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新しい観光素材



ピルスナー・ウルケル エクスペリエンスセンター
が今春プラハにオープン
■名称

The Pilsner Urquell Original Beer 
Experience

■場所

ヴァーツラフ広場北端、City Palais内
（5階建て、全3,500㎡、28. října, 
no. p. 13, Můstek 地下鉄駅隣)。



ピルスナー・ウルケル エクスペリエンスセンター
が今春プラハにオープン
■1階 インタラクティブ展示

ピルスナー・ウルケルの物語

■2階

• ビアホール 200席

• レストラン 80席

• VIPバー 30 席

• タップスタースクール 3x12
フラディンカ、シュニット、ムリーコの注ぎ方を学ぶこ
とができる



デスティネーション
紹介
カルロヴィ・ヴァリ州
1泊2日のアイテナリー



カルロヴィ・ヴァリ州－世界遺産のスパタウン

◼ 何世紀にも渡って形成されたスパの伝統

◼ 2021年にユネスコ世界遺産に登録「ヨー
ロッパのグレートスパタウン」

• カルロヴィ・ヴァリ

• マリアンスケー・ラーズニェ

• フランチシュコヴィ・ラーズニェ

◼ 各地からの容易なアクセス

• プラハから：2時間

• ミュンヘンから3時間半



Day 1 - マリアンスケー・ラーズニェとその周辺
時間 アクティビティ 詳細・コメント

11:00 マリアーンスケー・ラーズニェの散策
★所要時間:1時間

英国王エドワード7世、ゲーテ、ショパンなどの有名人も訪問した街。美しい公園
や鉱泉が湧き出るコロナーダを鑑賞しながら、スパタウンの中心部を散歩します。
馬車での散策も可能。

12:00 ランチ U Zlaté Koule Restaurant
https://www.uzlatekoule.com/ （チェコ語）

Česká hospůdka Restaurant
http://www.ceskahospudkaml.cz/en/

13:30 ロケト（Loket）に移動

14:30 ロケト城の見学 12世紀中頃に建てられた城。要塞として活用されたのち、20世紀には刑務所とし
て使用されていた。武器コレクション、牢獄、ゴシック画などを見学できる。
大人 150CZK

16:00 聖フローリアン醸造所（Svatý Florian 
Microbrewery）の見学

醸造所見学、テイスティング。私設のスパカップミュージアムもあり。
http://www.hotel-loket.cz/en/brewery-st-florian

17:30 カルロヴィ・ヴァリに移動

18:30 夕食 Tusculum Restaurant 
https://www.tusculumkv.cz/en/

Becherplatz Restaurant with microbrewery (チェコ料理)
https://becherplatz.cz/en

https://www.uzlatekoule.com/
http://www.ceskahospudkaml.cz/en/
http://www.hotel-loket.cz/en/brewery-st-florian
https://www.tusculumkv.cz/en/
https://becherplatz.cz/en


マリアンスケー・ラーズニェの歌う噴水



コロナーダ、飲泉
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ロケト城



スパカップミュージアム



Day 1 - マリアンスケー・ラーズニェとその周辺
時間 アクティビティ 詳細・コメント

11:00 マリアーンスケー・ラーズニェの散策
★所要時間:1時間

英国王エドワード7世、ゲーテ、ショパンなどの有名人も訪問した街。美しい公園
や鉱泉が湧き出るコロナーダを鑑賞しながら、スパタウンの中心部を散歩します。
馬車での散策も可能。

12:00 ランチ U Zlaté Koule Restaurant
https://www.uzlatekoule.com/ （チェコ語）

Česká hospůdka Restaurant
http://www.ceskahospudkaml.cz/en/

13:30 ロケト（Loket）に移動

14:30 ロケト城の見学 12世紀中頃に建てられた城。要塞として活用されたのち、20世紀には刑務所とし
て使用されていた。武器コレクション、牢獄、ゴシック画などを見学できる。
大人 150CZK

16:00 聖フローリアン醸造所（Svatý Florian 
Microbrewery）の見学

醸造所見学、テイスティング。私設のスパカップミュージアムもあり。
http://www.hotel-loket.cz/en/brewery-st-florian

17:30 カルロヴィ・ヴァリに移動

18:30 夕食 Tusculum Restaurant 
https://www.tusculumkv.cz/en/

Becherplatz Restaurant with microbrewery (チェコ料理)
https://becherplatz.cz/en

https://www.uzlatekoule.com/
http://www.ceskahospudkaml.cz/en/
http://www.hotel-loket.cz/en/brewery-st-florian
https://www.tusculumkv.cz/en/
https://becherplatz.cz/en


カルロヴィ・ヴァリのホテルアイディア

◆ Grand hotel Pupp*****

国際フィルムフェスティバルに来場する世界
的な俳優たちも宿泊、「007カジノロワイヤ
ル」のロケ地

https://www.pupp.cz/en

◆ Hotel Spa Resort Sanssouci**** 

プール、トップサービス、敷地内の鉱泉

https://www.spa-resort-sanssouci.cz/en/

◆ Hotel Royal Regent**** 

中心地にあり、ガラスルーフ付きプール

https://www.royalregent.cz/en

https://www.spa-resort-sanssouci.cz/en/

https://www.pupp.cz/en

https://www.pupp.cz/en
https://www.spa-resort-sanssouci.cz/en/
https://www.royalregent.cz/en


Day 2 - カルロヴィ・ヴァリ＆マリアンスケー・
ラーズニェ
時間 アクティビティ 詳細・コメント

10:00 モーゼルガラス工房見学
★所要時間: 2時間

160年の伝統を誇るガラス工房。最高級の手作りガラスの芸術性を楽しむことがで
きる。一般的なツアーの他、マスター彫刻家による特別ツアーもあり。
大人 350CZK～（VIPツアー 1600CZKなど）
https://www.moser.com/en/

12:00 ランチ Embassy Restaurant https://dianakv.cz/en
ダイアナ展望台にあるレストランのテラスで昼食。展望台からは、スパとその周辺
の美しい景色を眺めることができます。

13:30 ベヘロフカ・ビジターセンター カルロヴィ・ヴァリ発の薬草種ベヘロフカ/Becherovkaのセラー見学、試飲が可能。
大人 250CZK～
https://becherovka.com/en/

15:00 スパ体験、散策等

18:30 夕食 Charleston Restaurant 
https://charleston-kv.cz/ （チェコ語）

Promenáda Restaurant
https://www.hotel-promenada.cz/en/restaurant/

https://www.moser.com/en/
https://dianakv.cz/en
https://becherovka.com/en/
https://charleston-kv.cz/
https://www.hotel-promenada.cz/en/restaurant/


モーゼルガラス工房



ダイアナ展望台からの眺め
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ベヘロフカ・ビジターセンター
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スパ体験



チェコ政府観光局
2023年の予定



Travel Trade Day 2023 - 4月開催

チェコ最大のB2B商談会「Travel 
Trade Day2023」は、チェコ第二の都
市ブルノ（Brno）で開催。

ホテル、地方観光局、旅行会社など約
100のチェコ側サプライヤーが参加

■日時

2023年4月24日（月）～25日（火）

※21日（金）～プレツアー：南モラ
ヴィア州＋ブルノの観光地を視察



チェコの食にフォーカスしたパンフレットを
制作中
◼ 季節の料理、宗教的行事や家庭行事

に関連したチェコの食文化の特徴を
紹介するパンフレット。

◼ 印刷完了予定時期：4月
※B2Bニュースレターにて案内します

◼ パンフレットの提供

送料のみご負担をお願いしています。



日本語パンフレット



フォトバンクがリニューアル

◼ 無料で使用可能

◼ 主要都市、世界遺産、伝統、食事など、
1,000以上の写真を所蔵。

◼ 下記のURLより利用登録をお願いいたし
ます。

https://media.visitczechrepublic.co
m/

※写真の利用にあたっては、Terms & 
Conditiosをご一読ください。

https://media.visitczechrepublic.com/


B2Bニュースレターご登録をお願いいたします

➢ 月1回、B2Bニュースを送信

➢ 公式ウェブサイト B2Bページから
ご登録頂けます。

https://www.visitczechrepublic.com
/ja-JP/B2B/Japan-Taiwan/Trade

https://www.visitczechrepublic.com/ja-JP/B2B/Japan-Taiwan/Trade


ご静聴ありがとう
ございました。

www.visitczechrepublic.com

麻生 理子

チェコ政府観光局

PR&マーケティングマネージャー

aso@czechtourism.com

mailto:aso@czechtourism.com
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