生成される画像と投稿文（「オーストリアでやりた

いことを集めて、#オーストリアバケットリスト をつ

くったよ！@my_austria_bucket_list」）を、自分のInst

agramに投稿し、@my_austria_bucket_list をタグ付け

する。 

3) キャンペーン公式アカウント @my_austria_bucket_list

をフォローする。 

 

＜Twitterの場合＞ 

1) 特設サイトで自分のバケットリストを作る。 

2) 自動生成されるリンクと投稿文（「オーストリアでやっ

てみたいことを集めてオリジナルムービーをつくったよ

 #オーストリアバケットリスト @ANTO_Tokyo」）

を、自分のTwitterに投稿する。 

3) オーストリア政府観光局公式アカウント@ANTO_Tokyo

 をフォローする。 

賞品  ANA羽田―ウィーン直行便エコノミークラス往復航空

券1組2名（当選者1人） 

 オーストリア政府観光局オリジナル・日本オーストリア

友好150周年記念トートバッグ（当選者150人） 

日程 参加期間：2019年4月26日～7月31日 

当選者発表：2019年8月13日 

 ※当選者にのみSNSのダイレクトメッセージで通知 

詳細 https://bucketlist.austria.info/jp/?v=present 

関連画像 https://drive.google.com/drive/folders/1YU4S-27_MoSGKuHZy
Oc312IYiMVzkNou?usp=sharing  

 ※上記URLよりダウンロードしてお使いください。 

 ※ファイル名の(c)以降の著作権をご明記ください。 

本件に関するお問合せ先 tokyo@austria.info （担当・大西） 

 

 

  

https://www.austria.info/jp
https://b2b.austria.info/jp
https://bucketlist.austria.info/jp/
https://www.instagram.com/my_austria_bucket_list/
https://www.instagram.com/my_austria_bucket_list/
https://www.instagram.com/my_austria_bucket_list/
https://twitter.com/ANTO_Tokyo
https://twitter.com/ANTO_Tokyo
https://bucketlist.austria.info/jp/?v=present
https://drive.google.com/drive/folders/1YU4S-27_MoSGKuHZyOc312IYiMVzkNou?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YU4S-27_MoSGKuHZyOc312IYiMVzkNou?usp=sharing
mailto:tokyo@austria.info
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バケットリスト項目一覧 
 

 

# バケットリスト項目 該当観光地／施設 

1 世界屈指の名門劇場で音楽の芸術に触れる  

ウィーン 

2 本物のウィンナーコーヒーを飲む  

3 青空の下、葡萄畑を望む「ホイリゲ」でカンパイ！  

4 世界で一番美しい図書館と豪華絢爛な財宝に心を奪われる  

5 ウィーン美術史博物館でアートナイト  

6 傑作『死と生』にかけたクリムトの想いを読み解く  

レオポルド美術館 

7 美とエロスの天才画家エゴン・シーレの作品に酔う  

8 景色がアートになる美術館でお気に入りのフォトスポットを探す  

9 気持ちを豊かにしてくれるアートを人生にプラスする  

10 ウィーンのオシャレスポット！アートベンチ&ミュージアムカフェでくつろぐ  

11 モーツァルトが暮らしたアパートを訪ねる  モーツァルトハウス・ヴィエナ 

12 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の指揮者になる  ハウス・デア・ムジーク 

13 夏のテラスで憧れのシャンパーニュ三昧  

ホテル・サンスーシー・ウィーン 
14 ウィーン・シックなホテルで旅の疲れをいやす  

15 旅の予感と旅の終わりを、ウィーン式コーヒーと味わう  

ウィーン空港 

16 ”買っておけばよかった”が見つかる空港で最後のショッピング  

17 飛行機と一緒にド迫力の自撮りにトライ  

18 心弾む旅の始まり、準備を整えて最高のスタートを切る  

19 機内のお供を手に入れてロングフライトをエンジョイ  

20 美しき青きドナウを川下り  

オーストリア連邦鉄道 
21 3 つの世界遺産を一日で巡る欲張り旅！  

22 「ドレミの歌」を歌いながらスキップ♪  

ザルツブルク 

23 モーツァルトの足跡を辿る  

24 ミステリアスなザルツブルクで魔法にかかる  

25 ザルツブルク名物のビールを飲む！  

26 クリエイティビティを刺激される  

27 オーストリアの台所・グラーツで食べ歩き！  

28 世界遺産の街で“エイリアン”を探す  

29 オーストリア最高峰で大自然に酔いしれる  

30 アルプスの野生動物をウォッチング  

31 スーパーマーケットでショッピング  

32 充実の朝食ブッフェで一日を始める  

33 蛇口をひねってアルプスの雪解け水で喉を潤す  

34 教会の礼拝堂で心を洗濯  

https://www.austria.info/jp
https://b2b.austria.info/jp
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/1/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/2/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/3/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/4/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/5/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/6/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/7/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/8/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/9/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/10/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/11/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/12/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/13/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/14/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/15/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/16/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/17/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/18/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/19/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/20/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/21/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/22/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/23/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/24/
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https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/28/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/29/
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https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/31/
https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/32/
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https://bucketlist.austria.info/jp/bucketlist/34/
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35 クリスマスマーケットでホリデー気分を高める  

36 オーストリア通イチオシのアンズジャムを味わう  

37 ”黒い宝石”と呼ばれるオイルをゲットする  

38 オーストリアが舞台になった映画を観る  

39 国外に出回らないレアドリンク！「アルムドゥードラー」を飲む  

40 オーストリアっ子スタイルの挨拶をマスターする  

41 ”サムシング・レッド”を旅のファッション・テーマにする  

42 地元っ子みたいにジェラートをほおばる  

43 午後 4 時の”ヤウゼ”をゆっくりと楽しむ  

44 芝生に寝転んでチルタイム  

45 朝市でオーストリア人のキッチンを覗き見  

46 アルプスの星空に感動する  

47 「No Kangaroo in Austria」をおみやげにする  

48 B 級ローカルフードで小腹を満たす  

49 ポストカードに込めた旅の思い出をギフトする  

50 “スイーツは別腹”を心に決める  

 

 

 

以上 
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