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Vienna Tourist Board 
ウィーン市観光局

Albertina
アルベルティーナ美術館

Österreichische Galerie Belvedere
ベルヴェデーレ

The Imperial Collections 
of the Habsburgs in Vienna 

Kunsthistorisches Museum Vienna
ハプスブルク家コレクション/ ウィーン美術史博物館

MAK – Museum of Applied Arts, Vienna
MAK応用美術博物館・ウィーン

Schönbrunn Group 
Schönbrunn Palace 

Sisi Museum, Imperial Apartments and 
Imperial Silver Collection at Hofburg Vienna

Imperial Furniture Collection
シェーンブルン・グループ：

シェーンブルン宮殿
ホーフブルク王宮のシシィ博物館、
皇帝の住居および銀器コレクション

宮廷家具調度品コレクション

The Ritz-Carlton, Vienna 
ザ・リッツカールトン・ウィーン

Wiener Mozart Orchester 
Konzertveranstaltungs GmbH

Wien Holding Cultural Enterprises
ウィーン・ホールディング文化事業団
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クラブに入会して今すぐウィーンのエキスパートになりましょう！
旅行会社、オペレータ―、航空会社、運輸関連企業、またはOTAでウィーン旅行をお取り扱いの皆様には、 
ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショナルがまさにうってつけ！

ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショナルは、ウィーン市の公式観光マーケティング＆マネージメン
ト機関であるウィーン市観光局のイニシアチブです。

ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショナル
experts.vienna.info

会員になると:
• ウィーンをよりよく知ることができます
• より効果的なウィーンの販売が可能になります
• 顧客満足度の向上につながります
• 会員限定のイベントへの招待状が届きます
• 懸賞・抽選に参加できます

さらに、あなたご自身がウィーンに旅行される場合にも、ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショ
ナル会員の特典をご利用いただけます。

• ベストコンディションでのホテル宿泊
• ウィーンのミュージアムやコンサートへの無料もしくは割引入場、レストランや観光施設、ウィーンならではの 

イベントでの特典
• ウィーン・シティカードをプレゼント－24時間、48時間または72時間、公共交通機関乗り放題及び210の割引

特典付き
• ウィーン最新情報満載の月刊ニュースレター

ちなみに、ウィーン・エキスパートクラブ・インターナショナルの入会は無料です！
会員登録及び詳細はこちらから experts.vienna.info

ウィーン・エキスパートになり、様々な特典をお楽しみください。
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Vienna Tourist Board
ウィーン市観光局

Invalidenstrasse 6, 1030 Vienna
info@vienna.info

Phone: +43 1 211 14-0
www.vienna.info 

Representative ソニア・イシャク
Ms. Sonja Ishak
Market Manager 

sonja.ishak@vienna.info
Phone: +43 1 211 14-352

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、観光業界のための、ウィ
ーン市公式マーケティング機関です。
ウィーン市観光局は、旅行業界の皆様の窓口と
して、ウィーン市内のホテル、インカミング・
エージェンシー、博物館、レストラン、その他
のサプライヤーとの仲介をし、ウィーンの観光
名所や見どころに関する詳細かつ客観的な情報
を提供しています。共同広告キャンペーンや研
修ツアー、そしてウィーンの観光資料の提供に
ついてもご照会ください。

ウィーン観光に関する最新情報は
ウィーン市観光局公式サイト（日本語）：
www.wien.info/ja
旅行業界向け公式サイト（英語）：
b2b.vienna.info
をご覧ください。資料等のダウンロードも可能
です。

#ViennaNow
#ウィーン今
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Albertina
アルベルティーナ美術館

Albertinaplatz 1, 1010 Vienna
tourismus@albertina.at
Phone: +43 1 534 83-0

www.albertina.at 

Representative イネス・グロース-ヴァイクハルト
Ines Groß-Weikhart

Head of Education Dept. & Tourism 
i.gross@albertina.at

Phone: +43 1 534 83-541

ウィーン歴史地区の中心に位置するアルベルテ
ィーナ美術館は、帝国時代の魅力とハイスタン
ダードな現代美術館の両面を併せ持っていま
す。今日では国際的にも名高いこの美術館は、
かつてはハプスブルク家の皇帝一家が住んでい
たウィーン最大の居城でした。アルベルティー
ナ美術館といえば、何よりもまず世界最大級か
つ最も価値のあるグラフィックアート・コレク
ションの一つとして知られており、世界中の美
術愛好家や文化を探求しに訪れる観光客を魅了
しています。
2018年には、アルベルティーナ美術館は、世界
の都市七不思議の一つにも名を連ねました。

壮観な雰囲気でのイベント開催
祝賀会ディナー、カクテルパーティー、ウェデ
ィング、プライベート・パーティーなど規模に
かかわらず、この壮麗な宮殿は特別なイベント
を開催するには理想的な場所です。天気が良
ければ、ウィーン国立歌劇場、ホーフブルク王
宮、王宮庭園（ブルクガルテン）を見渡せる屋
外テラスから、絶景を眺めながらロマンチック
な夜を過ごすのも楽しみの一つです。
セミナー、プレゼンテーション、レクチャー用
のあらゆる視聴覚機器も完備しております。
皆様の特別なイベントの企画や、美術館閉館後
の特別ガイド付きツアーなど、私どもチームが
一丸となってお手伝いさせていただきます。
ご希望があれば、専属ケータリング業者Do&Co
による、食通をもうならせるウィーンの美食の
数々もご堪能いただけます。
最大収容人数：立食形式450人まで、着席形式
360人まで。料金はお問合せください。
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Österreichische Galerie Belvedere
ベルヴェデーレ

Prinz Eugen-Strasse 27, 1030 Vienna
tourism@belvedere.at
Phone: +43 1 79 557-0

www.belvedere.at 

Representative アンゲリカ・ツェルニー
Angelika Czerny
Head of Tourism 

a.czerny@belvedere.at
Phone: +43 1 79 557-339

ウィーンのベルヴェデーレは、世界有数の美術館です。
設立当初より、ベルヴェデーレでは芸術作品が数多く所
蔵されています。オイゲン公のコレクションから始ま
り、1781年からは、広く帝国コレクションを収めるよう
になり、一般にも公開されるようになりました。1903年
にベルヴェデーレ下宮に設立されたモダンギャラリーに
より、今日のコレクションへの道が開かれました。現在
では、900年間の美術史を網羅した18,600もの作品が所
蔵されています。世界最大のグスタフ・クリムト絵画コ
レクション、中世やオーストリア・バロックおよびウィ
ーン・ビーダーマイヤー時代の作品、そして1900年代の
作品がベルヴェデーレ所蔵品のハイライトで、20世紀お
よび21世紀に焦点を当てたクロード・モネ、フィンセン
ト・ファン・ゴッホの作品と共に人気を集めています。

夜のベルヴェデーレ
ヨーロッパで最も美しいバロック宮殿での最高の夜を、ゲ
ストや友人にプレゼントしてみてはいかがですか。ゲスト
やクライアント、または友人と一緒に、閉館後の特別ツア
ーをお楽しみください。良く冷えたスパークリングワイン
で、このユニークな夜はスタート。ベルヴェデーレの美術
館、コレクション展示会場、特別展会場のいずれも、夜の
ベルヴェデーレ・ツアーの予約が可能です。

ベルヴェデーレ宮殿で皆様のお越しを心よりお待ちして
おります！
夜のベルヴェデーレ　ベーシック
6:30pm  ゲストの到着およびウェルカム・レセプション 

 （スパークリングワイン、ミネラルウォーター、
オレンジジュース）

7pm  展示場のガイド付き団体ツアー開始 
 （１グループ20人まで）

8pm  ツアー終了
→ 20人までのグループツアー料金：€ 1.350 
 （最初のグループ）、追加グループ：€ 800

夜のベルヴェデーレ　クラシック
6:30pm  ゲストの到着およびウェルカム・レセプション 

 （スパークリングワイン、ミネラルウォーター、
オレンジジュース）、カナッペ（1人4つ）

7pm  展示場のガイド付き団体ツアー開始 
 （１グループ20人まで）

8pm  ツアー終了
→ 20人までのグループツアー料金：€ 1.550 
 （最初のグループ）、追加グループ：€ 900 ©
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The Imperial Collections of the Habsburgs 
in Vienna

Kunsthistorisches Museum Vienna
ハプスブルク家コレクション/ ウィーン 

美術史博物館
Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienna

booking.tourist@khm.at
Phone: +43 1 525 24-2500

www.tourism.khm.at 

Representative マルクス・クスタッチャー
Markus Kustatscher

Tourism Manager 
markus.kustatscher@khm.at

Phone: +43 1 525 24-2505

ウィーン美術史博物館は、世界で最も重要な博
物館の一つと評価されています。ルーベンス、
レンブラント、ラファエロ、フェルメール、 
ベラスケス、ティツィアーノ、デューラー
の唯一無二の傑作に加え、世界最大を誇る
ブリューゲルのコレクションは、ハプスブ
ルク家の芸術への愛情と関心をよく表して
います。ホーフブルク王宮にあるウィーン
王 宮 宝 物 館 で は 、 オ ー ス ト リ ア 帝 国 の 帝
冠、神聖ローマ帝国の帝冠を含むハプスブ
ルク家の貴重な財宝が展示されています。
シ ェ ー ン ブ ル ン 宮 殿 の 庭 園 の 一 角 に あ る 
ウィーン宮廷馬車博物館では、ハプスブルク家
の人々が使っていた豪華な馬車や皇妃エリザベ
ートの思い出の品々なども見ることができま
す。
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MAK – Museum of Applied Arts, Vienna
MAK応用美術博物館・ウィーン

Stubenring 5, 1010 Vienna
office@MAK.at

Phone: +43 1 71136-0
www.MAK.at 

Representative ヘルムート・レンハルト
Helmut Lenhardt

Sales Manager Tourismus 
helmut.lenhardt@mak.at
Phone: +43 1 71136-218

皇帝フランツ・ヨーゼフの命により1863年に
設立したMAKは、ウィーンのリング通りにあ
る最も壮大な建築物の一つです。5つの世紀か
らの貴重な芸術品や工芸品のユニークなコレク
ションを誇り、世界的にもこの種の博物館の
中で最も重要な施設の一つとして知られてい
ます。MAKコレクション「ウィーン1900」
では、グスタフ・クリムト、ヨーゼフ・ホフマ
ン、コロマン・モーザーによるウィーン工房の
傑作に加え、オットー・ワーグナーやアドル
フ・ロースによるデザインアイコンも展示され
ており、人気を博しています。またMAKでは、
アートおよびデザインの分野でトップクラスの
特別展も開催しています。

イベント会場としてのMAK 
ウィーンのリング通りの代表的な建物のクラシ
ックな風情を醸した伝統的かつ壮大なスタイル
は、お祝い事に最適。展示ホールというユニー
クな雰囲気の中で、特別なイベントを開催して
みてはいかがですか。
MAKはデザイン、建築、そして現代アートを結
びつける応用美術のための博物館およびラボと
しての役割を果たしています。伝統と現代の両
方の特性を併せ持っているMAKは、あらゆる
イベントのスペースとしても適しており、ここ
での体験は特別な思い出となることでしょう。 ©
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Schönbrunn Group 
Schönbrunn Palace

Sisi Museum
Imperial Apartments and 

Imperial Silver Collection at Hofburg Vienna  
Imperial Furniture Collection
シェーンブルン・グループ：

シェーンブルン宮殿
ホーフブルク王宮のシシィ博物館、
皇帝の住居および銀器コレクション

宮廷家具調度品コレクション
Schönbrunner Schlossstrasse 47, 1130 Vienna

info@schoenbrunn.at 
info@hofburg-wien.at

info@hofmobiliendepot.at
Phone: +43 1 811 13-0
www.schoenbrunn.at 
www.hofburg-wien.at

www.hofmobiliendepot.at

Representative クリスティーネ・クレッシュ
Christine Klösch

Key Account Manager International
Kloesch@schoenbrunn.at

Phone: +43 1 811 13-413

シェーンブルン・グループは、オーストリアの
帝国時代の人気歴史名所を管理しています：
・ シェーンブルン宮殿－世界文化遺産認定、 

人気観光名所第一位、世界中で人気のスポット
・ ホーフブルク王宮のシシィ博物館、皇帝の 

住居および銀器コレクション
・ 宮廷家具調度品コレクション－300年に 

わたるデザインの歴史
・ オーストリア最大の敷地をもつ庭園宮殿 

シュロス・ホーフ（ニーダーエステライヒ州）

若々しく都会的なウィーン7区の、人通りの多
い道を少し外れた場所に宮廷家具調度品コレ
クションの建物があります。隠れた穴場である
このデザインに特化した博物館で、皇帝の生活
を体験してみてください。300年もの歴史を持
つ宮廷家具調度品コレクションに驚嘆しつつ、 
人気映画「シシィ」のセットで実際に使われた
小道具をご見学いただけます。毎年テーマ別に
開催される期間限定の展示会も新たなインスピ
レーションを得るには最適です。
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The Ritz-Carlton, Vienna
ザ・リッツカールトン・ウィーン 
Schubertring 5–7, 1010 Vienna 

vienna@ritzcarlton.com
Phone: +43 1 31 18 80

www.ritzcarlton.com/en/ 
hotels/europe/vienna

Representative ユリア・アルヴァロ
Julia Alvaro

Director of Sales & Marketing
julia.alvaro@ritzcarlton.com

Phone: +43 1 31 18 8300 
Mobile: +43 676 838 18 300
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ザ・リッツカールトン・ウィーンにようこそ。
ウィーンカルチャーの中心地にあり象徴的なリ
ング通りに位置するザ・リッツカールトン・ウ
ィーンでは、カジュアルでありながらも、この
上ない贅沢な滞在をご提供しています。最高級
のサービスとイマジネーションが融合した21世
紀型のホリスティックな体験をお楽しみくださ
い。レストランやバーでの目的に合わせたシチ
ュエーション、豪華な宿泊設備と心癒されるス
パなど、どれも忘れられない思い出となること
間違いありません。最高のスタッフによる一つ
一つのおもてなし－ここから末永いお付き合い
が始まります。
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Wiener Mozart Orchester 
Konzertveranstaltungs GmbH

Kärntner Strasse 51, 1010 Vienna
concerts@mozart.wien
Phone: +43 1 505 77 66 

www.mozart.wien

Representative パブロ・ボラノス
Mr. Pablo Bolaños

Director International Sales 
pablo@mozart.wien

Phone: +43 1 505 77 66-50
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歴史的衣装で行われるウィーン・モーツァル
ト・コンサートは、ウィーン音楽のランドマー
クであるウィーン楽友協会の黄金のホールお
よびブラームス・ホール、ウィーン国立歌劇場
で、春と夏に定期的に開催されます。これらの
会場は世界的に最も有名なコンサートホールで
あると同時に、まさにウィーン音楽の中心地で
もあります。演奏会場から徒歩圏内にある名高
いレストランでは、少人数から団体まで、人数
に合わせたディナーもお楽しみいただけます。
（1,700席以上の）広大な会場では、団体での
ご鑑賞も受け付けております。その他にも、ご
要望に合わせて個別に対応させていただきま
す。

30人のトップレベルの音楽家、国際的に名高い
ソリスト、そして特別ゲストとして登場する著
名な指揮者といった、すべての出演者が華麗な
コスチュームとウィッグに身を包み、ウィーン
最大で最も有名なコンサートホールを特別な雰
囲気で盛り上げます。このウィーン楽友協会ホ
ールおよびウィーン国立歌劇場での、歴史的衣
装をまとったウィーン・モーツァルト・コンサ
ートは、ウィーンで見逃せないエンターテイン
メントです。
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Wien Holding Cultural Enterprises
ウィーン・ホールディング文化事業団
Universitätsstrasse 11, 1010 Vienna

office@wienholding.at
Phone: +43 1 408 25 69 0

www.wienholding.at/en/b2b/tourism

Representative ニナ・ノェリグ
Nina Nöhrig

Tourism & Sales for  
Wien Holding Cultural Enterprises
n.noehrig@mozarthausvienna.at

Phone: +43 1 512 17 91 30

ウィーン・ホールディング文化事業団の4つに
分類される博物館では、文化を堪能し、そして
体験することができます：
①  ウィーンで唯一現存するモーツァルトの住居 

モーツァルトハウス・ヴィエナ
②  インタラクティブな音の博物館ハウス・デ

ァ・ムジーク（音楽の家）
③  クンストハウス・ウィーンとフンデルトヴ

ァッサー・ミュージアム
④  エスケレス宮殿にあるウィーン・ユダヤ博

物館とユーデンプラッツにあるユダヤ人広
場博物館

またその他にも、アン・デァ・ウィーン劇場で
の華麗なオペラ、ライムント劇場とローナッハ
ー劇場でのワールドクラスのミュージカル、ウ
ィーン・シュタットハレでのトップスターによ
るイベント、人気のツイン・シティ・ライナー
高速双胴船やDDSGブルー・ダニューブ遊覧船
など、お楽しみが満載です。



THE OFFICIAL CITY CARD

viennacitycard.at

ウィーン・シティカードの特典
再販業者への10–15%の手数料

アフィリエイトパートナーへの5%の手数料

再販業者またはアフィリエイトパートナーとしての提携をご希望の方は、 
ウィーン市観光局の販売パートナーにご連絡ください:

DocLX Travel Events GmbH 
Ms. Nina Wolf

+43 1 370 7000-22
nina.wolf@viennacitycard.at


