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デスティネーション
ガイド

貴社のプロモーション活動をサポート!

旅行業界のプロ向けの最新情報満載：
• 製品とサービス
• 旅行計画
• B2Bマーケティング

destination-guide.vienna.info

旅行業界向け
サービスポータル

プロモーション用
資料

ウィーンが近くなる！

バラエティー豊かな販売促進アイテムを
ご請求ください：
• ウィーン市街地図
• 各種パンフレット
• 写真パネル、デコレーション
プロモーション用資料はオンラインで
お申し込みいただけます

専用ツールでビジネス活動をサポートします:
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ウィーンの旅行社
（現地手配）
インカミング旅行社一覧表

貴社の旅行プログラム内容に最適の現地手配を
行う旅行会社が見つかります。

ホテルガイド
旅行内容に最適の宿泊施設検索！

次のような機能がご利用可能です:
• 便利で使いやすい検索・選別・分類機能
• 最新かつ機動的、迅速に検索可能
• 宿泊施設への直接リンクで予約も可能
• 印刷用バージョン

バス・ドライバーの
ためのウィーン
ガイド
bus.vienna.info

駐車スペースほか役立つ情報

• 観光名所の駐停車案内
• バス専用駐車場
• 交通情報
• ドライバーのための役立つ情報

ウィーン・ガイド
サービス

専門ガイドによるウィーン案内！

公認ガイド協会がご希望の専門ガイドを
ご紹介いたします。
• 国家公認ガイド登録者400名以上
• 30ヶ国のガイド言語
• 専門知識豊かなプロフェッショナルに
よるガイドサービス

• テーマ別の専門ガイド
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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

クラブに入会してウィーンの
エキスパートになろう！

以下の企業でご活躍の方
• 海外旅行取り扱い旅行会社
• 航空会社
• 運輸関連企業
• インターネット旅行ポータル
• PEP（プロダクツ・エクスペリエンス・
プログラム）提供企業
マーケティング、広報部門が専門分野の方、
ウィーンへのツアー取り扱い関連企業の方、
ぜひウィーン・エキスパートクラブ・インター
ナショナルにご登録ください！

ウィーンのエキスパートになると、
そのメリットは：
• ウィーンに関する専門知識をより深める
ことができます。

• より効果的にウィーンのマーケティングが
できます。

• クライアントにも一層ご満足いただけます。

さらに、あなたご自身がウィーンに旅行
される場合、ウィーン・エキスパートクラブ・
インターナショナルならではの優れた
特典を楽しむことができます。
• ウィーンのホテルにベストコンディションで
宿泊。

• ウィーンのミュージアム、コンサート、レス
トラン、観光プログラム、イベントなど、
無料または入場料割引き。

• Vienna City Card－数多くの割引特典のほ
か、ウィーン市内の公共交通機関が24時間、
48時間または72時間乗り放題。

会員向けウェブサイトで、エキスパート
クラブに関する最新情報をご覧ください。
• 最新情報満載のニュースレター配信
• 楽しいクイズ、懸賞
• イベントご招待
• インサイダー情報の提供

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！
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• 市内の公共交通機関乗り放題
• 空港までの移動と市内チェックイン
• ホップオン・ホップオフ
• 同乗のお子様は15歳の誕生日まで無料
• 特典は滞在期間中有効（最大7日間）

直接購入できる場所
ウィーンの大部分のホテル、
各観光案内所：空港（毎日7時～22時）、
アルベルティーナ広場 1010 Wien（毎日9時～19時）、
ウィーン中央駅 1010 Wien（毎日9時～19時）、
アプリ経由（ivie）、
オンラインショップ shop.vienna.info

空港までの ホップオン・
特典 公共交通機関 移動 ホップオフ

VIENNA CITY CARD

VIENNA CITY CARD TRANSFER

VIENNA CITY CARD TOUR

VIENNA CITY CARD TRANSFER+TOUR

Vienna City Card
ウィーンの公式シティカード

Vienna City Cardでウィーン観光が便利でお得に。
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アフィリエイトパートナーに手数料
ヨーロッパで最も売れているシティーカードのひとつ、Vienna City Cardで簡単に収入を。

再販業者向け手数料
旅行代理店やホテル業界の方は、再販業者としてVienna City Card販売によ
って収益が得られます。ウィーン市観光局のパートナーであるDocLX社から、

手数料を差し引いてご購入いただけるからです。

有名なアフィリエイトや販売パートナーには、
総合パッケージをご用意しており、人目を引く
様々なツールを使って、オンラインおよびオフ
ラインで、Vienna City Cardの宣伝を行うこと
ができます。

宣伝用マテリアル&販売サポート
• 案内パンフレット
• ステッカー
• ポスター
• 販売資料
• Vienna City Cardスポット

オンライン広告素材
• 様々なサイズの広告バナー
• Vienna City Cardスポット

販売パートナー
DocLX Travel Events GmbH
Renngasse 4/Freyung
1010 Wien
Tel. +43-1-370 7000-22
info@viennacitycard.at

あなたのウェブサイトを訪問した人がVienna
City Cardのオンラインショップで公式シティ
カードを購入すると、販売されたカード1枚ご

とに手数料を受け取ることができます。詳しく
は下記サイトをご覧ください。
affiliate.vienna.info

あなたのウェブサイトに固有のリンクを張り、
Vienna City Cardカードを宣伝します。

あなたのウェブサイト経由でのVienna City Card
の売上が記録されます。

あなたのウェブサイトを訪問した人が、カードを購入
するオンラインショップに誘導されます。

ウィーンを訪問する人はVienna City Cardを受け
取り、あなたは仲介手数料を受け取ります。



Meet exceptional
perspectives

through
local eyes.

vienna.convention.at
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ウィーン
コンベンション
ビューロー
vienna.convention.at

以下のサービスが
無料でご利用いただけます:

• イベント（50名以上）のためのホテルやロケーシ
ョンの相談

• ホテル予約のオプション提供（主催者による仮
予約ではありません）

• ウィーンのサービス業者の紹介
• 詳細な申請書・プレゼンテーション資料の作成
• 現地調査の手配
• パンフ、イメージ動画、写真、デジタル市街地図
• オンライン会議カレンダーへのイベントの掲載
• 参加者への情報提供資料

コンテンツ
データベース

photo.vienna.info

芸術、文化、観光、建築、音楽、
ビジネスなどの分野の写真モチーフ。

以下をご利用できます:
• 厳選されたウィーンの写真
• 簡単なテキスト検索
• 印刷可能な画像データを無料で直接ダウンロード



ウィーン観光局
B2B関連チーム

ウィーンの旅行業界との
コンタクト窓口！

ウィーンのホテルや旅行会社、レストラン、イン
カミング・オペレーター、カルチャーイベントの
オーガナイザーなどとのコンタクトをお望みの
方は、まず当オフィスにご連絡ください。

最大限のサポートをお約束いたします:
• 各種サービス提供とマーケティングのお手伝い
• ウィーンの観光プロダクトの紹介
• スタディーツアー、研修旅行の実施
• 個人的なガイダンス

お気軽にご連絡ください：
b2brelations@vienna.info
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ウィーン
ソーシャルウェブ

www.twitter.com/ViennaInfoB2B

www.facebook.com/ViennaTouristBoard

www.facebook.com/LGBTVienna

www.instagram.com/viennatouristboard

www.youtube.com/Vienna

www.linkedin.com/company/
vienna-tourist-board

www.linkedin.com/company/
vienna-convention-bureau

Your personal Vienna guide
for iOS and Android


