モーツァルトハウス・ウィーン
音楽の天才の生活と作品の中枢
モーツァルトハウス・ウィーンでは、唯一まだ保存されているモーツァルトのウ
ィーンの住居を探索できます。ここで彼は他のどこよりも多くの音楽作品を生み
出しました。この住居全体の３フロアでは、モーツァルトが生きた時代と彼の主
要作品に関する包括的な展示がなされ、世界中から訪れる幅広い年齢層のモーツ
ァルトのファンを待ち受けています。焦点となるのは、偉大な作曲家の創作活動
の最盛期である ウィーンでの歳月です。
モーツァルトハウス・ウィーンでは常設展示の隣で毎年入れ替わる特別展示も行
われます。これは入館料に含まれています。

一般情報
モーツァルトハウス・ウィーン
及びウィーン・ミュージアム「モーツァルトの住居」
A-1010 Wien, Domgasse 5
毎日 10～19 時(最終入館:18:30)
Tel.: +43 1 512 17 91
E-Mail ticket@mozarthausvienna.at

公共交通機関:
地下鉄 U1,U3 またはバス 1A Stephansplatz ま
で
近隣のバスの駐車場:
Schwedenplatz, Stadtpark
業務提携及び観光マーケティングに関する担当者:
学芸修士号 Nina Nöhrig
Tel.: +43 1 512 17 91-30, Fax: +43 1 512 17 91-91
E-Mail: n.noehrig@mozarthausvienna.at
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ミュージアムショップとカフェ
ミュージアムショップでは、モーツァルトをテーマとした多種多様の製品が提供
されています。お土産や贈り物と並んでバラエティに富む DVD や CD、それらの一
部は多彩なイベントにも使用できる弊館のコンサートホールで収録されたもので
す。1 階には、来館された皆様にセルフサービスでご利用いただける温冷両方の
飲み物、並びにスナックを有料でご用意しております。モーツァルトハウス・ウ
ィーンはバリアフリーに対応しております。

ツーリストパートナー様向けご提案


特別条件並びにクーポンによるお支払いに関する協力協定



情報資料、折りたたみ広告、報道画像の支援



仲介プログラム: 個別ガイド、対話型ワークショップ、 自主コンサート



お客様のニーズに応じた独自のサービスのご提供を開発



通常の開館時間の前後に貸し切りサービスをご提供

価格と予約



パートナー様価格

チケットの種類

個人のお客様価格

大人

€11.00 / チケット € 8.00 / チケット

割引(シニア、学生割引)

€ 9.00 / チケット

€ 6.50 / チケット

団体割引(10 名様以上)

€ 8.00 / チケット

€ 6.50 / チケット

音楽の家とのコンビチケット 大人

€ 18.00 / チケット € 14.00 / チケット

音楽の家とのコンビチケット 割引

€ 12.00 / チケット € 10.00 / チケット

13 ヶ国語の大人向けの無料オーディオガイド
ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語、日本語、チェコ
語、ポーランド語、スロバキア語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中
国語



6 歳から 12 歳の子供向けは 8 ヶ国語
ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ハンガリー語、ポ
ーランド語、ロシア語

学校団体の入館料
15 歳未満の学校団体の生徒 € 2.50
19 歳未満の学校団体の生徒 € 4.50
ウィーン・カードの割引
ウィーン・パスで入場無料



団体のお客様は事前のご予約をお願い致します。



1 団体は最大 25 名様とさせていただきます。
それを超える団体様は分割して、10 分間隔で入場していただきます。



個々のお客様に配慮し案内者ご自身が引率可能で、前提条件としてモーツァルトハウス・ウィー
ンで正式に認定されている必要があります。
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特典 - 優遇
ガイドツアー
大観的なガイドツアーと同様に特定のテーマによるガイドツアー(モーツァルトの音楽、
モーツァルトの旅行、モーツァルトとフリーメーソン、 …)も、事前登録によって各種
言語でそれぞれの年齢層に合わせてご予約いただけます。
団体様毎の価格(各条件に従い入場料に加算)


子供団体様向けガイドツアー € 25.00



大人団体様向けガイドツアー € 60.00
(所要時間: 約 60 分 – 時間延長の特別ガイドツアーのご依頼も可能)



特別展示(ドイツ語)を含む 30 分のハイライトツアー: 毎週日曜日、11:00 (有
効な入場券で無料)

ワークショップ
人気のあるモーツァルトクーゲルを手作りしたいですか。あるいはモーツァルトの時代の
ようなダンスの稽古をしたいですか。1 時間半のワークショップ内で、"モーツァルトクー
ゲル作り"または„モーツァルトダンスの稽古“のような活動を個別ガイドツアーに組み合
わせることができます。モーツァルトを心底味わいたい、そして全感覚で彼の世界に没頭
したいあらゆるお客様にとって申し分ないものです!

個人のお客様大人 1 名様あたりの価格
提携パートナー1 名様あたりの料金



大人

子供

€ 15.00
消費税含む
€ 12.00
消費税含む

€ 8.50
消費税含む
€ 7.50
消費税含む

最少参加人数: 10 名様
もしくは最低一括総額は 10 名様に適応します!!!



最多参加人数: 40 名様

コンサートのご提供
有名なピアノ製作所ベーゼンドルファーの協力で公演が行われるコンサートホールとイ
ベントホールでは、個別のお客様のためのコンサートを行うだけでなく、貸し切りのパ
ッケージツアーを企画することもできます。
団体様向けのご提供
ミュージアムとコンサート
特別展示を含むミュージアム入館
13 ヶ国語のオーディオガイド
モーツァルトハウス・ウィーンのガイドによ
る個別ガイドツアー – 1 時間
モーツァルトの有名な作品が演奏される個人
様貸し切りコンサート – 60 分間
個人のお客様 1 名様の価格
提携パートナー1 名様あたりの料金



スタンダード


ビジネス





€ 24.50
消費税含む
€ 22.00
消費税含む


€ 27.00
消費税含む
€ 24.50
消費税含む

最少参加人数: 25 名様
もしくは、最低一括総額は 25 名様に適応します!!!



1 つのコンサートあたりの最多参加人数: 70 名様(より多数の団体様の場合分割
します)
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FITS 様向けご提案

サマーコンサート: 現在のモーツァルトハウス・ウィーンで作成され、歴史的な場所
で再び演奏されるモーツァルトの音楽!ミュージアムに来館されるお客様の完璧な仕
上げとして、夏にはモーツァルトハウス・ウィーンにあるベーゼンドルファー・ホー
ルの歴史的な丸天井造りの部屋で、ピアニストによる毎週一時間のコンサートが行わ
れます。

コンサート
個人のお客様 1 名様の価格
提携パートナー1 名様あたり
の料金



€ 25.00
消費税含む
€ 20.00
消費税含む

コンサートとミュージ
アム
€ 29.00
消費税含む
€ 21.50
消費税含む

コンサートプログラム: 一定日時に行う多様なコンサートプログラム – 最新情報は
以下でご確認いただけます。http://www.mozarthausvienna.at/site/konzerte

ホールの借料
ディナー、ミーティングあるいは個人的なパーティーにかかわらず、現代技術と歴史的雰
囲気を兼ね備えた弊館のイベントホールでの各種イベントは成果を収めます。
コンサートの座席は最大 75 名、立食パーティーは最大 100 名

昼間の借料(9 時から 18 時まで): € 900.00 消費税別

昼間の時間率(最低借用時間 3 時間): € 200.00 消費税別

夜の借料(18 時から 24 時): € 1,250.00 消費税別

セットでのご提供(昼間と夜間): € 1,500.00 消費税別
音楽的または芸術的な構成のプログラムにご興味がございましたら、弊館が音楽家や芸術
家の選考を喜んでご提供致します。

© Mozarthaus Vienna/Peters
© Mozarthaus Vienna /Kelety
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