
混載車・バス・タクシー 鉄道 楽々ハイヤー観光ツアー

約2時間40分

約1時間30分
ウィーン

ブラチスラバミュンヘン

ブダペスト

ザグレブ

ザルツブルク

リンツ

チェスキークルムロフ

ホラシュヴィツェ

ハルシュタット

ダッハシュタイン

ハイリゲンブルート

アイスリーゼンベルト
グラーツ

パンノンハルマ大修道院

エステルゴム

ザコパネ

ヴィエリチカ

クラクフ

ザリピエ

ヴィシュグラード
センテンドレ

エゲル
（美女の谷）

オシフィエンチム
（アウシュビッツービルケナウ）

メルク

テルチ
ブルノ

ヴァルチツェ
レドニツュ

フルボカー

カルロヴィ・バリ

ブルゼニ
（ピルゼン）

ロケット

モントゼー サンクト・ヴォルフガング

グムンデン

デュルンシュタイン

ザルツカンマーグート

キッツシュタイン氷河

ウィーンの森

約2時間

約2時間

約2時間50分

クロアチア

スロベニア

スロバキア

チェコ

ドイツ

イタリア

約3時間

シャーフベルク山 シュネーベルク山

ファイブフィンガーズ展望台

グロースグロックナー山

ゼーフェルト

インスブルック
ドロミテ

約1時間15分

プラハ

ペンケン

アッヘン湖

クレムス
ヴァッハウ渓谷

アルプバッハ

センメリング

聖ネポムツキー巡礼聖堂

リトミシュルクトナー・ホラ

ポーランド
（P132～133）

ハンガリー
（P128～131）

オーストリア
（P113～123）

チェコ
（P124～127）

ピーセック

©Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.  Julius Silver

Central Europe
オーストリア／チェコ／ハンガリー／ポーランド

ヴロツワフ
ボレスワヴィエツ ワルシャワ

112

2018.04

2019.03

ドイツ
中欧

フランス

スペイン
ポルトガル

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド

ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

イタリア
マルタ

オーストリア

チェコ

ハンガリー

ポーランド
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

オーストリア皇室の歴史とシェーンブルン宮殿での生活をじっくりご見学いただける40部屋のご案内を含めた市内観光が徒歩プランと専用車
プランとの2つあります。日本語ガイドをチャーターするので、他の方を気にすることなく、お客様のペースで観光をお楽しみいただけます。

シェーンブルン宮殿をより重点的に見学！

AUSTRIA

ウィーン発
ウィーン市内とシェーンブルン宮殿　午前観光～世界遺産を巡るウィーンハイライト

［運行会社］MIKI TRAVELバス

1名催行

スケジュール（目安）

08:30 出発
09:00 シェーンブルン宮殿（入場、20部屋のハイライトツアー）
10:30 シェーンブルン宮殿を出発
 バスの車窓よりナッシュマルクト、オペラ座、美術史美術館、自然史

博物館、国会議事堂、市庁舎、ブルク庭園、ブルク劇場、ウィーン大
学をご覧いただきます。

11:00 ブルク劇場付近に到着後、フォルクス庭園、ホーフブルク王宮、ミヒャ
エル広場、ヨーゼフ広場を徒歩にて観光

11:30 アルベルティーナ広場にて解散

AT301

料　金 大人 79ユーロ　子供（4～18歳）69ユーロ　
催行日　［4/1～21、5/8～7/31、9/1～15、9/25～3/30］火・木・土（1/1を除く）
　　　　［4/23～5/6、8/1～31、9/16～24］毎日
出　発 8:30　アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約3時間
解　散 アルベルティーナ広場

価格以上の価値のある耳学問です。ガイドさん
の説明付きでまわると、その価値が二倍にも三倍
にも膨らみます。 （2017年8月ご参加）

人気

お客様の声

日本語ガイド

ウィーン入門編としてオススメのツアー。限られた時間で効率よく、
ウィーンの魅力あるスポットをお見せします。世界遺産のシェーンブ
ルン宮殿は、いつでも混んでいますが、 では、少しでもゆっ
くりご見学いただけるように混み始める前を狙って早目の時間に入
場します。さらに、個人旅行では行きにくい「ウィーンの森」を観
光するツアー（p.114 AT304 ）とセットにすれば、充実の1日プラ
ン（p.113 AT320 ）になり、料金もお得になります。

ⒸSchloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.  Julius Silver

フンデルトヴァッサーハウスやプラター大観覧車、ドナウィンゼルまで足を延ばします。
途中、下車し写真を撮ったり、皆様が窓側席に座って、車窓からの景色も楽しめます。

料　金 大人1名 390ユーロ、2名 205ユーロ、3名 150ユーロ、4名 120ユーロ
 子供（6～18歳）20ユーロ
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日(12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 8:00、13:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 アルベルティーナ広場

AT369専用車で足を延ばしてウィーン市街
＆シェーンブルン宮殿半日観光～世界遺産を巡るウィーン・グランド

料　金 大人1名 350ユーロ、2名 185ユーロ、3名 130ユーロ、4名 110ユーロ
          5名 100ユーロ、6名   85ユーロ　子供（6～18歳）20ユーロ
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日(12/24・25・31、1/1を除く）
出　発 8:45、13:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約4時間
解　散 シュテファン広場

AT368徒歩で散策 ウィーン旧市街
＆シェーンブルン宮殿半日観光～世界遺産を巡るウィーン・グランド

徒歩観光ならではの細い道や、歴史を感じる美しい石畳の街並み…… 
ウィーンの生い立ちから現在まで、体感できる内容です。

お得にウィーン セットプラン 人気の観光がセットになったお得なプランです。

※同日に2つのツアーにご参加いただきます。異なる日にそれぞれのツアーに乗車する場合はセットプランの料金は適用できません。※午前の観光と午後の観光の間は自由時間となります。自由時間
中、ガイドの同行はございません。午後の集合場所へは各自でご移動いただきます。※昼食は各自でお取りいただきます。※その他の注意事項はそれぞれのツアー条件に準じます。

　　　   1日で見どころ網羅
ウィーン市内とシェーンブルン宮殿　午前観光（P.113 AT301）

ウィーンの森　　　　　　　　　　 午後観光（P.114 AT304）

AT320

大人 通常158ユーロ 135ユーロ 23ユーロOFF
20ユーロOFF子供 （4～14歳）通常138ユーロ 118ユーロ

※シェーンブルン宮殿の入場予約時間が現地事情により変更される場合があります。そのため、入場時間、解散時間が多少前後する場合があります。※交通規制等現地事情により、一部行程が変更となる場合があります。※お子様ご参
加の場合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。※同じバスで時間を変えて、日本語のお客様と英語のお客様2つのグループをご案内する関係上、バスの中に、荷物等置いたままには出来ません。

ウィーンを代表する世界遺産シェーンブルン宮殿に入場し、グスタフ・ク
リムトを中心に結成された芸術家のグループが展覧会を開催したセセッ
ション、バロック建築の傑作カールス教会、クラシック音楽関係者による
団体およびその本部の建物ウィーン楽友協会、世界屈指の歌劇場オペラ
座など数ある見どころを厳選してご案内します。ポイントを押さえた案内
は、宮殿はもちろん市内の位置関係も把握でき、観光後のウィーン市内
散策にも役に立ったと、お客様からご好評いただいております。

音楽と芸術の都の見逃せないスポットを日本語ガイドがご案内

©Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.  Agentur Zolles

ウィーンを代表する世界遺産シェーンブルン宮殿に入場！
マリア・テレジア・イエローと呼ばれる黄褐色の外観が印象的なシェー
ンブルン宮殿は、ハプスブルク家の夏の離宮で、18世紀の半ばに女帝
マリア・テレジアの指示で拡張・改装を行い、外観はバロック様式、内
部はロココ様式という現在の姿となりました。現在、公開されている40
室のうち、20室を日本語ガイドが丁寧にご案内します。

©Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.  Alexander Eugen Koller
©WienTourismus Photographer Christian Stemper

©WienTourismus Photographer MAXUM

得

ココが
ちがう！
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ウィーン発
ウィーンの森　午後観光～中央ヨーロッパ最大の地底湖へ！

［運行会社］MIKI TRAVELバス

日本語ガイド 1名催行

AT304

料　金 大人 79ユーロ　子供（4～14歳）69ユーロ
催行日 [4/1～21、5/8～7/31、9/1～15、9/25～3/30]　火・木・土
 [4/23～5/6、8/1～31、9/16～24]　毎日（1/1を除く）
出　発 [4/1～10/31] 13:50　[11/1～3/31] 13:30
 アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約3時間30分
解　散 アルベルティーナ広場

※交通規制等現地事情により、一部行程が変更となる場合があります。※マイヤーリンク修道院がクローズの場合、代替観光箇所は
バーデン（下車）となります。※ゼーグロッテ地底湖がクローズの場合、ハイリゲンクロイツ修道院に入場します。

©SEEGROTTE

人気

スケジュール（目安）

13:50 出発
14:35 ゼーグロッテ地底湖（入場）
15:20 ゼーグロッテ出発
15:35 ハイリゲンクロイツ修道院（下車、
 庭園と教会のみ）
 ※回廊の見学は含みません。
15:55 ハイリゲンクロイツ修道院出発
16:10 マイヤーリンク修道院（入場）
16:30 マイヤーリンク修道院出発
17:20 ウィーン着後、解散 

※ 11/1～3/31はスケジュールが20分前倒しとな
ります。

地底湖ゼーグロッテをボートに乗って観光
では映画『三銃士』のロケ地としても知られる中央ヨーロッ

パ最大の地底湖ゼーグロッテをボートに乗って観光します。映画や
テレビ番組の撮影に使われることもある人気スポットです。

個人旅行では行きにくい「ウィーンの森」
フランス映画 『うたかたの恋』の舞台マイヤーリンク修道院の入場
観光では、躍動感あふれる日本語ガイドの説明でハプスブルク家
の悲劇の謎に迫ります。また、オーストリア最初のシトー派修道院
であるハイリゲンクロイツ修道院は下車観光し、建築スタイルをお
楽しみいただけます。公共交通機関ではアクセスしにくい郊外の丘
陵地帯ウィーンの森（南）地区を半日で一度に巡れるツアーです。

周った場所、時間、
説明がどれもバランス
よく楽しめました。
 （2017年8月ご参加）

お客様の声

料　金 大人 1名390ユーロ、2名199ユーロ、3名145ユーロ、
　　 4名115ユーロ、5名100ユーロ、6名85ユーロ

 子供（19歳以下）無料
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 4/15～9/30の火・水・木・金・土（5/1・10・31、8/15を除く）
出　発 15:00　ショッテントアーBank Austria前
所要時間 約4時間30分
解　散 市内ご宿泊ホテル

ウィーン発
専用車で行くベートーヴェンゆかりのウィーンの森　人気のホイリゲレストランで過ごす夕べ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

15:00 日本語ガイドと徒歩にて出発
 パスクヴァラティハウス（外観）
15:30 ブルグ劇場前から専用車にてウィーン

の森（北）へ
 ベートーヴェンが亡くなった家（車窓）、

エロイカハウス、ベートーヴェン遺書の
家（入場）、ベートーヴェンの散歩道、
マイヤー・アム・プファールプラッツ

17:00 カーレンベルクの頂上からウィーン市
街を一望

17:30 徒歩にてぶどう畑に囲まれた道を下山
18:00 ホイリゲ・レストラン到着
 ※日本語ガイドはご案内後、サービ

スを終了します。各自、夕食＆自家製
ワインをお楽しみください。ご飲食代
は料金に含まれていません。

19:00 専用車にて出発
19:30 ホテル着後、解散

点在するベートーヴェンの足跡をガイドとめぐる
人生の後半35年間、ウィーンを生活の拠点にしていたベートーヴェ
ンゆかりの地を、日本語ガイドと一緒に専用車を使って観光します。

絶景の丘とワインの夕べ
カーレンベルクの頂上から、広がるブドウ畑と流れるドナウが美し
いウィーン市街の眺めをご覧いただき、地元でも人気のホイリゲへ
ご案内します。

AT397

※日本語ガイドのサービスは夕食レストラン（ホイリゲ）到着後、終了です。ご夕食後は、英語ドライバーのみでホテ
ルまでお送りします。※ご飲食代はツアー代金には含まれていません。当日、ご自身にてお支払いください。ホイリゲ
はお食事ができるレストラン形式と簡単なおつまみとワインを楽しむ形式とがあります。当日の空き状況とともにガイド
とご相談ください。※ご予約時に、ウィーン市内ご宿泊ホテルを教えてください。※カーレンベルクからご夕食のホイリ
ゲまで、約25分歩きます。歩きやすい靴でご参加ください。※お子様の場合、年齢を証明できる書類をお持ちくださ
い。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ⒸWien Museum Foto Hertha Hurnaus

ⒸWienTourismus Photo Lois Lammerhuber

スケジュール（目安）

【8:30出発の場合】
09:15 ハイリゲンクロイツ修道院（入場）
10:00 バーデンへ向けて出発
10:20 ベートーヴェンハウス（入場）
 バーデン市内散策
11:50 ウィーンへ
12:30 解散

※交通規制等現地事情により、一部行程が変更となる場合があります。※ご予約時に、ウィーン市内ご宿泊ホテルをご連絡ください。※お子様がご参加の場合、年齢の証明となるもの（有効なパスポートなど）
を当日、お持ちください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ⒸStift Heiligenkreuz

料　金 大人 1名 380ユーロ、2名 199ユーロ、3名 155ユーロ、
           4名 125ユーロ、5名 105ユーロ、6名 90ユーロ
 子供（6～15歳）15ユーロ
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 火・水・木・金・土・日、12/24午前・12/31午前
出　発 8:30、13:30　市内ご宿泊ホテルもしくはアルベルティーナ美

術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約4時間
解　散 市内ご宿泊ホテルもしくはアルベルティーナ広場

ハイリゲンクロイツ修道院とバーデン 半日観光  ～シトー派最古の修道院と第九誕生ベートーヴェンの家 AT355

修道院内部に見られるロマネスク様式とゴシック様式が調和された回廊は見事。三位一体を意味する教会の三つの窓からは太陽の光が降
り注ぎ、荘厳な雰囲気を生み出しています。堂々とそびえ立つシトー派最古の修道院を日本語ガイドがご案内します。 では、さら
に、古代ローマ時代からの温泉地、ベートーヴェンが第九を作曲した時期に住んでいたバーデンも訪問します。

ハイリゲンクロイツ修道院に入場！
ココが
ちがう！
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2018.04
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ベルベデーレ宮殿 半日観光 ～日本語ガイドと
絵画鑑賞を満喫　往復トラム乗車体験付！

ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※美術館の事情（貸出中など）により、ご鑑賞いただけない絵画のある場合がございます。※市電（トラム）の遅延等によ
り、スケジュールが変更になる場合がございます。※お子様ご参加の場合、年齢の証明となるもの（有効なパスポートなど）
を当日、お持ちください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前からは100%を申し受けます。

AT360

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 195ユーロ、2名 110ユーロ、3名 80ユーロ、
           4名   70ユーロ、5名   65ユーロ、6名 60ユーロ　
 子供（6～18歳）10ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日　（12/24・31、1/1を除く）
出　発 9:45、14:00　アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約2時間45分
解　散 国立オペラ座付近

ウィーンで行くべき宮殿！
ハプスブルク帝国軍の天才総司令官サヴォイ家オイ
ゲン公の夏の離宮として、1723 年にベルベデーレ
宮殿（上宮）が完成。有名な建築家ヨハン＝ルー
カス・フォン・ヒルデブラントの設計でウィーンを代
表する、華やかで美しいバロック建築の1つ。

プライベート

ⒸBelvedere Wien

日本語ガイドと行く美術史博物館 午後観光
～ヨーロッパ3大美術館！豪華なカフェにて選べるケーキセット付

ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※現地事情により、所要時間が前後する場合があります。※美術史博物館・クンストカンマーの予約時間により
入場時間と予定解散時間が変更となる場合があります。※美術館の特別行事等により、美術館外のカフェとなる
場合、美術館内での解散とはならない場合があります。※軽食のケーキの種類はお選びいただけます。※絵画
を貸し出している場合、修復中など、美術史博物館の事情により、ご覧いただけない絵画や工芸品がある場合が
ございます。※お子様ご参加の場合、年齢の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。

AT372

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 205ユーロ、2名 115ユーロ、3名 95ユーロ、
          4名   80ユーロ、5名   75ユーロ、6名 70ユーロ
 子供（2～18歳）20ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 火・水・金・土・日と7/2～8/27の月　（1/1を除く）
出　発 14:00　アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約2時間
解　散 美術史美術館内

満足度が高いヨーロッパ屈指の美術館
ウィーンで最も人気のある美術館の一つ。作品
を厳選して、芸術的視点と歴史的視点から分か
りやすく日本語ガイドが解説。途中、コーヒー
（または紅茶）とケーキの休憩がございます。

プライベート

Ⓒkunsthistorisches museum wien

日本語ガイドと行く王宮とカプツィーナ納骨所 
半日観光～マリア・テレジアの棺は圧巻

ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※入場箇所の予約時間により所要時間が前後する場合があります。※交通規制等現地事情によ
り、一部行程が変更となる場合があります。※アウグスティーナ教会は、宗教行事や教会イベン
ト等により入場できない場合があります。その場合は外観のみのご案内となります。

AT373

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 205ユーロ、2名 115ユーロ、3名 95ユーロ、
           4名   80ユーロ、5名   75ユーロ、6名 70ユーロ　
 子供（6～18歳）20ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日　（日曜午前、12/24・31、1/1を除く）
出　発 9:00、14:00　アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約3時間
解　散 アルベルティーナ広場

エリザベートの生涯に迫る
互いに愛しあいながらも一緒に暮らすとうまくい
かなかった切ない関係の皇妃エリザベートとフラ
ンツ・ヨーゼフ皇帝。王宮、アウグスティーナ教
会、カプツィーナ納骨所に入場し、600年以上も
続いたハプスブルク家の栄光の軌跡を辿ります。

プライベート

ウィーン世紀末の建築 半日観光
～ユーゲントシュティールの魅力

ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※現地事情により、所要時間が前後する場合があります。※アンカー時計は現地事情により、ご覧いただけない場合が
あります。※トラム内ではガイディング禁止のため乗車のみ（ガイドからの案内は無し）となります。※徒歩観光ですの
で歩きやすい靴でご参加ください。※お子様ご参加の場合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当
日、お持ちください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

AT371

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 185ユーロ、2名 99ユーロ、3名 80ユーロ、
           4名   65ユーロ、5名 60ユーロ、6名 55ユーロ
 子供（10～15歳）15ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 火・水・木・金　（12/25・26、1/1を除く）
出　発 10:30　アルベルティーナ美術館正面玄関エスカレーター前
所要時間 約2時間
解　散 王宮ミヒャエル広場

日本語ガイドが一緒だからこそ楽しめる
世紀末の芸術の絵画を代表するグスタフ・クリムトの
『ベートーヴェン・フリース』をご覧いただけるセッショ
ン（分離派会館）、世紀末の建築の立役者オットー・ワグナーの『オットー・ワグナー、パ
ヴィリオン』や『郵便貯金局』、のちの装飾を排除するスタイルで有名なアドルフ・ロース
の『ロース・ハウス』など。世紀末の建築を通して、ウィーンの歴史をお楽しみください。

プライベート

ⒸWienTourismus Photograph Christian Stemper

シュテファン寺院と王宮宝物館　半日観光
ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※宗教行事等でシュテファン寺院の中を観光できない場合は、シュテファン寺院の北塔にご案内します。
※歩きやすい靴でお越しください。※交通規制等、現地事情により、一部行程が変更となる場合がありま
す。※お子様ご参加の場合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。

AT389

日本語ガイド 1名催行

料　金 大人 1名 200ユーロ、2名 110ユーロ、3名 85ユーロ、
 　　 4名    70ユーロ、5名    65ユーロ、6名 60ユーロ
 子供（2～14歳）10ユーロ　
催行日 月・水・木・金・土・日　（ 日曜午前と祝日午前＝4/2、5/1・10・21・31、

8/15、10/26、11/1、12/8・25・26、1/1・6を除く）
出　発 9:00、14:00　シュテファン広場ホテルDo＆Coの正面入り口前
所要時間 約2時間45分
解　散 宝物館内

12世紀に遡るオーストリア＆ハプスブルク家の歴史
シュテッフェルの愛称で知られるウィーンのシンボ
ル、シュテファン寺院。神聖ローマ帝国時代から
オーストリア帝国までの価値ある財宝が揃ってい
る王宮宝物館。さらに、グラーベンやコールマル
クト、通常の観光ではあまり訪れないフランツ二
世の像が立つ中庭や王宮内最古のスイス宮もご案内。

プライベート

現地在住のガイドがおすすめする中世の
雰囲気残る街角8選　半日ウォーキング

ウィーン発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※歩きやすい靴でお越しください。※宗教行事等の現地事情により、教会には入場が出来ない
場合があります。その場合は、外観のみの見学となります。※変更取消料として、参加日の（土
日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

AT390

日本語ガイド 1名催行

料　金 1名 165ユーロ、2名 80ユーロ、3名 55ユーロ、
 4名    45ユーロ、5名 40ユーロ、6名 35ユーロ
催行日 毎日
出　発 9:30、14:30　 ハフナーシュタイク　アイスサロン・アム・シュヴェーデンプラッツ前

（地下鉄U1/U4、市電1 Schwedenplatz 駅 徒歩約1分）
所要時間 約2時間
解　散 シュテファン広場

徒歩観光だからこそご案内できるスポット
イエズス教会やドイツ騎士団の家、シュテファン
寺院、石畳の細い路地など通常の団体旅行では
なかなか観ることのできない、ウィーン旧市街で
も最も中世の雰囲気を感じていただける場所に
日本語ガイドがご案内します。

プライベート

ⒸOsterreich Werbung Fotograf Lois Lammerhuber
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

料　金 大人 165ユーロ　子供（2～12歳）105ユーロ　
催行日 毎日　(4/1～13、9/23、10/29～3/31を除く)
出　発 9:00　ウィーン西駅INFOPOINT前
所要時間 約8時間30分
解　散 国鉄ハイリゲンシュタット駅

ウィーン発
列車と船で行く　世界遺産ヴァッハウ渓谷1日観光　船上ランチ付～メルク修道院とドナウ川クルーズ

［運行会社］MIKI TRAVELショート・トリップ

日本語ガイド 2名催行

送迎・ロマンティックな街「デュルンシュタイン」へ
ウィーン⇔デュルンシュタイン往復送迎の混
載車プランも9:00出発・約4時間・お1人様
98ユーロにて2名様から承っております。

スケジュール（目安）

09:20頃 西駅より鉄道に乗り、メルク駅へ
10:20 着後、徒歩にてメルク修道院へ
11:00 メルク修道院（入場）
13:30 クルーズ船内にて昼食
13:45 メルクから船でデュルンシュタインへ
15:00 デュルンシュタイン着後、市内散策
16:15 デュルンシュタインから専用車にてク

レムスへ　※列車移動となる場合あり
16:50頃 クレムスより列車にてウィーンへ
17:50頃 ウィーン・ハイリゲンシュタット駅着

後、解散

ヴァッハウ渓谷を堪能いただける充実度満点のツアー
通常のツアーではバスで訪れることの多い世界遺産ヴァッハウ渓谷
ですが、車窓からの景色を楽しんでいただきたいので鉄道で向か
います。オーストリア・バロック様式の至宝と言われるメルク修道
院、ドナウ川クルーズの船内で楽しむ昼食、可愛らしい街デュルン
シュタイン…充実のツアー内容です。日本語ガイドがお連れします
ので安心して優雅な一時をお過ごしください。

AT306
人気

※お申し込み時に参加者のローマ字フルネームをお知らせください。※子供料金
適用の場合は生年月日も必要です。※電車に乗車する際、写真つきID（パスポー
トなど）の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。※船や電車の運
行のルート・時間の変更、その他現地事情により、ツアーの行程を変更することが
あります。※天候や増水などにより、船や電車が運休の場合はツアーを中止、ある
いは代替の交通機関を利用します。※メルク修道院が見学不可の場合、他の入場
箇所に入場します。※デュルンシュタインは自由散策となりますが、ケーンリンガー
城跡の見学はできません。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除
く）9日前からは20%、6日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

料　金 大人 1名 905ユーロ、2名 460ユーロ、3名 325ユーロ、
           4名 250ユーロ、5名 210ユーロ、6名 180ユーロ

子供（6～14歳）20ユーロ　
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 月・火・水・木・金
  （4/2、5/1・10・21・31、7/4、8/15、10/26、11/1～3/31を除く）
出　発 9:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ウィーン発
モニカさんと行く ヴァッハウ渓谷 1日観光～オーストリア人ガイドお気に入りスポットへ

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

スケジュール（目安）

09:00 デュルンシュタインへ
10:30 モニカさんと相談しながら散策
 （ケーンリンガー城跡からの素晴らし

い眺めやお土産屋さん巡り、ワイナ 
リーでのワインテイスティング、シュ
ロスホテルからの眺望など）

12:30 モニカさんおすすめレストランで昼食
※ご希望のお客様は、お食事前にワ
インテイスティング

 ※昼食代、ワインテイスティング代は
料金に含まれていません。各自、お
好きなお食事をお楽しみください。

14:00 シュピッツの船着場から渡し舟（約15
分）で対岸へ

14:45 ゲットヴァイク修道院（入場）
15:30 ウィーンへ
17:00 市内ご宿泊ホテル着後、解散

ウィーン生まれ、ウィーン育ちの「モニカさん」
国家公認ガイドとして活躍する「モニカさん」が、1日1組限定の「おもてなし」
で、ヴァッハウ渓谷の魅力をお伝えします。可愛い街デュルンシュタインをゆっ
くり目に滞在。通常のツアーではあまり行くことが出来ない絶景のケーンリン
ガー城跡に行き、おすすめのレストランで昼食。11世紀に建造された壮大な
ベネディクト派修道院、ゲットヴァイク修道院もお楽しみいただけます。

AT323

※ワインテイスティング、昼食の料金は含まれていません。※渡し舟は15歳以上から乗
船可能です。14歳以下のお子様をお連れの場合は車での移動になります。※歩きやす
い靴でご参加ください。ケーンリンガー城跡へは坂道が続きますので、水などのお飲物
をご持参いただくことをおすすめします。※ご案内予定のレストランが閉店している場
合、他のレストランのご案内となります※ゲットヴァイク修道院が見学不可の場合、代
替入場やツアーが不催行となる場合があります。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知
らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※変更取消
料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前からは100%を申し受けます。

料　金 1名 920ユーロ、2名 510ユーロ、3名 390ユーロ、
 4名 320ユーロ、5名 290ユーロ、6名 260ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 月・火・水・木・金　（4/1～13、5/1・10・21・31、8/15、10/26・29～3/31を除く）
出　発 10:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約8時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ウィーン発
ヴァッハウ渓谷ワイナリー巡り1日観光～ヴァッハウ渓谷クルーズに乗って

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

鉄道利用プランのほか、車椅子の方にも
ヴァッハウ鉄道に乗って移動する
1名 915ユーロ、2名 510ユーロ、3名 385ユー
ロ、4名 315ユーロのほか、車椅子ごと乗せ
られる車で行くプランもございます。

スケジュール（目安）

10:00 専用車にてホテル発
11:30 ワインテイスティング1軒目
12:15 ワインテイスティング2軒目
 シュピッツ＆ヴァイセンキルヒェン散策
13:00 ホイリゲ・レストランにて各自昼食
 ※ご飲食代は料金に含まれません。
14:35 ヴァッハウ渓谷クルーズに乗船
15:05 デュルンシュタイン散策
16:00 ワインティスティング3軒目
16:30 ウィーンへ
18:00 市内ご宿泊ホテル着後、解散

ドナウとワインを一度に楽しめる！
ヴァッハウ渓谷は、オーストリアで最も魅力的なワイン産地の1つ。
白ワインは特に有名で、近年、世界でも高く評価されています。団
体旅行ではめったいに行かないヴァッハウ渓谷のおすすめのワイナ
リーを日本語ガイドがご案内。緑に包まれたゆったりとした雰囲気
の中で、お好きな新鮮料理を、自家製ワインとご一緒にお召しい
ただけるホイリゲレストランへもお連れします。魅力ある村の散策
を楽しみながら、ゆっくり過ごしいただけます。

AT357

※昼食レストラン（ホイリゲ）は変更となる場合があります。昼食時の飲食代は含
まれていません。※3軒のワインテイスティング代は含まれています。※お申し込
み時にご宿泊ホテルをお知らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れな
い場合があります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14
日前からは100%を申し受けます。

ⒸÖsterreich Werbung Fotograf Himsl
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

07:42　　各自ウィーン中央駅より国鉄レイルジェットに乗車し、ブダペストへ
10:19　　ブダペスト駅にて、日本語ガイドがお出迎え

①世界遺産を巡るハイライト ②皇妃エリザベートが愛した軌跡を辿って
グヤーシュスープやパプリカを使ったハンガリー名物料理の昼食
中央市場（下車）、ゲッレールトの丘（下車）、マーチャーシュ教会
（入場）、漁夫の砦（下車）、王宮（車窓）、国会議事堂（車窓）、聖イシュ 
トヴァン大聖堂（下車）、オペラ劇場（車窓）、英雄広場（車窓）

 老舗カフェ「ジェルボー」にて皇妃も召し上がったという軽食
マーチャーシュ教会（入場）、漁夫の砦（下車）、王宮（車窓）、オペラ劇
場（車窓）、英雄広場（車窓）、グドゥルー宮殿（入場）、ゲッレールトの丘
（下車）、ドグレンテイ広場のエリザベート妃の像（下車）

17:00　　ブダペストkeleti駅到着 　※ブダペスト離団（往路列車のみ利用）料金もございます。
17:40　　各自、国鉄レイルジェットに乗車し、ウィーンへ
20:21　　ウィーン中央駅着

ウィーン発
国鉄最速レイルジェットで行く  ハンガリー・ブダペスト 1日観光～選べる観光

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

プラン 料金（お一人様） 催行日 出発 所要時間 解散

①世界遺産を巡る
　ハイライト
　（往復指定席利用）

1名 569ユーロ　2名 394ユーロ
3名 364ユーロ　4名 329ユーロ
1名 545ユーロ　2名 370ユーロ
3名 340ユーロ　4名 305ユーロ
1名 495ユーロ　2名 320ユーロ
3名 290ユーロ　4名 255ユーロ

230ユーロ　

205ユーロ

180ユーロ

月・火・水・木・金・土
（4/2、5/1・21、8/15・20、
10/23、11/1、12/24・25・
26・31、1/1を除く） 7:40頃

ウィーン
中央駅より
各自乗車

約13時間 ウィーン
中央駅

②皇妃エリザベートが
　愛した軌跡を辿って
    （往復指定席利用）

1名 644ユーロ　2名 439ユーロ
3名 394ユーロ　4名 359ユーロ
1名 620ユーロ　2名 415ユーロ
3名 370ユーロ　4名 335ユーロ
1名 570ユーロ　2名 365ユーロ
3名 320ユーロ　4名 285ユーロ

230ユーロ　

205ユーロ

180ユーロ

月・火・水・木・金・土
（12/24・31、1/1、グドゥルー
宮殿の閉館日を除く）

AT324

AT325

大
　
人

子
供
（
5
〜
13
歳
）

ビジネス
クラス

1　等

2　等

ビジネス
クラス

1　等

2　等

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
目
安
）

※オペラ劇場と英雄広場は周辺の野外イベント等現地事情によりご覧いただけない場合があります。その場合の代替観光はございません。

ウィーン発
国鉄最速レイルジェットで行く  チェコ・プラハ1日観光～選べる交通手段

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

日本語ガイド 1名催行

プラン 料金（お一人様） 催行日 出発 所要時間 解散

①プラハでは
　便利な専用車利用
　（往復指定席利用）

1名 737ユーロ　2名 507ユーロ
3名 437ユーロ　4名 397ユーロ
1名 725ユーロ　2名 495ユーロ
3名 425ユーロ　4名 385ユーロ
1名 650ユーロ　2名 420ユーロ
3名 350ユーロ　4名 310ユーロ

240ユーロ　

215ユーロ

180ユーロ

毎日
（4/1・2、5/1・8、7/5・6、
9/28、10/28、11/17、
12/24・25・26・31、1/1を
除く）

7:10頃
ウィーン
中央駅より
各自乗車

約14時間 ウィーン
中央駅

②プラハでは
　公共交通機関利用
    （往復指定席利用）

1名 552ユーロ　2名 417ユーロ
3名 377ユーロ　4名 352ユーロ
1名 540ユーロ　2名 405ユーロ
3名 365ユーロ　4名 340ユーロ
1名 465ユーロ　2名 330ユーロ
3名 290ユーロ　4名 265ユーロ

190ユーロ　

160ユーロ

125ユーロ

AT374

AT375

大
　
人

子
供
（
5
〜
14
歳
）

ビジネス
クラス

1　等

2　等

ビジネス
クラス

1　等

2　等

07:10　　各自ウィーン中央駅より国鉄レイルジェットに乗車し、プラハへ　※列車内で各自昼食をお取りください。プラハ着後、昼食時間がございません。
11:06　　プラハ中央駅にて、日本語ガイドがお出迎えし、観光スタート　①専用車利用　②公共交通機関利用
　　　　   プラハ城（入場）、カレル橋（下車）、旧市街（下車）、各自自由散策（約30分）
16:15　　プラハ中央駅到着　ガイドと専用車のサービスは終了
16:52　　各自、国鉄レイルジェットに乗車し、プラハ中央駅を出発　※プラハ離団（往路列車のみ利用）料金はお問い合わせください。
20:49　　ウィーン中央駅着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
目
安
）

ⓒSchloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. Julius Silver

※プラハ城の入場は、聖ヴィート大聖堂、ヴラディスラフホール、黄金の小道となります。宗教行事等現地事情により入場が出来ない場合、代替
を当日のガイドがご案内します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　※日本語ガイドは、観光時のみ同行します。往復の列車移動時にはガイドは同行しません。※お申し込み時に参加者のフルネーム（パスポート名）をお知らせください。
※お子様ご参加の場合は、予約時に生年月日をお知らせください。※電車に乗車する際、写真つきID（パスポートなど）の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。※列車のダイヤ変更に伴い、ツ
アースケジュールが変更される場合があります。※列車指定の列車に乗り遅れた場合、お客様ご自身のご負担にて新しいチケットをご購入いただく必要があります。復路列車の時刻の変更をご希望の場合は、ご
予約時にお申し出ください。※列車チケットは当日に限り有効です。※不可抗力の事由および現地事情により列車の運行停止や遅延が発生した場合、当社では責任を負いかねます。※市内ご宿泊ホテル～ウィー
ン中央駅間送迎は、片道 1台70ユーロにて承ります。ご予約時にお知らせください。※各ツアー、移動先での離団が可能です（料金要問合せ）。※変更取消料として、予約時から100％を申し受けます。

P.117 国鉄で行くツアー共通事項

料　金 大人 1名 885ユーロ、2名 450ユーロ、3名 330ユーロ、        
           4名 250ユーロ、5名 215ユーロ、6名 180ユーロ
 子供（10～15歳）25ユーロ
※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 4/14～10/25の月・火・水・木・金　

（5/1・10・21・31、8/15、9/23を除く）
出　発 8:30　ウィーン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 ザルツブルク市内ご宿泊ホテル

ウィーン発
観光しながら移動できる！  ウィーンからザルツブルグへ～ヴァッハウ渓谷＆グムンデン陶器ショッピング～

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:30 ウィーン市内ホテル発
09:30 デュルンシュタイン着後、各自散策
 クルーズ船出発時間に合わせて、各自、

船着き場へご移動
10:40 ドナウ川クルーズ
11:40 シュピッツ着後、専用車にて、レストランへ
12:15 ヴァッハウ渓谷の美しい景観を見下ろ

せる高台にあるレストランにて、昼食
※ご飲食代は料金に含まれていません。

13:45 専用車にてレストラン出発
15:45 グムンデンの市庁舎付近に到着
16:15 グムンデン陶器工場直売店にてショッ

ピング
17:15 専用車にてザルツブルクへ
18:30 市内ホテル着後、解散

荷物も楽ちん！ ウィーンからザルツブルクへ専用車移動
専用車をチャーターしてザルツブルクへ出発。ヴァッハウ渓谷クルーズや渓谷を見下ろす高台レストランでの
昼食、ロマンチックな街デュルンシュタインをお楽しみください。さらに、湖水地方ザルツカンマーグートの
街グムンデンにも立ち寄ります。清冽な水を湛えるトラウン湖や約500年の歴史を誇るグムンデン陶器の工
場直売店ショッピングなど充実の移動型1日観光です。

AT394

※係員は含まれていません。※お子様の場合は、年齢を証明できる書類（パスポートなど）をお持ちください。※昼食レストランの座
席予約を行っております。ご飲食代は含まれておりませんので、当日お客様ご自身でお支払いください。※変更取消料として、参加日
の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ⓒÖsterreich Werbung Fotograf Peter Rigaud-Gmundner Keramik

ザルツブルク発ウィーン着の逆ルートもございます。

AUSTRIA

ドイツ
中欧

ウ
ィ
ー
ン

AU
STRIA

オーストリア

フランス

スペイン
ポルトガル

スイス

オランダ
ベルギー

イギリス
アイルランド

北欧
バルト三国
アイスランド
ロシア

クロアチア
スロベニア
トルコ

イタリア
マルタ
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2018.04

2019.03

人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

④「
世
界
の
湖
岸
で
最
も
美
し
い
街
」
ハ
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
へ

　 

中
欧
最
古
の
レ
ス
ト
ラ
ン
座
席
予
約
付

07:30
09:52
10:00

11:30

13:00
13:40
14:00
14:50

15:25
16:25
17:00
17:05
17:30
18:30
19:08
21:30

各自ウィーン中央駅より国鉄レイルジェットにご乗車
ザルツブルク中央駅着後、専用車にて、ザルツブルク旧市街へ
ザルツブルク市内徒歩観光
外観より、ミラベル庭園、モーツァルト生家、カラヤン生家、モーツァルト住居、
ザルツァッハ川、ゲトライデガッセ、レジデンツ広場をご案内
創業803年中欧最古のレストラン シュティフツケラーにて昼食（座席予約）
※昼食代は、各自にてお支払いください。
専用車にて、ザルツカンマーグートへ
ザンクト・ギルゲン着。出航まで、少しの間町の散策をお楽しみください。
ヴォルフガング湖クルーズ（約35分間）をお楽しみください。
シャーフベルク鉄道麓駅からシャーフベルク鉄道へ乗って、頂上駅へ
※シャーフベルク鉄道での山頂への往復にはガイドは同行せず、麓駅でお待ちしています。 
シャーフベルク鉄道頂上駅着。360度に広がるパノラマの絶景をお楽しみください。 
シャーフベルク鉄道頂上駅発
シャーフベルク鉄道麓駅着後、ガイドと再合流し専用車にて、ザンクト・ヴォルフガングへ
ザンクト・ヴォルフガング着後、徒歩にて散策
ザンクト・ヴォルフガング発
ザルツブルク中央駅着
各自、国鉄レイルジェットに乗車し、ウィーンへ
ウィーン中央駅着

07:30
09:52
10:00

12:00

13:15
14:45
16:15
17:45
18:08
20:30

各自ウィーン中央駅より国鉄レイルジェットにご乗車
ザルツブルク中央駅着後、専用車にて、ザルツブルク中心部へ
ザルツブルク新市街＆旧市街徒歩観光　
ミラベル庭園（入場）、モーツァルト生家（入場）、さらに外
観よりカラヤン生家、モーツァルト住居、ゲトライデガッセ、
大聖堂、ホーエンザルツブルク城塞をご案内
昼創業803年中欧最古のレストラン ザンクト・ペーター・シュ
ティフツクリナリウムにて昼食（座席予約）
※昼食代は、各自にてお支払いください。
専用車にて、ハルシュタットへ
ハルシュタット着。日本語ガイドがご案内します。
ハルシュタット発
ザルツブルク中央駅着
各自、国鉄レイルジェットに乗車し、ウィーンへ
ウィーン中央駅着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
目
安
）

プラン 料金（お一人様） 催行日 出発 所要時間 解散

③シャーフベルク山岳
　鉄道と遊覧船で楽しむ
　サウンド・オブ・
　ミュージックの世界

1名 935ユーロ　2名 625ユーロ
3名 530ユーロ　4名 480ユーロ
1名 910ユーロ　2名 600ユーロ
3名 505ユーロ　4名 455ユーロ
1名 830ユーロ　2名 520ユーロ
3名 425ユーロ　4名 375ユーロ

270ユーロ　

240ユーロ

185ユーロ

［4/28～6/10、
9/15～10/28］
土・日、5/1・10・
21・31、10/26
［6/15～9/9］毎日
（10/29～3/31を除く）

7:30頃
ウィーン
中央駅
より
各自乗車

約14時間

ウィーン
中央駅
着後、
各自解散④「世界の湖岸で最も

　美しい町」ハルシュタットへ
　中欧最古のレストラン
　座席予約付

1名 820ユーロ　2名 540ユーロ
3名 465ユーロ　4名 420ユーロ
1名 795ユーロ　2名 515ユーロ
3名 440ユーロ　4名 395ユーロ
1名 715ユーロ　2名 435ユーロ
3名 360ユーロ　4名 315ユーロ

250ユーロ　

220ユーロ

160ユーロ

毎日
（12/24・31、1/1を除く）

約13時間

ウィーン発
鉄道で行く  ザルツブルクとザルツカンマーグート 1日観光

［運行会社］MIKI TRAVEL（一部現地観光ツアー運行会社トラベルビューロー小山を含む）

［運行会社］MIKI TRAVEL

ショートトリップ

プライベート

（※1）出発時、ウィーン中央駅とザルツブルク中央駅のオーストリア鉄道ラウンジが利用可能です。

プラン 料金（お一人様） 催行日 出発 所要時間 解散

①私鉄ヴェストバーンで行く！
　～お手頃価格

大人　　　　　175ユーロ
子供（2～12歳）  130ユーロ

毎日
（12/24・31、
1/1を除く）

7:40頃
ウィーン西駅より
各自乗車

約13時間
　　　40分

ウィーン西駅
着後、
各自解散

②国鉄最速
　レイルジェットで行く！
　～選べる列車クラス
　　昼食付の完全版

大人　　　　　 327ユーロ
子供（2～12歳）  222ユーロ

大人　　　　　 300ユーロ
子供（2～12歳）  195ユーロ

大人　　　　　 220ユーロ
子供（2～12歳）  150ユーロ

毎日
（12/24・31、1/1
を除く）

8:30頃
ウィーン中央駅より
各自乗車

約13時間
ウィーン中央駅
着後、
各自解散

ビジネス
クラス（※1）

１　等
（※1）

２　等

AT308

AT326 往復
自由席

往復
指定席

往路
指定席・
復路
自由席

ⓒÖsterreich Werbung Fotograf Weinhaeupl W.

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
目
安
）

①
私
鉄

ヴ
ェ
ス
ト
バ
ー
ン

②
国
鉄

レ
イ
ル
ジ
ェッ
ト

07:40 頃
10:10 頃

各自ウィーン西駅より私鉄ヴェストバーンにご乗車
ザルツブルク中央駅到着後、係員がミラベル広場付近
までご案内し、自由行動。各自昼食

08:30 頃

10:50 頃

各自ウィーン中央駅より国鉄
レイルジェットにご乗車
ザルツブルク中央駅到着後、昼食

12:00

14:00
18:00

ザルツブルク市内徒歩観光（モーツァルトの生家（入場））　※11～３月はバスでの市内観光となり、レオポルツクローン
宮殿（下車）やヘルブルン宮殿（下車）などを見学します。 モーツァルトの生家には入場しません。
ザンクト・ギルゲン、ザンクト・ヴォルフガング、巡礼教会、モントゼー　※5月上旬～10月下旬はヴォルフガング湖の観光船を含みます。
ミラベル広場にて解散  ※ザルツブルク離団（往路列車のみ利用）料金もございます。

18:50 頃
21:20 　 

各自、私鉄ヴェストバーンに乗車し、ウィーンへ
ウィーン西駅着

19:10 頃
21:30 　

各自、国鉄レイルジェットに乗車し、ウィーンへ
ウィーン中央駅着

　　　　　※係員は含まれていません。現地語ドライバーのみとなります。※ホテルは含まれていません。別料金にて承ります。※専用車の拘束時間を超える場合は超過料金が発生します。大幅な行程やルート変更の場合はお受けできませ
ん。※交通状況にてスケジュールに若干の変更がございます。※現場で発生する食事、入場料等は現地にてお客様負担となります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）14日前からは100％を申し受けます。

　　　　　　　　　　　　　　　　※日本語ガイドは観光時のみ同行します。往復の列車移動時には同行しません。※お申し込み時に参加者のフルネーム（パスポート名）をお知らせください。※お子様が
ご参加の場合は予約時に生年月日をお知らせください。※電車に乗車する際、写真つきID（パスポートなど）の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。※列車のダイヤ変更に伴いツアースケジュ
ールが変更される場合があります。※指定の列車に乗り遅れた場合、お客様ご自身のご負担にて新しいチケットをご購入いただく必要があります。復路列車の時刻の変更をご希望の場合は、ご予約時にお申し出
ください。※列車チケットは当日に限り有効です。※不可抗力の事由および現地事情により列車の運行停止や遅延が発生した場合、当社では責任を負いかねます。※市内ご宿泊ホテル～ウィーン中央駅間送迎
は片道 1台70ユーロにて承ります。ご予約時にお知らせください。※各ツアー、移動先での離団が可能です（料金要問合せ）。※変更取消料として、予約時から100％を申し受けます。

P.118 私鉄・国鉄で行くツアー共通事項

1名催行

選べる鉄道+定期観光ツアーの組合せ

国鉄+自分達だけの車とガイドの組合せ

AT398

AT399

ビジネス
クラス

往復
指定席

往復
指定席

往路
指定席・
復路
自由席

往路
指定席・
復路
自由席

1　等

2　等

ビジネス
クラス

1　等

2　等

大
　
人

子
供
（
4
〜
14
歳
）
子
供
（
2
〜
14
歳
）

料金
(お１人様）

料金
(お１人様）1日目 08:00ウィーン発～ 13:00プラハ着

2日目 08:00プラハ発～11:00チェスキー・クルムロフ着～
14:00発～ 17:00ザルツブルク着

3日目 午前フリー 12:00発～ 13:30ハルシュタット着～
15:00発～ 19:00ウィーン着

1台6名まで
1,500
ユーロ

1台6名まで
1,650
ユーロ

ウィーンからドイツ・ミュンヘンへ移動する3日間
デュルンシュタイン、ハルシュタット、ザルツブルク、
アルプバッハ、インスブルック経由 AT401

1日目
08:30ウィーン発～ 09:45デュルンシュタイン着～
10:45発～ 14:15ハルシュタット着～ 16:30発～
18:00ザルツブルク着

2日目 午前フリー 13:00発～ 15:30アルプバッハ着～
16:15発～ 17:30インスブルック発 

3日目 午前フリー 13:00発～ 15:30ミュンヘン着

（
目
安
）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

（
目
安
）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

日本語ガイド

共通事項

   4/1～10/31  2名催行
11/1～  3/31  4名催行

［運行会社］MIKI TRAVEL

ウィーン、プラハ、チェスキー・クルムロフ、ザルツブルク、
ハルシュタット5都市周遊3日間

AT400［運行会社］MIKI TRAVEL

ホテルと一緒にお申し込みください

③
シ
ャ
ー
フ
ベ
ル
ク
山
岳
鉄
道
と
遊
覧
船
で
楽
し
む

　
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の
世
界

AUSTRIA

ウ
ィ
ー
ン

AU
STRIA

オーストリア

ドイツ
中欧

フランス

スペイン
ポルトガル

スイス

オランダ
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イギリス
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北欧
バルト三国
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クロアチア
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ウィーン発
グラーツ1日観光～世界遺産に登録されたセピア色の美しい旧市街

［運行会社］MIKI TRAVELショートトリップ

日本語ガイド（グラーツ観光時のみ） 2名催行

AT376

料　金 ［ランチなし］120ユーロ［ランチ付］145ユーロ
催行日 火・木・土 出　発 8:30　ウィーン西駅　Felberstrasseバス乗り場
所要時間 約9時間 解　散 ウィーン西駅

スケジュール（目安）

08:30 各自、公共バス（バス運行会社:Meinfernbus）
に乗車し、グラーツへ

10:55 グラーツのバス降車場所にて日本語
ガイドがお待ちしております。

 徒歩にて市庁舎、王宮、シュロスベ
ルクの丘（エレベーターにて往復）を
外観より観光

13:00 観光終了後、各自自由散策＆昼食
15:00 各自、公共バス（バス運行会社:Meinfernbus）

に乗車し、ウィーンへ
17:25 ウィーン西駅着後、解散

公共バスを利用して気軽に世界遺産グラーツへ
オーストリア第2の都市グラーツにウィーンから日帰りするツアー。世界遺産に登録されている旧市街を日本語
ガイドがご案内します。グラーツは、約９００年の歴史がある中世の建物が数多く残る建築都市として知られ
ており、ツアーでは、その美しい眺望から「建築の宝石箱」と称えられるシュロスベルクの丘へご案内します。
※日本語ガイドは、観光時のみ同行します。往復のバス移動時にはガイドは同行しません。※お申し込み時に参加者のフルネーム（パスポート名）をお知
らせください。※ウィーン⇔グラーツ間は、Meinfernbus社運行の公共バスを利用します。※お客様各自にてご乗車ください。※バスは自由席となります。
移動途中、トイレ休憩はございません。車内にはトイレが付いています。※運行会社の都合によりツアースケジュールが変更される場合があります。

©Österreich Werbung Fotograf H.Wiesenhofer

料　金 ［2名1室］150ユーロ［1名1室］200ユーロ
 ※スタンダードルームご利用時のお1人様料金です。
催行日 毎日 出　発 8:00　ウィーンエルトベルク駅
所要時間 約9時間 解　散 ウィーンエルトベルク駅
宿　泊 市内4星ホテル （INTERNATIONAL又は同等クラス）

ウィーン発
ザグレブ1泊2日観光～クロアチアの首都　美しい古都ザグレブ

［運行会社］MIKI TRAVELパック

1名催行

スケジュール（目安）

【1日目】
08:00 各自、公共バス（バス運行会社:Meinfernbus）

に乗車し、ザグレブへ
13:00 ザグレブのバスターミナル到着後、
 各自自由行動
15:00以降 各自、ホテルへチェックイン
【2日目】 
 ホテルにて朝食。各自、ホテルをチェッ

クアウト。出発まで自由にお過ごしくだ
さい。

15:00 各自、公共バス（バス運行会社:Meinfernbus）
に乗車し、ウィーンへ

20:00 ウィーンエルトベルク駅着後、解散

公共バスを利用してウィーンからクロアチアへ1泊2日の小旅行
公共バス移動とホテルがセットになった商品です。旧市街や青空市場、ショッピング、ヨーロッパ一美しいと言
われる墓地ミロゴイ墓地など、各自のペースで自由にお過ごしください。延泊して、日帰りプリトヴィツェ湖群
国立公園観光も可能です。

AT377

※係員は含まれていません。※お申し込み時に参加者のフルネーム（パスポート名）をお知らせください。※ウィーン⇔ザグレブ間は、Meinfernbus社運行の公共バスを利用します。※お
客様各自でご乗車ください。※バスは自由席となります。移動途中、トイレ休憩はございません。車内にはトイレが付いています。※運行会社の都合によりツアースケジュールが変更され
る場合があります。※ホテルはバスタブ付の部屋数は限られているためシャワーのみとなる場合があります。事前にホテル・部屋をお選びいただくことはできません。ホテルでの朝食が
料金に含まれています。※延泊ご希望の場合はお問合せください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、4日前からは100%を申し受けます。

©Marko Vrdoljak

ウィーン発
往復送迎　幻の湖グリーンレイクと世界遺産ゼメリング鉄道乗車

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

AT402

料　金 大人 1名 598ユーロ、2名 299ユーロ、3名 215ユーロ、
          4名 165ユーロ、5名 135ユーロ、6名 115ユーロ
 子供（2～12歳）2名 295ユーロ、3名 210ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は申込人数により変動します。
催行日 6/1～8/31の毎日 出　発 8:15　ウィーン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間 解　散 ウィーン市内ご宿泊ホテル

スケジュール（目安）

08:15 専用車にて、パイエルバッハへ
09:45 パイエルバッハ着
10:11 ゼメリング鉄道に乗車
10:40 ゼメリング駅に到着
11:00 専用車にてトラゲスへ
12:40 トラゲス着後、“グリーンレイク”グリュー

ナー湖へ（徒歩にて片道約30分）
 各自昼食
16:00 ウィーンへ
18.30 着後、解散

夏の2ヶ月間だけ現れる幻の湖！
オーストリアのある場所に1年のうちたったの2ヶ月間だけ、アルプスの雪解け水が流れ込んで水深10メートル
を超える澄み切ったグリーンの湖が現れます。湖の表面が鏡のように静か。心が洗われる一時です。途中、世
界で最初にアルプスを越えた鉄道、世界遺産に登録されている「ゼメリング鉄道」にもご乗車いただけます。
※係員は含まれていません。※お申込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※履き慣れた靴でご参加ください。※夏でも涼しい場
合がございます。羽織るものを1枚余分にお持ちください。

ⒸGreenLake

料　金 大人 1名 465ユーロ、2名 255ユーロ、3名 205ユーロ、
           4名 165ユーロ、5名 155ユーロ、6名 140ユーロ
 子供（6～15歳）25ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 4/28～10/28の毎日 出　発 8:15　ウィーン市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間30分 解　散 ウィーン市内ご宿泊ホテル

ウィーン発
往復送迎 オーストリア・アルプス最東端 シュネーベルク～サラマンダー模様の登山列車往復乗車券付

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

スケジュール（目安）

08:15 専用車にてシュネーベルクへ
10:30 麓の駅から山頂を目指して、登山列

車”サラマンダー”に乗車
11:10 シュネーベルク山頂駅に到着
 標高2,000mを超えるシュネーベルク

山の頂上をめざしましょう！
16:15 山頂駅からふたたび、麓の駅へ
17:00 ウィーンへ向けて専用車にて出発
18:45 着後、解散
※シュネーベルク山頂駅から頂上までは約90分
（歩く人のスピードによって、所要時間は異なり
ます）シュネーベルク山頂駅16時30分発が、最終
列車となりますのでお乗り遅れのないよう、時間
に余裕を持ってハイキングをお楽しみください。

オーストリアでハイキング！
日帰りでオーストリア・アルプス最東端、標高2,000mを超えるシュネーベルクでのハイキング（約90分）！サ
ラマンダー柄の登山列車で山頂駅まで登ります（約40分）。

AT370

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※山の天気は変わりやすいので、防寒具ならびに雨具をお持ちください。※当日は
ハイキングやトレッキング用の装備（服装・靴など）にてご参加ください。※食事は料金に含まれていません。※天候等の現地事情によりツアーが不催行となる場合
があります。歩く人のスピードによって、所要時間は異なります。当日はシュネーベルク山頂駅からの列車時刻にお気を付けください。※お子様ご参加の場合、年齢
の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

ⒸNiederösterreichische  Schneebergbahn GmbH
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

お客様専用のお車で、ホテルから会場、会場からホテルまで送迎。夜の外出も安心です。
「送迎のみ」と「夕食付」がございます。ご夕食は３つからお選びください。

演目 出発時間／所要時間 運行日 料金 （2～ 6名でお申込の場合のお一人様）

モーツァルト・コンサート　送迎付 AT312
19:15頃／
約3時間15分

［4/1～6/30、10/1～31］
月・水・金・土
［7/1～9/30］
月・火・水・木・金・土
（4/1・13・14、10/10～3/31
を除く）

ⓢ192ユーロ  Ⓐ172ユーロ  Ⓑ157ユーロ

選
べ
る
夕
食

絶景！ウィーンを一望・360度回転の展望レストラン 

17:30頃／約5時間

ⓢ237ユーロ  Ⓐ217ユーロ  Ⓑ202ユーロ

ホイリゲ ⓢ237ユーロ  Ⓐ217ユーロ  Ⓑ202ユーロ

会場近くのレストラン※1 ⓢ242ユーロ  Ⓐ222ユーロ  Ⓑ207ユーロ

シェーンブルン宮殿コンサート　送迎付 AT314
19:30頃／
約3時間15分

毎日
（12/24～1/1を除く）

Ⓥ192ユーロ  Ⓐ162ユーロ  Ⓑ152ユーロ

選
べ
る
夕
食

絶景！ウィーンを一望・360度回転の展望レストラン 
17:30頃／約5時間

Ⓥ237ユーロ  Ⓐ207ユーロ  Ⓑ197ユーロ

ホイリゲ Ⓥ237ユーロ  Ⓐ207ユーロ  Ⓑ197ユーロ

会場近くのレストラン※1 17:45頃／約5時間 Ⓥ226ユーロ  Ⓐ199ユーロ  Ⓑ186ユーロ

クアサロン・コンサート　送迎付 AT316
19:15頃／
約3時間15分 Ⓥ186ユーロ  Ⓐ156ユーロ  Ⓑ146ユーロ

選
べ
る
夕
食

絶景！ウィーンを一望・360度回転の展望レストラン 

17:30頃／約5時間

Ⓥ231ユーロ  Ⓐ201ユーロ  Ⓑ191ユーロ

ホイリゲ Ⓥ231ユーロ  Ⓐ201ユーロ  Ⓑ191ユーロ

会場近くのレストラン※1 Ⓥ220ユーロ  Ⓐ190ユーロ  Ⓑ180ユーロ

バロックオーケストラ・コンサート　送迎付 AT318
19:30頃／
約3時間15分

［4/1～6/30、8/23～9/30］
水・木・金・土・日
［7/1～8/20、12/25～31］
毎日
［10/1～12/24］
水・金・土・日

Ⓥ156ユーロ  Ⓐ141ユーロ  Ⓑ131ユーロ

選
べ
る
夕
食

絶景！ウィーンを一望・360度回転の展望レストラン Ⓥ201ユーロ  Ⓐ186ユーロ  Ⓑ176ユーロ

ホイリゲ Ⓥ201ユーロ  Ⓐ186ユーロ  Ⓑ176ユーロ

会場近くのレストラン※1 ※2 17:30頃／約5時間 Ⓥ196ユーロ  Ⓐ181ユーロ  Ⓑ169ユーロ

※1 会場～レストラン間は各自での移動となります。※係員は含まれていません。※1名様料金はお問い合わせください。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※5歳以下は参加不可となり
ます。※送迎はお客様１組につき１台の専用車送迎となりますが数台に分かれての送迎となる場合があります。利用車種の指定はできません。※カジュアルな服装は避けることをおすすめします。※座
席カテゴリーのエリアは決められていますが事前に席の指定はできません。※コンサートの主催者、劇場側の都合により、会場・時間の変更、公演・開催の中止・変更などが生じる場合があります。※チケット
の手配可否がご案内できる時期は公演・時期によって異なります。回答に日数がかかる場合がありますので予めご了承ください。※特別公演や劇場側の理由により料金が変更される場合があります。 
※2019年1月以降、料金・条件が変更されます。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）9日前から手配料金の100％を申し受けます。（※2のみ37日前から40％、21日前から75％、5日前か
ら100％）

プライベート送迎付ツアー　共通事項 ■運行会社：MIKI TRAVEL

料　金 大人［VIP席］118ユーロ［A席］108ユーロ［B席］98ユーロ
 子供（6～15歳）55ユーロ　　5歳以下参加不可
 ※コンサートの席カテゴリーごとの料金です。
催行日 月・水・金　（ 4/2、5/21、8/15、10/26、12/24・26・31、1/1～2/28、

コンサート、レストランが貸切・満席の場合を除く）
出　発 17:30　シュテファン広場ホテルDo＆Coの正面入口前
所要時間 約4時間15分
解　散 コンサート会場

ウィーン発
音楽の都ウォーキング＆コンサート＆名物料理！ すべて楽しむウィーンの夜

［運行会社］MIKI TRAVELウォーキング

日本語ガイド 2名催行

スケジュール（目安）

17:30 徒歩にて出発
 シュテファン寺院、モーツァルトハウ

ス、ドイツ騎士団の家、ロブコヴィッ
ツ宮殿、オペラ座、王宮ミヒァエル広
場、英雄広場、市庁舎

18:40 夕食（3コース）
19:45 各自、コンサート会場へ移動
20:00 コンサート会場着
20:15 コンサート開始（途中1回休憩）
21:45 コンサート終了後、各自解散

音楽の都を満喫。徒歩観光＆クラシックコンサート鑑賞
ウィーン在住のスタッフとガイドが考え抜いた観光ルート！音楽家に
まつわる話を交えながら世界遺産ウィーン旧市街をご案内。さら
に、おすすめの実力派コンサートを鑑賞。席カテゴリーをお選びい
ただけます。

選べるオーストリア名物料理
伝統あるウィーン市庁舎の中にあるレストランにて夕食。名物料理
「シュニッツェル（カツレツ）＆アプフェルシュトゥルーデル（リン
ゴのお菓子）」か「グラシュ（牛肉の煮込料理）、ラーム・シュマー
レン（刻んだパンケーキのお菓子）」のセットどちらかをお選びい
ただけます。

AT396

※お申し込み時にご希望の「コンサート席カテゴリー」と「夕
食セットメニュー」をお知らせください。※日本語ガイドは、
レストランにて、ドリンク注文等をお手伝いした後、失礼さ
せていただきます。以降の行程はお客様各自となり、コン
サート会場にガイドは同行いたしません。※クラシックコン
サート、レストランのドレスコードはございません。※徒歩
観光がございますので、歩きやすい靴にてご参加くださ
い。※お子様ご参加の場合、お子様の証明となるもの（有
効なパスポートなど）を当日、お持ちください。

シェーンブルン宮殿コンサート モーツァルト・コンサート 展望レストラン　ⒸDonauturm ホイリゲ　ⒸZum Martin Sepp

ⒸWiener Rathauskeller

ⒸWiener Residenzorchester
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

ザルツブルク発
世界遺産ハルシュタットと絶叫展望台ファイブフィンガーズ1日観光～ケーブルカー＆ハルシュタットクルーズ付

［運行会社］MIKI TRAVELバス

2名催行

AT365

料　金 185ユーロ　
催行日 火・木・土　(4/1～5/17、10/16～3/31を除く)
出　発 9:30　ミラベル広場 Ropac Galerie前
所要時間 約8時間
解　散 ミラベル広場

送迎サービス世界遺産「ハルシュタット」へ
ザルツブルク⇔ハルシュタット往復送迎、ハ
ルシュッタ→ザルツブルク片道送迎、いずれ
もお1人様98ユーロで承ります。

スケジュール（目安）

09:30 ザルツブルク発
11:00 ハルシュタット着後、自由散策
11:45 昼食（席予約のみ）
13:00 ハルシュタット湖クルーズ（約30分）
13:30 専用車にてケーブルカー乗り場へ
13:45 ケーブルカーにてクリッペンシュタイ

ン山へ
 山頂着後、徒歩にてファイブフィン 

ガーズ展望台へ（片道約25分）
16:00 下山後、ザルツブルクへ
17:30 着後、終了

アクセス困難なハルシュタットには専用車で楽々
個人では行きにくいハルシュタットへ車で楽々アクセス。ハルシュタッ
トでは湖畔のレストランにてご昼食をお楽しみただき、さらにはハ
ルシュタット湖クルーズへもご乗船いただきます。

絶叫展望台ファイブフィンガーズ！
絶叫展望台ファイブフィンガーズからザルツカンマーグート一帯をご覧い
ただきます。運が良ければ雲海がご覧いただけるかもしれません。勇気
が試されるかもしれませんが、決して無理はしないで！というポイントかも。

※係員は含まれていません。※山頂は涼しい場合がございますので、防寒具ならびに雨具を
お持ちください。※当日は歩き慣れた靴にてご参加ください。※ファイブフィンガーズ展望台
周辺には柵がございません。崖には絶対近づかないようお願いいたします。※山頂駅～ファイ
ブフィンガーズ展望台間にトイレはありません。※昼食レストランは席予約のみ行っておりま
す。※天候などにより、ハルシュタット湖クルーズの運行期間が変更となった場合、ツアー運
行期間も変更になる場合があります。※日本国以外からのお客様も同乗する場合があります。

料　金 大人 1名 385ユーロ、2名 230ユーロ、3名 195ユーロ、
　　 4名 160ユーロ、5名 145ユーロ、6名 130ユーロ
子供（4～14歳）90ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日　（4/1～5/27、10/15～3/31を除く）
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ザルツブルク発
シャーフベルク＆ハルシュタット1日観光　～2つの絶景！ シャーフベルク鉄道＆ハルシュタット湖遊覧船

［運行会社］MIKI TRAVELプライベート

1名催行

シャーフベルク山頂宿泊、半日プランも
断崖絶壁の上に立つ絶景ホテル1泊2日：
お1人様2名1室260ユーロ、1名1室390ユーロ。
半日・送迎のみプラン 水・金・日 ザルツブ
ルク⇔シャーフベルク：140ユーロ

スケジュール（目安）

08:00 専用車にて出発
09:00 ザンクト・ヴォルフガング着
09:20 シャーフベルク登山鉄道に乗って山頂へ
09:55 山頂からの絶景をご堪能ください
11:05 シャーフベルク登山鉄道に乗って麓の駅へ
11:40 シャーフベルク鉄道駅着後、専用車

にてハルシュタットへ
12:30 着後、自由散策（昼食時間含む）
15:00 各自、遊覧船をお楽しみください
15:30 専用車にてザルツブルクへ
17:00 ホテル着後、解散

専用車をチャーターして絶景巡り！
通常の定期観光バスではなかなか訪れることのできないシャーフベルク
（ザンクト・ヴォルフガング）とハルシュタットを訪れます。サウンドオブ
ミュージックでも登場した、あのシャーフベルク鉄道で山頂まで登ります。

ハルシュタットで遊覧船　約3時間滞在
景観の美しさからユネスコ世界遺産にも登録されているハルシュタット
は、昼食のお時間と湖の遊覧船乗車も含めて約3時間お取りしています。

AT380

※係員は含まれていません。※山頂は涼しくなりますので、防寒具・雨具をお持ちくださ
い。※当日は歩き慣れた靴にてご参加ください。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知
らせください。ホテルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※列車・遊
覧船の催行期間、スケジュールは変更となる場合があります。※変更取消料として、参
加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは50%、5日前からは100%を申し受けます。

料　金 大人 1名 380ユーロ、2名 215ユーロ、3名 175ユーロ、
　　 4名 140ユーロ、5名 125ユーロ、6名 110ユーロ
子供（4～15歳）70ユーロ

※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 毎日　（12/10～3/31を除く）
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ザルツブルク発
ハルシュタット1日観光　～ハルシュタット岩塩坑＆絶景レストランで楽しむ

［運行会社］MIKI TRAVEL（一部現地観光ツアー運行会社Salzwelten Hallstattを含む）プライベート

1名催行

送迎のみプランもあります
送迎のみザルツブルク⇔ハルシュタット往
復、ハルシュタット→ザルツブルク片道：い
ずもれお1人様98ユーロ。

スケジュール（目安）

08:00 専用車にて出発
09:30 ハルシュタット着後、各自、岩塩坑ケー

ブルカーへ乗車（約15分毎に運行）
10:30 岩塩坑ツアー（英語）に参加
 荷物を預け、作業服に着替えます
11:40 岩塩坑ツアー終了
12:15 ハルシュタット湖を一望するレストラ

ンにて昼食（座席予約のみ）
 昼食後、各自、ケーブルカーにて下

山し、自由散策
15:30 専用車にてザルツブルクへ
17:00 ホテル着後、解散

歴史ある岩塩坑を英語ガイドツアーで知る
『白い黄金』と呼ばれるほど価値があった岩塩。ハルシュタット岩
塩坑の歴史は数千年前にまで遡ります。世界最古の岩塩坑を英語
ガイドツアーにてお楽しみください。作業員が坑道を降りる際に使
っていたという64mの滑り台は、周囲も薄暗く、スリル満点！街では
さらに約1時間30分、自由にお過ごしいただけます。

AT391

※係員は含まれておりません。※岩塩坑ツアーは、階段、岩塩坑までの徒歩（片道約
25分）、木製の滑り台が2回（うち1つは64メートルの長さ）含まれ、途中滑りやすい
所も歩きます。当日はスニーカーなど足元のしっかりした靴にてご参加ください。係
員の説明をよく聞いて、お怪我のないようご注意ください。岩塩坑ツアー中の事故等
のトラブルについては、弊社は一切の責任を持ちません。足の不自由の方やお年寄り
の方には、おすすめ出来かねます。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせくださ
い。ホテルによっては送迎サービスを承れない場合があります。※お子様ご参加の場
合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。

©Österreich Werbung Fotograf Wiesenhofer

©Salzkammergutbahn GmbH

©Salzwelten Foto_Bergauer

©Salzwelten
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

世界遺産ダッハシュタイン山塊と
絶叫スカイウォーク 半日観光

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※日本国以外からのお客様も同乗する場合があります。※履き慣れ
た靴でご参加ください。山頂は夏でも雪が残っている可能性があります。防寒具をお持ちくださ
い。※スカイウォークは高所恐怖症の方にはお奨めしかねます。

AT382

2名催行

料　金 大人 195ユーロ　子供（15～18歳）185ユーロ
 ※14歳以下はお問い合わせください。　
催行日 6/1～9/30の毎日
出　発 7:45　ミラベル広場　Ropac Galerie前
所要時間 約5時間30分
解　散 ミラベル広場

世界遺産のなかで絶叫体験！
世界遺産に登録されているダッハシュタイン山の
山頂からオーストリアアルプスの大自然を望めま
す。ザルツブルク⇔ラムザウ・アム・ダッハシュ
タインは専用車、山頂まではケーブルカー（約6
分）に乗ります。崖に掛けられた吊橋とそそり出
る展望台がハイライト。まさに絶叫！

バス

ⒸPlanai-Hochwurzen

ヴィラトラップホテルに泊まる
～サウンド・オブ・ミュージックの世界に浸る

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※日本語アシスタントは1日目ご出発からヴィラトラップホテルまでのご案内となります。※バスタブ付き
のお部屋は限られています。※ダブルベットとなる可能性があります。※料金に滞在税は含まれておりま
せん。※チェックイン15：00～19：00、チェックアウト11：00のお時間にあわせて送迎のご希望時間を
承ります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）17日前からは100%を申し受けます。

AT367

日本語アシスタント 2名催行

料　金 ［4/1～10/31、12/1～1/31、3/1～31］
 　2名1室  215ユーロ　1名1室  415ユーロ
 ［11/1～30、2/1～28］
 　2名1室  130ユーロ　1名1室  250ユーロ　
 ※スタンダードルームご利用時のお1人様料金です。その他のカテゴリーは条件・料金が異なります。
催行日 毎日
出　発 16:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 1泊2日
解　散 市内ご宿泊ホテル

ミュージカル「サウンド・オブ・ミュージック」の世界
1923年から1938年までフォン・トラップ家が暮
らしていたVilla Trappに宿泊し、ヴィラと公園を
通る小道の散歩などミュージカルの世界をお楽し
みください。

プライベート

往復送迎 世界最大の氷の洞窟
アイスリーゼンベルト

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※日本国以外からのお客様も同乗する場合があります。※履き慣れた靴
でご参加ください。山頂は夏でも雪が残っている可能性があります。フェンス等の無い道となりますの
で、くれぐれも足元にはご注意ください。※洞窟内は常に0度と大変涼しい為、厚手のジャケットをお
持ちいただくことをお奨めします。※氷の洞窟の入場料は含まれていません。各自チケットカウンター
にてご購入が必要です（2018年2月時点：大人24ユーロ、15～18歳18ユーロ、14歳以下14ユーロ）。

AT383

2名催行

料　金 99ユーロ　4歳以下参加不可
催行日 5/1～10/26の毎日
出　発 7:45　ミラベル広場　Ropac Galerie前
所要時間 約6時間
解　散 ミラベル広場

大自然の力を感じる！
一年中0℃に保たれた世界最大の氷の洞窟。各
自チケットを購入し、徒歩とケーブルカーにて氷
の宮殿へ。自然が作り出した神秘的な氷の世界
はまさに圧巻。岩肌に作られた洞窟に通じる登
山道はスリル満点。眼下には雄大は大自然をご
覧いただけます。

バス

ⒸEisriesenwelt GmbH.jpg　

トップ・オブ・ザルツブルクと
キッツシュタイン氷河

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※日本国以外からのお客様も同乗する場合があります。※履き慣れ
た靴でご参加ください。山頂は夏でも涼しい場合があります。防寒具をお持ちください。※昼食
レストランは席予約のみ行っております。

AT384

2名催行

料　金 250ユーロ　子供（6～15歳）230ユーロ
 ※18歳以下はお問い合わせください。　
催行日 6/1～9/30の毎日
出　発 8:00　ミラベル広場　Ropac Galerie前
所要時間 約8時間
解　散 ミラベル広場

最高峰からの眺望を楽しめる
車にてカルプンへ向かい、さらにケーブルカーを2
度の乗り換えるザルツブルク州最高峰キッツシュタ
インホルン山は”トップ・オブ・ザルツブルク”の名
で親しまれています。山頂からは氷河、天気が良
ければオーストリア最高峰グロースグロックナーもご
覧いただけます。山頂の天空レストランでのお食事（席予約済）をお楽しみください。

バス

ⒸGletscherbahnen Kaprun AG

ホーエン・トラウン国立公園ハイキングと 
岩風呂温泉を楽しむ休日

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※山麓は涼しくなることもございますので、薄手の羽織や防寒具・雨具をお持ちく
ださい。※当日は歩き慣れた靴にてご参加ください。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。
※お子様ご参加の場合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。※当日
はバスタオル・ビーチサンダル・水着をお持ちください。バスタオルやバスローブの貸出もございます（有料）。

AT392

1名催行

料　金 大人 1名 490ユーロ、2名 275ユーロ、3名 230ユーロ、
           4名 190ユーロ、5名 160ユーロ、6名 140ユーロ
 子供（6～15歳）95ユーロ
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 6/15～9/30の毎日
出　発 8:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

ガスタイナータール渓谷の「真珠」
渓谷南端にあるホーエン・トラウン国立公園のハ
イキング（約2時間）をお楽しみください。標高
差のあるところを歩くのではなく、大自然の中を
お散歩という趣です。最後は巨大な岩石を切り開
いて作られた岩風呂（約2時間）でリラックス！

プライベート

オーストリアで最も美しいアルプスの町
ツェル・アム・ゼーのハイキングと遊覧船

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※山頂は涼しくなりますので、防寒具・雨具をお持ちください。※当日は歩き慣れた靴にてご
参加ください。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※お子様ご参加の場合、お子様の証明となるもの（有
効なパスポートなど）を当日、お持ちください。※ロープウェイ・遊覧船の催行期間、スケジュールは変更となる場合があり
ます。※変更取消料として、参加日の（土日祝祭日、年末年始を除く）7日前からは50%、5日前からは100％を申し受けます。

AT393

1名催行

料　金 大人 1名 375ユーロ、2名 210ユーロ、3名 185ユーロ、
           4名 150ユーロ、5名 135ユーロ、6名 120ユーロ
 子供（6～15歳）75ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 5/10～10/15の毎日
出　発 7:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

山岳と湖水の雄大な眺めを満喫
ツェル・アム・ゼーでロープウェーに乗り、標高
約2000mの別世界へ。3000m級の山々を遠く
に眺めながらのパノラマハイキングをお楽しみい
ただけます（約3時間）。ツアーでは紺碧のツェ
ル湖遊覧船（約50分）も含まれます。

プライベート

ⒸGasteinertal Tourismus 2
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人気商品人気
昼食
（飲物付）

昼食
（飲物無）

夕食
（飲物無）

夕食
（飲物付） お申込みの際は巻末の「ご利用時の注意事項」を必ずご確認ください。

アルプスで一番美しい山岳湖アッヘン湖とオーストリアで一番かわいい村アルプバ
ッハ1日観光～世界最古のラック式鉄道「SLアッヘンゼー鉄道」と遊覧船にゆられて

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVELAT378

1名催行

料　金 大人 1名 525ユーロ、2名 280ユーロ、3名 235ユーロ、
           4名 185ユーロ、5名 160ユーロ、6名 140ユーロ
 子供（6～15歳）99ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 5/31～10/3の毎日　出　発　8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約9時間　　　　　  解　散　市内ご宿泊ホテル

プライベート

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※お子様ご参加の
場合、お子様の証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。変更取消料として、
参加日の（土日祝、年末年始を除く）7日前からは100％を申し受けます。

専用車をチャーターしてザルツブルクからチロル地方へ
世界で最も古いラック式鉄道の蒸気機関車 「アッ
ヘンゼー鉄道」。車掌が車両外側のステップを歩
いて検札に回ってきたり、途中駅で蒸気機関車
を先頭に結合させるところなど、鉄道好きには見
逃せません。「アルプスで最も美しい山岳湖」ア
ッヘン湖や「オーストリアで一番美しい村」と「ヨーロッパで一番美しい花の村」
に選ばれたアルプバッハへも専用車で参ります。

ⒸAchenseebahn AG

日本人唯一！オーストリア公認ハイキングガイド
沼さんと行くチロルハイキング

インスブルック発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※登山するために十分な体力、健康状態、レベルをお持ちでない方のご参加はお控えください。また、ハイキン
グ可能な装備（服装・靴など）にてご参加ください。当日、装備、健康状態等に問題があるとガイドが判断した
場合、安全確保のためご参加をお断りせざる得ない場合があります。その場合もツアー代金返金はございませ
ん。※食事は料金に含まれていません。※悪天候等の理由により行程の変更もしくはツアー不催行となる場合が
あります。※変更取消料として、参加日の（土日祝、年末年始を除く）15日前から100％を申し受けます。

AT363

日本人ガイド 2名催行

料　金 198ユーロ　
催行日 6/1～9/30の毎日　出　発　8:30　インスブルック中央駅
所要時間　約4時間　　　　　 解　散　インスブルック中央駅

日本人唯一のオーストリア公認ハイキングガイド
郊外にあるパッチャーコーフェル山に登り、山頂
駅（1952m）から山小屋のあるボシェーベン
（2030m）までを往復する片道約1時間のハイキ
ング。高低差の少ない、初心者向けのおすすめ
コース。インスブルック市街、その背後にはノル
トケッテ連峰がご覧いただけます。

ウォーキング

往復送迎 オーストリア最高峰
グロースグロックナーとハイリゲンブルートへ

ザルツブルク発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※日本国以外からのお客様も同乗する場合があります。※山頂は夏
でも涼しい場合があります。防寒具をお持ちください。※悪天候等の理由によりツアーが催行で
きない場合、行程が変更される可能性があります。※天候などにより、山岳道路の通行期間が変
更となった場合、ツアー運行期間も変更になる可能性があります。

AT368

2名催行

料　金 215ユーロ　
催行日 5/9～10/31の水・金・日
出　発 9:00　ミラベル広場　Ropac Galerie前
所要時間 約8時間
解　散 ミラベル広場

どちらも個人ではアクセスが難しい
個人ではアクセスが難しいオーストリア最高峰グ
ロースグロックナーにヨーロッパで最もダイナミッ
クな山岳道路として知られる「グロースグロック
ナー山岳道路」を通って向います。展望台から
ご覧いただけるパステルツェ氷河が圧巻。ツアー
ではさらに美しい谷間の村ハイリゲンブルートへ。

バス

料　金 大人 1名 535ユーロ、2名 275ユーロ、3名 220ユーロ、
           4名 170ユーロ、5名 145ユーロ、6名 125ユーロ
 子供（6～15歳）80ユーロ　
 ※1名あたりの料金です。料金は大人の申込人数により変動します。※大人の人数で1名料金を算出してください。
催行日 5/19・20・26・27、5/30～10/7の水・木・金・土・日
出　発 8:00　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約10時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

SL蒸気機関車に乗ってチロルの大自然へ
1902年開通のレトロなSL蒸気機関車から、
のどかなチロルの景観をお楽しみください。さ
らに、世界で最もモダンなロープウェイの1つ

※係員は含まれていません。※お申し込み時にご宿泊ホテルをお知らせください。※お子様ご参加の場合、年齢の
証明となるもの（有効なパスポートなど）を当日、お持ちください。※履き慣れた靴でご参加ください。山頂は夏で
も涼しいので、薄手の羽織をお持ちください。※当日、悪天候により、山頂へ登ることをご希望されない、あるいは
ペンケン・バーンが運休となった場合は、ラッテンベルク自由散策となります。※変更取消料として、参加日の（土日
祝、年末年始を除く）7日前からは100%を申し受けます。

SL蒸気機関車とツィラーターラー・アルプスの絶景 1日観光
ザルツブルク発 AT387

1名催行

プライベート ［運行会社］MIKI TRAVEL

ホテルと一緒にお申し込みください

楽 ハ々イヤー
ザルツブルクから他都市へ移動できる、
便利な送迎サービス

【出発時間】
7:00～17:00の間のお好きな時間
【催行日】
毎日（12/24・25・31、1/1を除く）

【運行会社】
MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。ドライバーと車のみの送迎サービスとなります。※お申込み時に出発時間、各ご宿泊ホ
テル、希望される解散場所をお知らせください。ホテルや希望される集合・解散場所のロケーションにより手配を承
れない場合があります。※天候、交通渋滞などにより、到着時間の遅れが生じる可能性があります。

ザルツブルク市内ご宿泊ホテルから各都市の市内ご宿泊ホテルまたは駅までお送り
します。

料金（1台） 区間 所要時間

 ザルツブルク⇒インスブルック （3名まで） 425ユーロ
（6名まで） 480ユーロ約2時間30分

 ザルツブルク⇒チェスキー・クルムロフ （3名まで） 495ユーロ
（6名まで） 570ユーロ約3時間30分

 ザルツブルク⇒ミュンヘン （3名まで） 370ユーロ
（6名まで） 425ユーロ約2時間45分

※片道料金です

インスブルック発着ツアーもございます

ペンケン・バーンに乗り、山頂から山々の大パノラマをご覧いただけます。

ガイドをチャーターするプライベートツアーもございます

インスブルック発着ツアーもございます

ⒸMayrhofner Bergbahnen Aktiengesellschaft

ⒸTourist Info Villnoss

往復送迎 ドロミテ・アルプスの絶景スポットへ

インスブルック発 ［運行会社］MIKI TRAVEL

※係員は含まれていません。※オーストリアを超えイタリアへ入りますので、当日、有効なパスポ
ートをご持参ください。※プライベートツアーのため、出発時間のご希望を伺えます。

AT364

1名催行

料　金 1名 300ユーロ、2名 150ユーロ、3名 125ユーロ、
 4名 100ユーロ、5名   85ユーロ、6名   75ユーロ　
催行日 5/1～10/31の毎日
出　発 8:30　市内ご宿泊ホテル
所要時間 約5時間
解　散 市内ご宿泊ホテル

一度は行くべき絶景スポット！
「ヨーロッパの美しい村30選」に選ばれたイタリ
アのドロミテ・アルプスにあるサンタマッダレー
ナではガイスラー山群のすばらしい眺望と、緑が
広がる一面の牧草地やその中に建つ教会の美し
い風景をお楽しみください（約1時間自由散策）。

プライベート
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