
●旅行契約の成立
旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、申込金を受理した時
に成立します。
●旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に
当たる日より前にお支払いいただきます。
●お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追
加代金として表示した金額」の合計額をいいます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）パンフレット等、当社ホームページの旅行日程に明示した次に掲げるも

のが含まれます。
① 運送機関の運賃・料金（パンフレット等に特に別途の記載がない限り、
航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。）

② 送迎バス料金、都市間の移動に係るバス料金、観光に伴うバス料金
③ 宿泊機関の宿泊料金及び税・サービス料金（パンフレット等に特に別
途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合を基準にします。）

④ 食事の料金（機内食は除く。）及び税・サービス料金
⑤ 添乗員等（企画旅行に同行して旅程管理業務を行う者等）が同行する
コースにおける添乗員等の旅行費用

⑥ 観光に伴うガイド料金、観光施設の入場料等
⑦ 航空会社等が定める個数・重量の無料手荷物許容量の範囲内の受託
手荷物運送料金

⑧ 団体行動時の必要な心付け
⑨ 旅行日程中の海外の空港税、同通行税、同空港利用料
⑩ その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨を表示したもの

（2）前（1）に記載したものは、お客様の都合により一部利用されなくても払
戻しの対象外となります。

●旅行代金に含まれないもの
上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）
（２）個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金
（３）渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）
（４）お１人部屋を使用される場合の「1室1名利用追加代金」
（５）日本国内の空港施設使用料、国際観光旅客税
（６）港湾利用料、政府関連諸税等
（７）燃油サーチャージ（旅行契約成立後に増額された場合は、増額分の差額

は徴収し、また、減額・廃止された場合は、減額分は、払戻しをいたします。）
●お部屋について

（１）部屋割りは、原則としてホテル又は船会社が予め定めております。ま
た、ホテルや船室では部屋により調度品や広さが異なる場合がありま
す。 当社ではバスタブ付き客室をご用意するよう努めておりますが、各
地域の特性や施設の事情によりシャワーのみとなる場合があります。

（2）可能な限り2人用の客室にはシングルベッドが2台の「ツインベッド
ルーム」をご用意いたしますが、ホテルによっては、「ダブルベッド
ルーム」に2台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利用いただく
場合もございます。また、ご夫婦でご参加の際は、「1ベッドタイプ」
で大型ベッド1台のみのご利用となる場合があります。（なお、「ツイ
ンベッドルーム」には2つのベッドマットが1つの枠の中に入っている
「ジャーマンツイン」の客室、2つのベッドのサイズや種類が若干異
なる客室も含まれます。）

●クルーズ旅行における寄港地上陸観光
船のスケジュール及び上陸観光地は乗客の安全を最優先と考え、天
候やその他現地事情により、船長の判断によって予告なしに変更され
ることがあり、その権限は船長が持っています。また、その変更によ
る払戻しはございません。
●航空機について
座席配列により、グループ・カップルの方でも隣り合わせにならない
場合があります。なお、窓側・通路側のご希望は、すべてのご希望
をかなえることは不可能ですので、ご容赦ください。
●時間帯の目安について
当社は、原則として時刻を記載した日程表を交付しておりますが、地
域により時刻を記載できない一部の日程表については、下記の時間
帯で表記します。

●日程表中のマークについて
■観光について：●＝入場観光 ◯＝下車観光 i＝ユネスコ世界遺産
■お食事：a＝朝食 h＝昼食 y＝夕食 k＝機内食 s＝食事なしl＝軽
食（通常よりもお体にやさしい軽めの食事です）
■乗り物：H＝航空機 B＝バス D＝列車 K＝自動車 F＝船 R＝ロー
プウェイ
●本パンフレットの掲載写真と地図について
パンフレットには、よりお客様に訪問地のイメージを掴んでいただけ
るよう、ツアーに即した写真を掲載するように努めておりますが、必
ずしも同じ角度や高度でご覧いただけるという保証ではございませ
ん。また、掲載しております地図は、およその位置関係と宿泊地、
訪問地を示し、イメージを掴んでいただくためのものです。
●旅行契約の解除・払戻しについて
旅行契約が成立した後に以下の区分により定められた取消料をお支払
いいただくことにより、お客様は旅行契約を解除することができます。 

旅行企画・実施
営業時間／月曜日～金曜日 午前9：30～午後5：30（土・日・祝は休業）

https://www.wastours.jp
旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員一般社団法人日本旅行業協会正会員

ワールド航空 検 索WEBも
 どうぞ

ご旅行のご案内とご注意・条件（抜粋）
●この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。お申込に際しては別途交付する旅行条件書（全文）をご確認の上、お申込みください。

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00　 　08:00 　 　12:00 　　 16:00　 　 18:00　　  22:00

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者におたずねください。 （株）ワールド航空サービス観光庁長官登録旅行業201号 

□ 東 京 支 店　TEL ： 03-3501-4111
　　　　　　　　　　　 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル 4階 〒100-0006 総合旅行業務取扱管理者 松﨑 浩
□ 大 阪 支 店　TEL ： 06-6343-011 1
　　　　　　　　　　　 大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階 〒530-0001 総合旅行業務取扱管理者 渡邉 浩一
□ 名古屋支店　TEL ： 052-252-2110
　　　　　　　　　　　 名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄8階 〒460-0008 総合旅行業務取扱管理者　深澤 義博

□ 九 州 支 店　TEL ： 092-473-0111
　　　　　　　　　　　 福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル2階 〒812-0013 総合旅行業務取扱管理者　木村 咲子
□ 札幌営業所　TEL ： 011-232-9111
　　　　　　　　　　　 札幌市中央区北1条西2-1 時計台ビル 5階 〒060-0001 総合旅行業務取扱管理者　真島 智
□ 藤沢営業所　TEL ： 0466-27-0111
　　　　　　　　　　　 神奈川県藤沢市藤沢484-1 藤沢アンバービル 3階 〒251-0052 総合旅行業務取扱管理者　近 博之

●旅行条件・旅行代金の基準
ご旅行条件につきましては、このパンフレットに記載しました契約内
容・条件の他、旅行条件書（全文）、確定書面（最終旅行日程表）及
び当社の旅行業約款によります。ご旅行条件は、2023年2月20日
現在の運賃・料金を基準としております。

（注1）旅行契約解除の申出は、当社の営業日の営業時間内にお願いします。
当社の営業日の営業時間、連絡先（電話番号等）及び連絡方法は、お
客様自身でもお申込時に必ずご確認願います。

（注2）「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日
まで及び7月20日から8月31日までをいいます。

（注3）＜表1＞の「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレット等
に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の
合計額をいいます。

旅行契約の解除期日 取 消 料
旅行開始日がピーク時の旅行である場
合であって、旅行開始日の前日から起算
してさかのぼって40日目に当たる日以降
31日目に当たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って30日目に当たる日以降21日目に当
たる日までに解除するとき
旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って20日目に当たる日以降３日目に当た
る日までに解除するとき
旅行開始日の前々日に当たる日から当日
（旅行開始前）までに解除するとき
旅行開始後に解除するとき又は無連絡不
参加のとき

¥30,000
お支払い対象旅行代金が
30万円未満のときは10％

¥50,000
お支払い対象旅行代金が
25万円未満のときは20％

お支払い対象旅行代金の20％

お支払い対象旅行代金の50％

お支払い対象旅行代金の100％

＜表1＞　日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約
　　　　 並びに海外を出発地及び到着地とする募集型企画旅行契約

旅行契約の区分 適用する取消料
日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募
集型企画旅行契約並びに海外を出発地及び到
着地とする募集型企画旅行契約（貸切り航空
機を利用するコースを除きます。）
日本出国時又は帰国時に貸切り航空機を利用
する募集型企画旅行契約
旅程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行
でパンフレット等に別途明示があるもの
日本発着時共に船舶を利用する募集型企画旅
行契約

＜表1＞

当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該パンフレット等に別途
明示する取消料によります。
当該船舶に係る取消料の規
定によります。

海外旅行「安心」への取り組み 万が一のコロナウィルス罹患に備えて

ワールド航空サービスは、旅の安心を最優先します。

全参加者が3回のワクチン接種済
ご出発の15日前までに3回目の新型コロナワクチン接種を
完了された方だけがツアーにご参加いただけます。
※PCR検査の必要はありません。事前にお住まいの自治体が発行す
る英文の「ワクチン接種証明書」をご用意ください（電子版、書面
版のどちらでも問題ありません）。

連泊中心のゆとりある日程です
これまでも弊社のツアーはゆとりのある日程を心がけてきました
が、現地での突発的な問題発生や、万が一の事態にも対応できる
ように連泊主体のさらにゆとりある日程を設定しております。

ツアー参加中
感染防止に
ご協力ください

ツアーご参加中は毎日の検温、手指衛生にご協力をお願いいたします。

必ず「海外旅行保険」へご加入ください。
現地で新型コロナウィルスに罹患し、延泊などが必要になっ
た場合、当社取扱いの海外旅行保険でご本人の宿泊費用や日
本帰国のための航空券代が補償されます。また国によっては
加入が義務づけられているところもあります。

【旅行業界初】「キャンセル保険」の
加入をおすすめします。
新型コロナウィルス罹患を含めた、出発直前のやむを得ない
事情によりツアーをキャンセルされた場合、発生したキャン
セル料金の70%まで補償されます。
※ただし細則がございます。また、当面の間 WEB 受付限定となり
ます。ご不明の場合はお問い合わせください。

バス座席は1名様あたり、2席以上をご用意
バスの乗車率を50%以下に。1名様につき2席以上の席をご利
用いただく等、十分な間隔を空けてご旅行いただけます（一部
地域を除きます）。

イヤホンガイド利用でソーシャルディスタンスを確保
観光の際にはイヤホンガイドシステムを利用し、お客様、
添乗員、ガイド間の密状態を避けます。

World Summer Village
2023ワールドサマービレッジ

お陰様で 1 0 年 目を迎えました！

ヨーロッパ避暑計画
ツアーグランプリ2012
海外パッケージ旅行部門グランプリ
& 国土交通大臣賞　ダブル受賞

アルプスの古都 インスブルック
長期滞在の旅

ヨーロッパに「マイ・プレイス（My Ｐlace）」ができる

行きつけのカフェやお店ができる

時にはどこにも出かけずにインスブルックの散策を楽しもう

自分自身で公共交通機関を使って小旅行に出かけようか

自然豊かなチロル地方のウォーキングも心地良い

こんな時間が過ごせるのは「長期滞在の旅」ならでは！

24日間…￥648,000～￥1,088,000

17日間…￥548,000～￥988,000

最長 31日間…￥748,000～￥1,188,000

10日間…￥448,000～￥888,000最短

3年ぶり 待望の再開です

エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用 エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用

エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用 エコノミークラス利用 ビジネスクラス利用



1 2

ノルトケッテ展望台からの美しい眺め

10年目を迎える人気企画、テーマは「自由気ままに贅沢な時間を過ごす」
成熟した過ごし方を目指して

細部にまでこだわった「インスブルック長期滞在の旅」を
ぜひご体験ください。

過去9年間の賜物、充実の「インスブルックパスポート」
より自由に、自在に、滞在を楽しむために

ご好評の「インスブルックパスポート」。インスブルック市内や近郊をもっとご自身のペースで気
軽に楽しんでほしい、という思いから作り、導入から7年目を迎えました。初めて滞在される方
はもちろんのこと、再訪の方にも新しい発見を見つけるべく、そして、楽しみを増やすのにお役
立てください。

インスブルック市内の公共交通機関に有効な切符（1回券から1日券、そして1週間券など）を
ご紹介し、切符を買う際に指差しで買えるよう、ドイツ語表記もあわせて記載します。

公共交通機関の様々な切符の種類を日本語／ドイツ語併記に
インスブルックパスポート

（イメージ）

言葉の不安もこれで解消！
お勧めレストランの「日本語対訳メニュー」（定番メニューの一部を抜粋した簡易版）を
「インスブルックパスポート」内に記載しています

「長期滞在の旅だからこそ、その日の体調やお疲れ具合に合わせて、お好きなものを召し上がっていただきた
い」。そのような思いから、滞在中はあえて自由食を多くしておりますが、皆様の不安材料が「言葉」。そこで、
ご用意するのが、お店のメニューからおすすめメニューの一部を抜粋した簡易版「日本語対訳メニュー」で
す。レストランに行ってからの注文が、よりスムーズになることでしょう。 日本語対訳メニューの一例日本語対訳メニューの一例

World Summer Village
2023ワールドサマービレッジ アルプスの古都インスブルック長期滞在の旅

完成したパスポートは、ご出発前の
最終資料としてお渡しいたします。

お楽しみに！

①酷暑の日本を抜け出して、避暑を楽しめる過ごしやすい気候
②レストランや観光名所がまとまった、ほど良い大きさの町
③市内及び周辺の公共交通機関が整っている
④他の町へ小旅行する際に利用する中央駅が旧市街から徒歩圏内
⑤万が一の際に安心して利用できる医療施設が存在
⑥長期滞在のコンセプトを理解し、協力してくれるホテルがある
⑦私たちをサポートしてくれる現地パートナーがいる
⑧360度を自然に囲まれた、治安の良い町
など、あらゆる条件が揃うインスブルックはまさに“暮らすように旅す
る”長期滞在の旅にぴったりの町であり、過去9年間で2,200名様以上
のお客様にインスブルックへと、足をお運びいただけました。改めてイ
ンスブルック自体の良さを皆様に味わっていただきたい、ご自分の足
でご自分のペースで有意義な時間をお過ごしいただきたい、時には何
もしない日を作ってのんびりとした贅沢な時間をお過ごしいただきた
い、そして、私たちは皆さまの長期滞在を全面的にバックアップさせて
いただきたいとの思いより、現地調査の上、3年ぶりにツアーを再開い
たします。ぜひ、皆様それぞれの「長期滞在の旅」をインスブルックにて
お作りください。

早いもので、10年目を迎えた
「インスブルック長期滞在の旅」。

　こんにちは皆様、アルプスの中心に位置するインスブルック市
観光局のアンドレアス・ライターです。ワールド航空サービスが
築いてこられた9年間におよぶインスブルックとの絆は本当に素
晴らしく、今からお客様たちが楽しそうに町を歩いていらっしゃる
様子を想像するだけで、私自身もワクワクしています。
　既にインスブルックは日本人の皆様に門戸を開いており、お越
しいただけましたなら、インスブルックにて素敵なお時間をお過
ごしいただけることを必ずお約束します。初めての方にはインス
ブルックを含むチロルの魅力を存分に味わっていただきたい。ま
た、再訪の方には「チロルに来てやはり良かった」と思っていただ
けましたなら、これに勝る喜びはございません。
　インスブルックはコロナ前の状況に戻っております。町をあげ
て皆様のお越しをお待ちしておりますので、どうぞ、インスブルッ
クへ足をお運びください。

インスブルックは今年も
町をあげて、
皆様のお越しを
お待ちしております。

インスブルック市観光局　マーケット・マネージメント
アンドレアス・ライター氏

山も、湖も、町歩きも

夏のチロルをより自在に味わう おすすめの行き先
インスブルック市内や近郊でゆっくり過ごすのも贅沢なひと時ですが、インスブルックのあるチ
ロル州は、いくつもの谷間が生み出す雄大な山並みや湖、そして古くから栄えた町 と々見どこ
ろの多い地域です。添乗員または現地スタッフがご案内するエクスカーションプログラムもご
用意しています。

長期滞在経験者が
疑問を解決！
お客様から
よくいただくご質問

東京支店 春名 釈 2日目恒例のオリエンテーション

・毎日が自由行動で、時間を持て余さないか心配です。
→現地では毎日添乗員が案内する “エクスカーション” と呼んでいるプランをご用意しております。
また、添乗員プラン以外にも簡単にお客様だけで遊びにいけるような簡単なルートのお出掛け
プランをインスブルック・パスポートに多数ご用意しております。

・土地勘もない、見知らぬ町に滞在することが不安です。
切符の買い方や、バスの乗り方などわかりません。
→現地では2日目にオリエンテーションを行います。オリエンテーションでは、実際に町を歩いて、
駅やスーパー、旧市街の場所などを確認します。その際に切符の買い方などもご案内します。

・外国語に自信がありません。食事の際はどうすればよいですか？
また、食事に飽きてしまわないでしょうか。
→毎食、ご希望の方には添乗員がおすすめレストランへとご案内します。また、ご自身で召し上
がられる場合でも、インスブルックパスポート内には日本語メニュー（簡易版）を掲載していま
すので、指差しで注文が可能です。また、インスブルックには日本食レストランもありますし、
ドイツ・オーストリア料理以外のレストランも充実しています。スーパーや市場で果物やパンな
ど買われて簡単に済ます日があってもよいでしょう。

・現地ではどれくらい費用がかかるのでしょうか。物価は高いのですか？
→オーストリア、特にインスブルックは同じアルプスの町でも隣国スイスと比べると物価は安めで
す。必要経費の目安は、エクスカーションに参加した場合は食費を含め一日平均 50 ユーロ～
100ユーロ程です。

鉄道でインスブルックからイェンバッハへ。そしてヨーロッパ最古の歯軌条式鉄道（SL
列車）に乗ってのんびり進むと、エメラルドグリーンのアッヘン湖に到着です。レトロな
SL列車での移動と、湖では遊覧船に乗り遊覧も楽しめます。

イェンバッハからアッヘン湖へ

2015年世界中のスキーリゾートの中から「ベスト・スキーリゾート」に選ばれたキッツ
ビュールは、夏の間スキーリフトを使ってパノラマを楽しんだりハイキングを楽しん
だりと、夏の自然美を味わう町としてチロルの中でも人気を誇っています。展望台か
らの景色とともに町の散策もお楽しみください。

チロル随一のスキーリゾート「キッツビュール」

インスブルックからミッテンヴァルトへ向かう区間は、谷間を進み車窓からの景色も
楽しめることで知られています。ヴァイオリンづくりとゲーテも称賛した可愛らしい町
並みで知られる町ですが、周囲はぐるりと荒々しい山々に囲まれ、天気が良ければ
ロープウェイで頂上へのぼることもできます。

国境を越え、南ドイツの小さな町ミッテンヴァルトへ

ゲーテやモーツァルトもイタリアへ行く際に越えたブレンナー峠。列車で越えて
さらに進むと、かつてチロルの領地だったブレッサノーネに到着です。クリーム色
（黄色）が使われた大聖堂やオーストリア風の町並みに、ハプスブルク時代の名残り
が感じられます。

ブレンナー峠を越え、北イタリアのブレッサノーネへ

インスブルックは古くから交通の要所だったため、どこへ行くにも便利です

ゼーフェルト

ミッテンヴァルト

イェンバッハ

キッツビュール
アッヘン湖

ブレッサノーネ

オーストリア

イタリア

ドイツ

インスブルック

キッツビュールアッヘン湖

ブレッサノーネミッテンヴァルト



3 4

インスブルック・カードで楽しめる訪問地

市内編

チロルと言えばハイキング、
無料ハイキングプランもございます

チロルの山々は、初級～上級までハイキングルートが整備されてい
ます。観光局の推奨するハイキングルートはその数なんと６０以上！　
これまで弊社もいくつかのコースをプランとしてご紹介しましたが、ご
希望の方はインスブルック市観光局が主催する無料ハイキングプ
ラン（※）にご参加いただき、様々なコースを歩くことができます。
※歩くコースは当日参加者の体力レベルにより決定されます。また、専門のハ
イキングガイドが同行しますが、英語ガイドとなります。添乗員の同行はござい
ません。

インスブルック・カードで旅を楽しもう まだ行ったことのない展望台や美術館へ
「インスブルック・カード」は24時間、48時間、72時間の3種類があります。それぞれ使用開始から24、48、72時間有効で、インスブルック、イー
グルス、ハルの3つの町の公共交通機関、博物館を無料または割引料金でご利用できる便利なカードです。インスブルック滞在中にご活用ください。
（料金：24時間…€53.00、48時間…€63.00、72時間…€73.00）
利用開始日はお選びいただくことができます。ご参加の皆様にはお一人様1枚ずつ、72時間有効なカードをお渡しします。ご活用ください。

中央駅からポストバスで約40分、
小さな町を通ってロープウェイ乗り
場に到着。8人乗りのゴンドラで
約1,360mの頂上へ。緑豊かな
雄大なパノラマが広がります。

オーバーペアフス・
ランガーコプフェル・バーン
Oberperfuss Ranggerköpfel Bahn

車窓からインスブルック市街を見
下ろすことができる人気のトラム路
線STBに乗り、ムッタース郊外の
ロープウェイ乗り場へ。頂上には、
湖をぐるりと歩くハイキングコース
も整備されています。

ムッタラーアルム・
ベルクバーン
Muttereralm Bergbahn 岩塩の採掘場として、また、貨幣

製造の町として発展したハル。そ
の中心に聳えるハーゼック城はコイ
ン鋳造所として利用され、「ドル」
の語源ともなった「ターラー銀貨」
を生み出しました。

ハル ＆ ハーゼック城
Hall & Hasegg Schloss

インスブルックから東に約15kmの
ヴァッテンスを本拠とする、クリスタ
ルガラスで有名なスワロフスキー。
工場に隣接した博物館には、30万
カラットという世界一大きなクリスタ
ルをご覧いただけ、ショッピングも
お楽しみいただけます。

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

町中からも見える、スキージャンプ
競技の会場がベルクイーゼルの
ジャンプ台。展望台としても開放さ
れており、カフェレストランでは絶景
を見ながらくつろげます。

ベルクイーゼルジャンプ台
Bergisel Schanze

インスブルックの象徴「黄金の小屋
根」からすぐ、18世紀中葉にマリア・
テレジアによってウィーン風の華麗
なロココ様式に改築されました。皇
帝、皇妃など、ハプスブルク家の
肖像画が並ぶ大広間は圧巻です。

王宮
Hofburg

ハプスブルク家とその婚姻関係に
ある人物28体の黒いブロンズ像
が印象的な教会。内部にはチロル
農民戦争の生活史が分かるチロル
民族博物館もありますので、一緒
に見学されると良いでしょう。

宮廷教会
Hofkirche

インスブルックの北側に聳える町か
ら至近の展望台。ケーブルカーや
ロープウェイを乗り継いで展望台に
到達すると、眼下にはインスブルッ
クの町や空港、南側に聳えるパッ
チャーコーフェル連峰を望めます。

ノルトケッテ展望台
Nordkette

＜インスブルック・カードで無料または割引となる公共交通機関と施設＞
■インスブルックの公共交通機関：期間中乗り放題（ただし、POSTBUSは除く）
■インスブルック交通局のバスを利用してのハルへの移動とハルのハーゼック城の入場：無料
■インスブルック、サイトシーアバス（定期観光バス）：無料
■下記のケーブルカー、ロープウェイ、チェアリフト：無料（いずれも1往復ずつ利用可能）
　・ ノルトケッテンバーン　・ パッチャーコーフェルバーン　・ アクサマーリーツムバーン
　・ ムッタラーアルム・ベルクバーン　・ オーバーペアフス・ランガーコプフェル・バーン
　・ グルンゲッツァーバーン　・キュータイ・ドライゼーバーン 
■ベルクイーゼルジャンプ台：1回無料
■全博物館、王宮、宮廷教会、アンブラス城、アルプス動物園、スワロフスキー・クリスタルワールドの入場：１回無料
■スワロフスキー・クリスタルワールドのシャトルバス：1往復乗車無料
■カジノでの料金割引
■トラッツベルク城：入場料10％割引
※割引内容や料金は2023年2月現在のものです。変更となる可能性がありますので、お含みおきください。

インスブルックカード
（イメージ）

無料になると思うと、ついつい、有効期間の間に、出来るだけ多くの場所を訪問しようとされがちですが、そうすると疲れす
ぎてしまい、その後の旅に影響が出かねません。例えば、王宮を見学（9.5ユーロ）し、ノルトケッテンバーン（往復42ユーロ）とパッ
チャーコーフェルバーン（往復26ユーロ）に乗るだけで、十分元は取れますので、是非、余裕を持ってお楽しみください！

一例　「パスポート」掲載のぶらり旅で好評のセルライン渓谷（イメージ）/添乗員撮影
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インスブルック全体地図

※2023年2月現在のものです。

フィッシュピアー
（シーフード）

アクロポリス
（ギリシャ料理）

ホテル
日本語メニューをご用意
しているレストラン
おすすめカフェ

レストラン

カフェ

トイレ

おすすめビューポイント

郊外編
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Hotel

インスブルック中心部では珍しい高層ホテルのため、町を囲む山々のパノラ
マをほとんどの客室から楽しむことのできる数少ないホテルです。中央駅か
らは徒歩約7分、旧市街までも徒歩約12分と、立地の面でも申し分なく、アメ
リカンタイプのホテルですので、客室も機能的に作られています。

インスブルックより多数のメッセージが届いています。
これまでご参加いただいたお客様にも、通常の旅と異なり喜んでいただけたのが、
「お気に入りの店」「行きつけの店」ができた、ということです。滞在中何度も足を運んだ店は、散策とはまた違う旅の思い出になるでしょう。

ACホテル
AC Hotel

客室（イメージ）客室（イメージ） レストランレストラン

町随一の目抜き通り「マリア テレジア通り」は、いつも活気があって、歩いているだけで楽しいです町随一の目抜き通り「マリア テレジア通り」は、いつも活気があって、歩いているだけで楽しいです

レストランレストラン

ホテルの外観ホテルの外観 ロビー（イメージ）ロビー（イメージ）

レストランや店が集まる旧市街の入り口に近く、カフェやレストランなどに
も簡単にアクセスできる好立地のホテル。イン川沿いや旧市街、王宮庭園
（ホフガルテン）の散策も気軽に楽しめます。旧市街を中心にお考えの方に
おすすめです。

グラウアー・ベアー
Hotel Grauer Bar

客室（イメージ）客室（イメージ）

グラウアー・ベアーの屋上ジャクジーグラウアー・ベアーの屋上ジャクジークマの絵が描かれたホテルの外観クマの絵が描かれたホテルの外観

いつも当店自慢のイタリアン
を食べに来ていただき、ありが
とうございます！ あの「インスブ
ルックパスポート」のおかげで、
お客様とスムーズにコミュニ
ケーションがとれるので、とて
も助かっています。毎年皆様に

教えていただいているおかげで、挨拶だけは日本語で
話せるようになりました！ 今年もぜひ来てくださいね！

レストラン「マンマ・ミーア」
皆様が宿泊されるそれぞれのホ
テルから大体同じくらいの距離
にあるのが、私たちのレストラ
ン。そのため、毎年多くのお客様
にいらしていただいています。天
気がいい日は、中庭でのお食事
がぜひお勧めですよ。皆様のお

かげで、スタッフの中には日本語を少し覚えたスタッフ
もいます。また来てくださるのを楽しみにしています。

レストラン「アウイス」

日本のお客様は、いつもと
てもフレンドリーです。私た
ちの伝統的なパンにとても
興味を寄せてくださり、お返
しに私たちもお勧めしたい
商品がいっぱいあるので、
英語やジェスチャーを駆使

してお伝えしています。今年の夏も、また皆さんと
お話しできるのを楽しみにしています。

老舗パン屋「クレル」

日本の皆さん、お久しぶりで
す、私のレストランは黄金の
小屋根からもすぐですので、
旧市街の散策時や夕食時に、
是非お立ち寄りください。美
味しいチロル料理で皆様の
お越しをお待ちしております！

レストラン「ヴァイセス・レッセル」

こんにちは、はちみつ専門
店のオーナーです。コロナ
前にはたくさんの日本のお
客様が立ち寄ってくださり
大変感謝しておりましたが、
再び今年は日本からお客様
がインスブルックにお越しく

ださるのですね。歓迎いたします、お待ちしており
ます！

はちみつ専門店

こんにちは、ノルトケッテ・バーンのクリスチャン・マイ
ヤーです。ノルトケッテ展望台へは、ケーブルカーや
ロープウェイにて簡単にアクセスできます。展望台か
らはインスブルックの町並みや反対側のパッチャー
コーフェルを見渡すことができますよ。

ノルトケッテ・バーン
皆さん、こんにちは、インスブルックでオリエンテー
ションなどを担当させていただく簗瀬と申します。イ
ンスブルックはすっかり日常を取り戻し、数年前と同
じように自由に楽しむことが可能です。皆様のお越し
をお待ちしております！

オリエンテーション担当・簗瀬さん

ご存知の通り、私たちのカ
フェはオリジナルケーキの
種類がとても豊富です。ど
れにしようか、とケーキ選び
に迷ってらっしゃるときでさ
え、日本人のお客様は周り
に気を配ったり、順番を譲っ

たりと、とても礼儀正しい印象を受けます。お勧め
のフルーツタルト、また食べに来てくださいね！

カフェ「ムンディング」

ホームタウンとして楽しむために、2つのホテルを選びました。

日程表の時刻はターキッシュエアラインズ、羽田空港発着を想定したものです。他航空会社利
用の場合、発着空港及び時刻は異なります。
（注）表記は、初日に機中泊を含む日程ですが、利用航空会社によっては、初日の機中泊を含
まない、それぞれ出発日が 1日遅くなる9、16、23、30日間でご案内する場合もございます。
さらに、利用航空会社によっては、ミュンヘン空港ではなくザルツブルク空港またはインスブルッ
ク空港を利用する場合もございます。

出発日と料金・旅行日程 旅行日程

スケジュール 宿泊地

3～8日目 3～22日目3～15日目 3～29日目

1日目 1日目 1日目1日目

2日目 2日目 2日目2日目

10日目 24日目17日目 31日目

9日目 23日目16日目 30日目

旅行条件とご注意
■最少催行人員：10名様
■食事：（10日間）朝食7回、昼食1回、夕食2回　 （17日間）朝食14回、昼食1回、夕食4回
　　　 （24日間）朝食21回、昼食1回、夕食6回　　（31日間）朝食28回、昼食1回、夕食8回
　※昼食は2日目、夕食は毎週水・日曜日にご用意しております。
■添乗員：羽田または成田空港ご出発から羽田または成田空港ご到着まで随行いたします。
　※ただし、17・24・31日間コースは便宜上10日間コースを連続参加する形となりますため、途中で添乗員が
交代いたしますが、往復とも弊社添乗員が同行いたします。
■パスポート必要残存有効期間：帰国時3か月以上有効なもの　■パスポート査証未使用欄：2ページ以上必要

10日間 24日間３1日間17日間

7月19日(水) , 26日(水)
8月2日(水) , 9日(水)発

利用予定航空会社：ターキッシュエアラインズ／エミレーツ航空／ルフトハンザ・グループ／
エールフランス・グループ／フィンエアー／日本航空

 

ツアーコード：EM051T

ツアーコード：EM049T

ツアーコード：EM050T

ツアーコード：EM048T

集合・日数・出発日 旅行代金

【羽田または成田空港集合】

ビジネスクラス利用

¥888,000
エコノミークラス利用

¥448,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥98,000にて承ります）

ビジネスクラス利用区間：（日本発着の国際線区間）
燃油サーチャージ別途目安：￥102,500：3月1日現在

【10日間】

7月19日(水) , 26日(水)
8月2日(水)発

ビジネスクラス利用

¥988,000
エコノミークラス利用

¥548,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥196,000にて承ります）

【17日間】

7月19日(水) , 26日(水)発
ビジネスクラス利用

¥1,088,000
エコノミークラス利用

¥648,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥294,000にて承ります）

【24日間】

7月19日(水) 発
ビジネスクラス利用

¥1,188,000
エコノミークラス利用

¥748,000
（お1人でご参加のお客様は、1名室利用追加代金￥392,000にて承ります）

【31日間】

特別キャンペーン 全国各地から片道￥5,000で成田・羽田へ
日本各地より、東京（羽田・成田）までの国内線を片道5,000円の追加代金でご利用いただけます。
航空会社の指定および便の指定はできません。その他、付帯条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。
※羽田～成田空港間のリムジンバス代金はお客様ご負担となります。

※17日間以上のコースは、10日間コースを連続参加する形となるため、途中で添乗員が交代する
可能性がございます。予めご了承ください。

各コースともにホテルはACまたはグラウアーベアとなります

羽田または成田21：55発H

■航空機にて中東またはヨーロッパ主要都市へ。
（機中泊）

中東またはヨーロッパ主要都市05：15着　07：25発H
ミュンヘン09：05着Bインスブルック12:00着
■航空機を乗り換えミュンヘンへ。
■着後、バスにてインスブルックへ。インスブルッ
ク到着後、昼食。
■午後、インスブルックの町を知るためのオリエン
テーションです。ホテル周辺のスーパーや商店、
郊外へ出かける拠点となる鉄道駅などをご案内
します。

（インスブルック泊）
インスブルック
■終日、自由行動。
　※インスブルックは鉄道やバスを利用して、周辺
の町や山、湖へと気軽に出かけることができま
す。
　※市内を気軽に歩くことのできる散歩コースも
ございます。オリジナルマップをご用意しており
ますので、マップを片手にぶらり散策をお楽しみ
いただくことも可能です。
　※毎週水・日には、グループの皆様での情報交
換や交流の機会を設けるため、ホテルでの夕食
をご用意しております。

（インスブルック泊）
インスブルック13：00発Bミュンヘン19：20発H
中東またはヨーロッパ主要都市23：05着
■インスブルックより、バスにてミュンヘンへ。
■航空機にて中東またはヨーロッパ主要都市へ。

（機中泊）
中東またはヨーロッパ主要都市02：20発H
羽田19：25着
■航空機にて、帰国の途へ。


