
海外遠征
2018-19

2019年
1月18日(金)～1月26日（日）
428,000円

St. Christoph am Arlberg

例年のツアーにプラス１泊 ！
そしてオーストリアの
インストラクター陣による
フルエスコート！

全日分の
リフト券
　つき



ツ アーのウリ

ルディ＆ヨハンのプロデュースツアー

オーストリアのインストラクターたちのレッスン

　ツアー代には、①往復航空券、②宿泊費、③１泊につき夕朝食、

④リフト代、⑤ガイド代、⑥チャーターバス代 が含まれています。

　別途ご用意いただくのは、 昼食代とシャトルバス代、 夕食時の

飲み物代くらい。 できる限りのセミ ・ フルパッケージをご用意しました。

※ご用意いただく目安

・ 昼食代…１食 1,500 円～ 2,000 円程度。 ホテルの朝食時にサンド

　イッチを自作し、 レストランではサラダ＆スープというのもオススメです。

・ シャトルバス代…１日８€程度の予定です。

・ 夕食時の飲み物…ビール１杯の場合は４～５€程度です。

できる限りのセミ ・ フルパッケージ

ス ケジュール

※詳細は確定し次第、改めてご連絡いたします。

1/18 ( 金 )

成田空港 集合
　スイス航空　LX161便  10：40フライト
※関西にお住いの方は、成田までの国内便を手配します

　チューリッヒよりバスでサンクリストフへ

1/19（土）~25( 金 )

サンクリストフ、サンアントンにてスキー。

現地のインストラクターによるエスコート

レッスンを予定。ルディは突然参戦 !?

また希望される方を対象に中日に１日、

インスブルックかザルツブルグへの観光を

予定しています。

1/26（土）

現地出発、翌 27日（日）に帰国予定

　今回のツアー先、サンクリストフはスキー発祥の地とされているサンアントン
の隣のスキー場であり、オーストリアのインストラクターの養成機関であるブン
デススキーアカデミーの総本山になります。もちろんリフト＆ゴンドラでサンアン
トンとつながっています。
　そして今年もツアーのプロデューサーはルディ。彼はここ分ブンデスの校
長に就任し、我々も一般人はなかなか泊まれないブンデススキーアカデミー
に宿泊できることになりました。
　さらに全日、ブンデスのインストラクターたちがエスコートしてくれます。今ま
で以上にオーストリアにどっぷりと浸かるツアーができました。

　皆さま専属のインストラクターがつき、全日エスコートレッスンをしてくれま
す。イケメン＆ベッピンかはわかりませんが、スキーの普遍的な技術を、本
場オーストリア流で、みっちりと伝えてもらいましょう。
　希望される方には、フリースキーディを設定しますので、もちろん自由に
滑っていただくこともOKです。

　スイス航空　LX160便  13：00フライト



遠 征エリアマップ

■全体図

滞在地のサンクリストフ

アルペンスキー発祥の地

●サンクリストフ＆サンアントンの
　DATA
　リフト＆ゴンドラ合計 85本

　最高標高2811m, 滑降高低差1500m
総滑走エリア Total 計278Km

場所はチロル州の西側。
チューリッヒより約200km



エ トセトラ ご 一緒します

佐藤 紀隆　オーストリアのレンタルは日本と違って、 ニューモデルが基本です。

また足前に応じて３段階 （上 ・中 ・初級） の料金設定があります。

さらに気に入らなければ何度でもチェンジができ、 きちんとワックスもか

けてくれます。 そのためブーツだけ持参し、 スキーは現地でレンタル

がおすすめです。
※レンタル料は、上級モデルで 160 ～ 180€、中級モデルで 120 ～ 140€程度

スキーは持っていく？ それとも借りる？

　ホテルからブーツを履いていく方もいますが、 シャトルバスはシューズ

を履いたまま乗車し、 ゲレンデで履き替えるのがおすすめです。 ブーツ

ケースがあれば持ち運びも楽。

ゲレンデまでのバスはシューズがおすすめ

　冬の気温は日本とほぼ同じです。 そのため、 国内シーズンの極寒

期の装備を持っていけばよいと思います。 ただし念のために余計に１枚

着られるミドラーやウィンドブレーカーがあれば完ぺきです。

　また雪質は日本と比べると湿気が少なく、 サラサラというよりも軽いと

いう感じです。

日本との気温差は？

　飲めると言われていますが、 私は飲んだことはありません。 そのため

ペットボトルのお水を買いますが、 ガス入りとガス抜きがあります。 ガス抜

きは 「ohne （オーネ）」 と書いてあります。

　なお、 オーストリアのお水は硬質です。 そのため乾燥肌の方は、 肌

がかさかさになりがちです。 保湿クリームやかゆみ止めを持っていくことを

オススメします。

ホテルの水は飲める？

　日本よりも安い筆頭はワインとハム、 チーズ。 ビールは同等、 ジュー

ス類は日本よりも高価です。 スキー用品についてはレートにより変動します

が、 レンタルショップではお買い得の中古スキーを目にします。

日本との物価の違いは？

　Ski-est 代表。すっかりオンシーズンの
オーストリアに味をしめた！ 
　今回の遠征先、キッツビューエルは、ロ
シア人を中心に超人気となり物価が高沸。
ホテルが取れず、チープなホテルがえらい
高いため、断念した経緯がありました。
　４月に来日したヨハンとルディに、「なん
とかいい方法はないかな？」と相談し、彼
らの尽力によりツアーが実現しました。

　ここ数年、オーストリアツアーでは超パ
ウダーとの相性が悪いため、今年こそはと
期待をしています。

　そして、久しぶりに目の当たりにする、
ルディの本気の滑りも楽しみにしています。

＆

？
　もう１名、スタッフが同行予定です。
佐藤のお世話も発生するため、なかな
か手が挙がらない？　ということでは
ありませんが、スタッフが決まり次第、
改めてご連絡をさせていただきます。



主 なゲレンデで食べられるオーストリア料理 ①

○フリターテンスッぺ　Frittatensuppe

　短冊状のクレープ入りコンソメスープ

スープ 【suppe】

滞 在するホテル

■お部屋の設備

・ヘアドライヤー、スリッパ、バスタオル、バスローブ
・通常のバスアメニティ
・無料Wifi

・サウナ　・スパ　・ダーツ＆ビリヤード場
・Bar　など 

ホテルは、 HOTEL SKI AUSTRIA ACADEMY

■ホテルの設備

www.skiakademie.at

○グリースノッケルスッぺ　Grießnockerlsuppe

　粗挽き小麦粉のダンゴ入りコンソメスープ

○レーバークネーデルスッペ　Leberknödelsuppe

　牛のレバーにパン粉を加えたダンゴ入りのコンソメスープ

◎グラーシュスッペ　Gulaschsuppe

ハンガリー風牛肉煮込みが入ったスープ

○シュトースッペ　Stozuppe

　生クリームとサワークリームを使ったポテトスープ。

○カイザーシュマーレン （Kaiserschmarrn）

皇帝フランツ ・ ヨーゼフ一世 ( 在位 1848-1916) の大好物だったそうな。

オーストリアでは人気のデザート。 ラムレーズン入りの薄く焼いたパンケーキを小片に

くずしたものに、 粉砂糖やシナモンをかけ、 りんごなどの果物コンポートを添えている。

○リンツァー ・ トルテ （Linzer Torte）

世界最古のケーキと言われている。

赤スグリのジャムの上に格子状に生地を

焼き、 周囲をアーモンドスライスで飾りつ

け、 ナツメグやシナモンなどのスパイスを

効かせている。 サクサクとした味わい。

◎シャンピニオンスッペ　Champignon suppe

　少し塩味が強いマッシュルームのスープ

デザート

グラーシュスッペ

リンツァー ・ トルテ

　スキー場に隣接したホテルです。旧ブンデス国立スキー学校の建
物は建て替えられましたが、木製のドアはBARに飾られています。
　オーストリアスキー界の迎賓館とも言えるこのホテルで、なかなか国
内では味わえないVIPレベルの待遇に身を沈めながら、この地ならでは
のロングスキーイングを堪能しましょう。



お 申込について

　お申込の締切は 11/30 になります。 これ以降は発生手配となりますので、

お部屋が取れない可能性も出てきます。 できるだけお早目に、 お申し込く

ださい。

締切は 11/30( 木 )

お申込み書にご記入のうえ、 ご郵送または FAX でお送りください

　お申込は、 同封しましたお申込書に必要事項をご記入のうえ、

郵送、 もしくは FAX でお送りください。 また旅行保険の加入をご希望の方

は、 保険タイプをお選びください。

住所 ：

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-35-10 カテリーナ新宿御苑 505

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 03-5919-0145

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ski-est 事務局

FAX ： 03-5919-0160

オプションについて

　一人部屋や飛行機のグレードアップにつきましては、 下記の追加料金が

かかります。

一人部屋希望　  ： 80,000 円 （期間中合計）

プレミアムエコノミー や ビジネスクラスをご希望の方はお問合せください。

ご質問は
Ski-est 事務局までご連絡お願いいたします。

・ 電話 ： 03-5919-0145 　 ・ 佐藤携帯 ： 090-8746-9898

・ E-Mail ： ski@ski-est.com

○シュヴァインツブラーテン　Wiener Schweinsbraten

　ウィーン風ローストポーク。

○ウィンナーシュニッツェル　Wiener Schnitzel

　世界に名高いウィーン料理。 パン粉をつけて両面を焼いた仔牛のカツレツ。

◎チローラー ・ グレステル　Tiroler Groestel

　人気のあるチロル料理。 豚肉や牛肉をタマネギやポテトとともに炒めたもの。

○チローラー ・ バウエルンシュマウス　Tiroler Bauernschmaus

　炒めたザウアークラウトとローストポークやソーセージなどの盛り合わせ。

◎ターフェルスピッツ （Tafelspitz）

　オーストリアの牛肉料理。 高品質の仔牛肉をスープ野菜と一緒に茹でたもの。

メイン料理

◎コルドンブルー　Cordon bleu

　シュニッツェルにチーズを入れたカツレツ。 近年は置いてあるお店が少ない。

主 なゲレンデで食べられるオーストリア料理 ②

バックヘンデル　Backhendel

ウィーン風フライドチキン。

ターフェルスピッツ

コルドンブルー


