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ゼーキルヘル教会

花が飾られたバルコニー

　街中は賑やかにブランドショップやカ
フェ、レストラン、カジノが建ち並び、少
し歩けば街の象徴でもあるゼーキルヘル
教会が建つ美しい草原が広がっています。
交通も便利なので、近郊の国や街へも気
軽に足を伸ばして小旅行もおすすめ。

ゼーフェルトを自由自在に 観光

チローラー・グレーステル

馬車で会場へ ©JTC  ©JTC

　酪農が盛んな地方のため、チーズなど
の乳製品は絶品。旅行者にも人気の郷土
料理は「チローラー・グレーステル」。野
菜と肉類を炒め合わせてハーブとスパイ
スで味付けし、フライパンのままで出てく
るのが一般的。一皿おためしあれ。

ゼーフェルトから森の奥に
ある場所まで馬車で移動
し、チロルの地元の音楽
家を交えての交流会ディ
ナーを楽しみます。

チロルの郷土料理を楽しむ 食事

ゼーフェルトで思い出に残る夕べを

チロリアンキルト

　チロルのお土産といえばかわいらしい
民芸品や工芸品、自然のものから作られ
たコスメなど、種類も豊富です。またイ
ンスブルックには日本でも人気のスワロフ
スキー本店があり、クリスタルやアクセサ
リーといったお買い物もできます。

かわいいものいろいろ 買い物
移動も観光も簡単便利な 交通アクセス

【鉄道】
街の中心にオーストリア国鉄の鉄道駅があり，直通列車
でインスブルック、ミッテンヴァルト、ミュンヘンまで
行くことができ，非常に便利です。

【ケーブルカー・ゴンドラ】
ゼーフェルトからロスヒュッテを経由してゼーフェル
ダー・ヨッホ、及びヘアメレコップフへ登るケーブルカー、
及びゴンドラが運行しているので，山岳展望，ハイキング，
ウォーキングにもふさわしい場所です。

【ゼーフェルトカード】
滞在中は「ゲストカード」が配布されるので、街中を走
る循環バスに乗り放題。ショッピング後にホテルへ戻る
際など、非常に便利です。

チロル滞在のQ&A
■旅の言葉
Q：言葉の面が不安だけど、参加できますか？　
A：

■病気・医療
Q：病気になってしまった場合は大丈夫？　
A：

■治安
Q：せっかく長期滞在するなら、安全なところがいいなぁ
A：

■食事・自炊
Q：食材はどのように調達すれば良いですか？　
A：

■移動
Q：交通機関は何を使えば？
A：

■緊急連絡先
Q：滞在中何かあった場合の連絡は？　
A：

花あふれる、おとぎの世界

花のゼーフェルト
美しい岩峰に囲まれた「アルプスで最も美しい高原リゾート」のひとつ。
街の中心部には花を飾りつけた家々が並び、草原には山小屋や
遊牧も見られ、チロルらしいメルヘンの風景を楽しむことができる。

何といっても添乗員がいるし、現地スタッフの手厚
いサポートもあるので安心です。

オーストリアはヨーロッパの中でも比較的治安の
良い国と言われます。常識程度の安全管理は必
要ですが、長期滞在としては非常にお勧めの場
所と言えます。

レッヒでは路線バスが、ゼーフェルトは鉄道が運行
していますので、隣国の都市や観光地への移動
にも非常に便利です。

ゼーフェルト、レッヒ共に病院はありますが、総合
大学病院はインスブルックにございます。※万が
一の場合を考え、海外旅行傷害保険のご加入を
強くお勧めいたします。

ゼーフェルト、レッヒ共にスーパーがあるので、食材
の調達については非常に便利。

同行添乗員の携帯電話に連絡を取ることが可能。
レンタルの携帯電話も利用可能です。（レンタル料、
通信費は全てお客様負担となります）

1馬車

2ジャム作り体験

3カジノ

4アーヘンゼー鉄道

5ミニ列車

6ウォーキング・ハイキング

隣国への小旅行も便利

馬車の乗車は中央広場からスタート。美し
いゼーフェルトの町とその周辺を馬車で優
雅に楽しむことができます。

市内中心部から馬車で山小屋へ移動し、郷
土料理とジャム作りを楽しみます。
（料金13,000円／最少催行人数6名）

中央駅から教会へとまっすぐのびるメイン
ストリートにあります。作家の浅田次郎も
訪れたカジノでの体験をお楽しみください。

オーストリア国鉄イエンバッハ駅から、ア
ルプスの美しい自然の中を、アーヘンゼー
湖へと向かうアーヘンゼー鉄道。

チロル最大の渓谷・マイヤーホーフェンへ
と向かうツィラータール鉄道は、まるでお
とぎ話に出てくるようなミニ列車。

標高 2200mのゼーフェルダーシュピッ
ツェまではケーブルカーとロープウェー
を乗り継いで簡単に行くことができます。
360度見渡す限り素晴らしいパノラマを
楽しめます。また，ゼーフェルトを拠点に
気軽に歩けるウォーキングプログラムも多
数ございます。

1.2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
おすすめ！滞在プラン

美しい森と湖のサンモリッツがある東スイ
スは行きやすいエリア。チューリッヒ行き
の列車・専用バスも出ています。

ミュンヘン行きの列車、専用バスがあり、
バイエルン・アルプス北麓の美しい街を
堪能することもできます。

ワインの名産地・ボルツァーノは国境を越え
てすぐ。『ロミオとジュリエット』の舞台とし
て知られるヴェローナも行きやすい町です。

サンモリッツ ©www.swiss-image.ch ノイシュバンシュタイン城 ©ドイツ観光局 ボルツァーノ ©JTC

オプション（有料）OP 交通（有料）交通 体験プログラム（実費）体験

サンモリッツ ©www.swiss-image.ch

スイス
料金／ 18,000 円

最少催行人数／ 6名 ドイツ
料金／ 15,000 円

最少催行人数／ 6名 イタリア
料金／ 15,000 円

最少催行人数／ 6名

教会めぐりや、湖探勝
などコースが多数あり
ます、気軽に楽しめる
アルプス・ハイキング。

オーストリア国鉄と
アーヘンゼー鉄道を乗
り継ぎ、アーヘンゼー
湖へ小旅行。

インスブルックへ。ガ
ラス製品のショッピング
やハプスブルク家ゆか
りの名所巡りへ。

ドイツのノイシュバン
シュタイン城と世界遺
産、美しいロココ建築
のヴィース教会へ。

「ジャム作り体験」「カ
ジノで億万長者になる
夢物語」といった体験
プログラムへ参加。

ゼーフェルト到着
まずは街を1周してみましょう

添乗員と一緒に街を探訪。歩
きながら、ゼーフェルトの歩き
方や暮らし方を説明します。
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間取り（一例）

1ウォーキング

2ホテル・アールベルク

3チーズ作り体験

4 サンクト・アントンハイキングと
山小屋でのパン作り

5レッヒ中心の散歩

6ゴンドラで山頂からのパノラマ展望

7ハーブの道ウォーキングとマス釣り

オーバーレッヒ地区の散策、また近郊にあ
るフォルマリン湖の散策など、数多くの
ウォーキングプログラムをご用意。

イギリスのダイアナ妃とご子息たちが冬の
バカンスを過ごしたホテル。

村にある「チーズ・シュペック工房」では、
チーズ作り体験。昔ながらの製法でカマン
ベールチーズ作りを体験できます。

ゴンドラで山頂へ移動後、山小屋でガイド
と一緒にハイキングし、パン作り体験をお
楽しみください。
［ハイキング］
ガイド同行／約2時間／レベル初級
（料金16,000円／最少催行人数10名）

教会や礼拝堂、村のシンボルの橋など、歴
史的建造物の見どころを散策します。

ゴンドラで 2,350 ｍのリュフィコプフ
山頂まで登り，絶景を展望。

ハーブオイル作りや自分で釣ったマスの昼食
を楽しみながらのウォーキングを楽しみます。
（料金12,000円／最少催行人数6名）

すべての旅のシーンが麗しい

ハーブのレッヒ
「アルプスの真珠」と呼ばれ、世界の王侯貴族も
訪れる高級山岳リゾート地。先進の環境保護策に
より守られた自然景観は、息をのむほど美しい。

ハーブオイル
ゴンドラ

ハーブの道ウォーキング

聖ニコラウス教会 牧草地からレッヒを一望

世界で6番目に小さい国，リヒテンシュタ
インの首都ファドゥーツへ。有名な切手博
物館や美術館見学、ファドゥーツ城訪問、
街の散策をお楽しみください。

ファドゥーツ城

リヒテンシュタイン
料金／18,000 円　最少催行人数／6名

オーストリア
アルプス、チロルの 貸別荘について

【貸別荘とは】
ひと口に貸別荘といっても、木造のシャレータイプの
もの、現代的な造りのもの、一戸建てのものからアパー
トタイプのものまで様々ございます。
間取りは、寝室、食堂（ダイニングキッチン）、洗面所
というものが多く見受けられます。玄関は部屋ごと独
立しています。レッヒ、ゼーフェルト共に、各貸別荘
の基本的な設備は同じです。

■ホテル宿泊プランもございます
チロル地方では長期滞在の場合、貸別荘宿泊が主流で
すが、ホテル宿泊の快適さを維持したまま「暮らすよ
うに旅する」ことを楽しめます。

【貸別荘の設備】
台所用品とキッチンの設備…冷蔵庫、食器
洗浄器、食器、調理器具、コーヒーポット、
湯沸しポットなど、調理に必要なほぼ全て
のものが完備されています。

オーストリアでは一般的な
白パン「センメル」。朝食に
焼きたてをいただきます。

美しい街並みを眺め
ながらゆっくり散歩
し、心浮き立ちま
す。気になった店に
ふらりと立ち寄り、
ショッピングも。

地元で評判の
美味しいラン
チやケーキや
お茶を、散歩
がてら見つけるのが日課。
一日一軒ずつカフェを巡る
のも楽しいです。

スパのプールで泳い
だり、スチームバス
やサウナで汗を流し
たり、さらにマッ
サージルームで体を
癒し、夢見心地。

現地で友だちになっ
た方とレストラン
へ。普段より夫婦の
会話も弾みます。

バスタブ付きの貸別荘のみ、確
保しています。

備え付け有りのもの、無しのも
のと貸別荘によって異なります。

基本的にツインベッドのご用意
を心がけますが、お国柄、ダブ
ルベッドタイプのベッドが多く
なります。

洗面所

洗濯機

ベッド

リビングルーム（一例）キッチン（一例）

美しいレッヒの村を 観光

厳選素材を使ってシェフが腕を振るう 食事

アルプスを眺めながら

展望レストランでのお食事を

「暮らす」

欧州一美しいと称された村「レッヒ」では、美し
い景観の中でゆったりとした時間を過ごせます。
村の中心をレッヒ川が流れ、緑あふれる自然の中
を散策すれば、心身ともにリフレッシュできるで
しょう。ゲストカードを利用すれば、無料バスで
近郊へも気軽に出かけられます。洗練されたホス
ピタリティを満喫してください。

美しいアルプスから届くのは天然のミネラル
ウォーター。丁寧に作られた野菜や畜産物を用
いて、五つ星ホテルのレストランなど高級レス
トランが M本物の味 Nを提供。地域経済の活性
化と環境保護の観点から地産地消を心がけてお
り、地元の旬の食材を味わうことができます。

レッヒでは、ロープウェイで標高 2350ｍ
の山頂にある展望レストランへ。
アルプスの絶景を眺めながら、これか
ら始まるチロル長期滞在の歓迎会を
お楽しみください。

ホテルやカフェでにぎわうレッヒ中心地

食事風景 ©JTC

ターフェルシュピッツェ
© Austrian National Tourist Offi  ce/Eisenhut & Mayer

移動も観光も簡単便利な 交通アクセス
【路線バス】
11 本、6路線ある路線バスが周辺
の村や観光地、ハイキング、ウォー
キングルートをつないでいて、使いこ
なすと非常に便利。サンクト・アント
ンなど各地へ向かうことが可能です。

【レッヒカード】
レッヒにある数多くのレジャー施
設が無料で何度でも利用可能。リ
フト・ゴンドラのほか、森林プー
ル無料入場、テニスコート無料使
用、路線バスが乗り放題など、と
ても便利。

【ケーブルカー・ゴンドラ】
レッヒ中心部から複数のロープウェ
イやゴンドラが運行しており，絶景
展望を楽しめる山頂まで楽に移動す
ることが可能です。

1.2日目
おすすめ！滞在プラン

4日目 5日目 6日目 7日目3日目

ロープウェイなどでオー
メスホルンへ向かい、ア
ルプスの谷間の村を眺
望。圧巻の山景色です。

風光明媚で知られるレッ
ヒ川沿いの養魚場でマ
ス釣り。自分で釣ったマ
スのムニエルに舌鼓。

ハーブオイル作りや植
樹体験ができる「ハー
ブの道」のウォーキン
グを楽しみましょう。

路線バスを利用し、近
郊へ。山岳リゾート地
サンクト・アントンで
パン焼き体験を満喫。

リュフィコプフ山頂の
パノラマレストランで
景色を楽しみながら食
事をいただきましょう。

レッヒ到着
まずは村を1周してみましょう

のどかな村を添乗員がじっくり
とご案内。M暮らし Nに必要な
オリエンテーションを行います。

AM8:00

AM12:00～ PM3:00

PM5:00

PM7:00
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