
20191016

Visa優待特典・ミュンヘン

「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020
ショッピング/Shopping

Visaカードでのお支払いで、10% OFFのショッピング・パス、コー
ヒーのクーポン、ウェルカム・ギフトが入ったウェルカム・パッケー
ジをプレゼント。
Ein Welcome Package inklusive dem Shopping Pass, Kaffee-Gutschein und 
einem Willkommensgeschenk. Bei Vorweisen einer gültigen Visa-Karte.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。ウェルカム・ギフトは予告なく変更になる場合
があります。ショッピング・パスは加盟店でのみ有効です。コーヒー
のクーポンは、加盟のカフェでのみ有効です。

メッツィンゲンにあるデザイナー・アウトレットでは、多く

のラグジュアリー・デザイナーブランドやハイファッショ

ンを魅力的な価格で提供しています。チャイルドケア・エ

リアにあるキッズ・キャンプでのゲームはもちろん、さま

ざまな種類のレストランや、免税サービスなど、ご家族み

んなで楽しめるレジャーアクティビティもご用意。アウト

レットシティ・メッツィンゲンには、ユニークなショッピン

グ体験のすべてがあります。

OUTLETCITY METZINGEN
Maienwaldstraße 2
D-72555 Metzingen
+49 7123 17 89 978
https://www.outletcity.com/zh/metzingen/
月曜日～金曜日 10:00～20:00、日曜日 9:00～20:00

アウトレットシティ・メッツィンゲン
OUTLETCITY METZINGEN

ミュンヘン/Munich

10% OFFのショッピング・パス、
コーヒーのクーポン、
ウェルカム・ギフトが入った
ウェルカムパッケージをプレゼント

ウェルカム・パッケージを受け取るためには、Reutlinger Str. 67, 
D-72555 Metzingenにあるアウトレットシティ・サービスセンター
で、本クーポンとVisaカードをご提示ください。
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アクティビティ/Activity

Margarete-Stei�-Platz 1, 89537 Giengen an der Brenz
www.stei�.com/en-gb/fascination-stei�/the-museum
毎日 10:00～18:00   季節ごとの営業時間についてはオンライ
ンでご確認ください。

ミュンヘン/Munich

入場料が50% OFF
Visaカードでのお支払いで、シュタイフ博物館の入場料が50%OFF。
50% Rabatt auf den Eintrittspreis ins Steiff Museum. Muss mit einer gültigen 
Visa-Karte bezahlt werden.

ショップでのお買い物10% OFF
シュタイフ博物館のショップにてVisaカードでお買い上げの
方、10%OFF。
10% Rabatt auf alle Einkäufe im Steiff Museumsshop. Muss mit einer 
gültigen Visa-Karte bezahlt werden.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

シュタイフ博物館
Steiff Museum

シュタイフ博物館では、動くテディベア、実物大の象、滑

り台になった蛇など、世界中で愛されるマルガレーテ・

シュタイフの作品に直接触れることができます。

入場料50% OFFについては、ご購入時に本クーポンを提示し、Visa
カードでお支払いください。

お買い物10% OFFについては、ご購入時に本クーポンを提示
し、Visaカードでお支払いください。

ショッピング/Shopping ミュンヘン/Munich

インゴルシュタット・ヴィレッジ
Ingolstadt Village

テッドベーカー
Ted Baker

ショッピング/Shopping

10% OFF（€500以上をお買い上げの場合）
Visaカードで€500以上をお買い上げの方、10%OFF。
10% Rabatt auf Einkäufe über 500 Euro.

15% OFF（€1,000以上をお買い上げの場合）
Visaカードで€1,000以上をお買い上げの方、15%OFF。
15% Rabatt auf Einkäufe über 1000 Euro.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

テッドベーカー・ロンドンは、スタイリッシュで洗練された紳

士服、婦人服、関連商品で世界的に知られるブランドで、その

品質や特徴的なデザインやカラーリングで愛されています。

細部へのこだわり、美しいデザイン、高品質な生地の完璧な融

合によって、伝統的であり現代的でもある要素を意外なユー

モアのセンスやイギリスらしさと組み合わせています。

Poststraße 14/16, Hamburg, 20354
https://www.tedbaker.com/

ハンブルク/Hamburg

ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ずVisaカードでお支
払いください。

文化のるつぼであり、ドイツの中でも最多のシアターと

ギャラリーを誇るミュンヘンから1時間あまり。歴史あふ
れるバイエルンの田園地方の美に囲まれたスタイリッシュ

なIngolstadt Villageでは、温かなおもてなしの雰囲気
の中でショッピングをお楽しみいただけます。ファッション

や高級インテリア用品を提供する110店舗以上のブテ
ィックを構えるこのヴィレッジでは、ユニークなドイツお

よび国際的なファッション＆ライフスタイルのブランド品

を、一年中、最大60%オフでお求めいただけます。 

Ingolstadt Village
Otto-Hahn Strasse 1, D - 85055, Ingolstadt, Germany 
+49 841 8863 100 
https://www.ingolstadtvillage.com 

これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping 
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

VIPカードで10%オフ
VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your 
purchases at participating boutiques when you pay with a 
valid Visa card.

Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ
有効なVisaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15%オフになります。
Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with 
a valid Visa card.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効なVisaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/bene�t-tcsをご覧ください。

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester 
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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ダイニング/Dining

Marienplatz 8, 80331 Munich
+49 89 21 99 89 62            www.ratskeller.com
毎日 10:00～24:00

ミュンヘン/Munich

スパークリング・ワイン
1杯をサービス
Visaカードでのお支払いでスパークリング・ワイン１杯をサービス。
Ein Glas Juliusspital Secco bei jeder Bestellung. Muss mit einer gültigen Visa-
Karte bezahlt werden.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

家族経営で40年間以上続くラーツケラは、旬の食材を
使った地方料理や世界の料理を取り揃えています。リー

スリング、ワイン、ビールなども、お見逃しなく。

ラーツケラ
Ratskeller

ご着席時に本クーポンをご提
示の上、必ずVisaカードでお
支払いください。

アクティビティ/Activity

Willi Daume Platz 1, 80809 Munich
+49 180 6 66 69 01 01
www.visitsealife.com/munchen/en
営業時間は季節によって異なります。詳細はウェブサイトにて
ご確認ください。

ミュンヘン/Munich

入場料が20% OFF
Visaカードでのお支払いで、シー・ライフの１日券が20% OFF。
20% Rabatt auf SEA LIFE Tageskarten (PLU 4525). Muss mit einer gültigen 
Visa-Karte bezahlt werden.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。優待特典は、他の割引、年間チケット、特別提
供品、オンラインチケットと併用することはできません。

シー・ライフは、河川や黒海から熱帯地方まで、さまざ

まな生物を楽しめる水族館です。40万リットルの水槽に
は、ドイツでは最多となるさまざまな種類のサメやバイ

エルン州のみに生息する亀が泳いでいます。

ご利用の際は、チケットカウンターで本クーポンをご提示の上、必
ずVisaカードでお支払いください。

シー・ライフ水族館
SEA LIFE

アクティビティ/Activity

Bräuhausstrasse 10 80331 Munich
+49 89 255 43 987
https://www.mikesbiketours.com/munich/

1995年にたった一人で始めたマイ
クズ・バイク・ツアーズは毎年成長

を続け、これまで50万人以上のお
客様をご案内してきました。今や、ミュンヘンで最も人

気の観光アクティビティになったその魅力は、体験して

みればわかるはずです。

https://www.mikesbiketours.com/munich/で、クーポンコード 
CTCH2019を入力して予約してください。お支払いには必ずVisa 
カードをご利用ください。

ミュンヘン/Munich

特定のツアー10%OFF＋ボトル・
ウォーターをプレゼント
Visaカードでのお支払いで、特定のツアー10%OFFとボトル・ウォー
ター（1名様につき各1本）をプレゼント。
10% Rabatt auf ausgewählte Touren. Muss mit einer gültigen Visa-Karte 
bezahlt werden.

12月23日から26日、12月30日から1月2日までの期間、優待特典は
ご利用になれません。本優待サービスに関わる責任は、本サービ
スを提供する優待参加加盟店にあります。すべてのツアーは英語で
行われます。10%から15％のサービス料のお支払いを推奨してい
ます。優待特典は、下記のツアーでご利用可能です。
●Winter Castle Tour to Neuschwanstein and Linderhof
●Summer Castle Tour to Neuschwanstein with Bike Ride
●4pm Evening Bicycle Tour   ●Superior Bicycle Tour
●Third Reich Bike Tours   ●Winter Third Reich Walking Tour
●O� Season Winter Bike Tour Munich

マイクズ・バイク・ツアーズ
Mike's Bike Tours

https://www.mikesbiketours.com/munich/
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ショッピング/Shopping フランクフルト/Frankfurt

ヴェルトハイム・ヴィレッジ
Wertheim Village

お部屋の最安料金から10% OFF、
お部屋のアップグレード、アーリー・
チェックイン＆レイト・チェックアウ
ト、バーでのドリンクをサービス
チェックイン時にVisaカードのお支払いで、お部屋の最安料金から10% 
OFF、お部屋の無料アップグレード、アーリー・チェックイン＆レイト・チ
ェックアウト、バーでのドリンクをサービス。
10% Rabatt auf die Best Available Rate, Kostenloses Zimmer-Upgrade, Early 
Check-in & Late Check-Out, kostenloser Drink nach Wahl an der Bar. Muss 
mit einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden. 

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店に
あります。お部屋のアップグレード、アーリー・チェックイン、レイト・チェッ
クインは、ご利用状況によってはご利用いただけない場合があります。

ドリンクのサービスは、ホテルのバーKaminbarでソフトドリンク、ビール、
ワインからお選びください。以下の日程ではご利用いただけません。2019
年11月11日～14日、2020年1月25日～28日、3月30日～4月2日、5月3日～7
日、6月15日～18日、9月18日～10月7日。

Arnulfstrasse 4, 80335 Munich, Germany
+49 89 55 11 50          
https://www.eden-hotel-wol�.de/english

エデン・ホテル・ヴォルフ
Eden Hotel Wolff

1890年創業のエデン・ホテル・ヴォルフは、市の中心に位
置する伝統的な高級ホテル。美しいデザインのゲストルー

ムが200以上あり、空港へのシャトルバスなど交通の便も
よく、ゆったりとリラックスできます。ウェルネス・エリアの

屋上から見るミュンヘンの水平線はまさに絶景です。

https://www.eden-hotel-wol�.de/englishで、クーポンコード VISA
を入力してください。必ずVisaカードでお支払いください。

お部屋のアップグレード、アーリー・チェックイン、レイト・チェックアウ
トは、オンライン予約時のComments and Special Requests欄にお申
し付けください。

ホテル/Accommodation

ホテル/Accommodation

Visa限定特典
（無料の朝食＋飲食代$25分など）
Visaカードでのお支払いで、2名様まで朝食の無料サービス、飲食代$25
分サービス、レイト・チェックアウト、お部屋のアップグレード、高速Wi�
をサービス。
Kostenloses Frühstück für 2 Personen, $25 food & beverage Gutschein, 
kostenloses Zimmer-Upgrade, Late Check-Out, high-speed WiFi. Muss mit 
einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden. 

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟
店にあります。朝食サービスは1日に2名様までです。飲食代$25分はご
請求時に自動的に計算されます。ホテル内のレストランやバーでも利用
可能です。

お部屋のアップグレードとレート・チェックアウトは、オンラインのご予約
時のご利用状況によってはご利用いただけない場合があります。

Sophienstrasse 28, 80333 Munich, Germany
+49 89 544 555 1430            https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-charles-hotel/

静かな旧植物園を見下ろすザ・チャールズ・ホテルは、

ミュンヘンの中心という便利な立地にあります。魅惑的

な建物の中には、広々とした現代的なお部屋、モダンな

ヨーロッパのお食事、最先端のスパなど、充実した施設

を取り揃えております。

https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-
charles-hotel/ で、Corporate / Promotion Codeの欄にクーポンコード
VISA2019を入力いてください。必ずVisaカードでお支払いください。
お部屋のアップグレードとレイト・チェックインは、予約時のAdditional 
Requirementsでお申し付けください。

ロッコ・フォルテ・ザ・チャールズ・ホテル
Rocco Forte The Charles Hotel

ミュンヘン/Munich

ミュンヘン/Munich

ドイツの風光明媚なワイン生産地に佇むWer theim 
Villageは、国際都市フランクフルトからも、そう遠くあり
ません。110店舗を超えるファッション＆ライフスタイル
のブティックでは、一年中、希望小売価格の最大60%オ
フでお買い物をお楽しみいただけます。ドイツブランド

はもちろん、国際的なブランドの魅力的なアイテムをお

楽しみいただき、ヴィレッジ内に数多くあるレストランで

休憩しましょう。

Wertheim Village
Almosenberg, 97877 Wertheim, Germany 
+49 9342 9199 111 
https://www.wertheimvillage.com 

これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping 
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

VIPカードで10%オフ
VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your 
purchases at participating boutiques when you pay with a 
valid Visa card.

Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ
有効なVisaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15%オフになります。
Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with 
a valid Visa card.

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効なVisaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/bene�t-tcsをご覧ください。

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester 
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

https://www.eden-hotel-wolff.de/english
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-charles-hotel/ で、Corporate / Promotion Code
https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/the-charles-hotel/ で、Corporate / Promotion Code
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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優待サービスに関わる責任は、当該サービスを提供する優待参加

加盟店にあります。ご利用に関するお問い合わせは対象となる店

舗・施設に直接お問い合わせください。帰国後は優待を受けられ

ませんのでご了承ください。

本Visa優待特典・ミュンヘンについて
●Visa優待特典・ミュンヘン「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020の
優待期間は、2020年10月31日(木)までです。

●優待特典は日本国内で発行されたVisaでのお支払いのみ有効
です。

●優待特典をご利用いただく際には、本「ミュンヘン優待ガイド」

2019-2020 PDFを印刷しご持参いただくか、または携帯電話等
の画面に表示させた本PDFの対象優待ページを各店舗にてご提
示ください。

●本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020 PDFをご持参いただかな
い場合は優待特典を受けられませんのでご注意ください。

●優待特典希望のお申し出が遅れた場合、優待特典が適応されな

い場合がありますのでご注意ください。
●優待特典を受けるためには、Visaカードでお支払いをする必要
があります。

●掲載されている優待特典は、他のプロモーション、割引、クーポ

ン、特別提供品と併用することはできません。
●また、現金や他の商品と交換することもできませんのでご留意

ください。
●優待特典は本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020 PDFに掲載さ
れている店舗でのみ有効です。

●優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ
せていただきます。

●掲載されている優待特典やサービスの履行に関しての全責任は

優待特典参加店舗が負うものとします。
●店舗での優待特典やサービスの内容についてのご質問等は、現

地にて直接店舗へお申し出ください。
●各ページに記載されている注意事項も併せてご確認ください。
●Visaお支払い伝票(お客様控え)は、大切に保管してください。ご
帰国後、お問い合わせをいただいた場合、お支払伝票の確認を

させていただく場合がございます。
●掲載内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するも

のではありません。

●また、掲載内容の利用により生じた被害や損害に関してビザ・

ワールドワイドは一切の責任を負いません。
●掲載されている優待特典情報・その他情報は、2019年10月現在
のものです。掲載内容に変更が生じる場合や、店舗の事情によ

り優待特典を変更または中止する場合がございますので、予め

ご了承ください。
●本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020 PDFに掲載されている料
金には、原則として税・サービス料等が含まれておりません。

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

ここを提示してください。

本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020 PDFを提出の上、有効な
Visaでお支払いのお客様には、記載の優待特典を提供してくださ
いますようお願い申し上げます。

Dear Merchant, please provide your o�er to customers who 
present the appropriate coupon and pay with a valid Visa card.

Geschätzter Partner, bitte gewähren Sie das Angebot an 
Kunden welchen den entsprechenden Coupon vorweisen und 
mit einer gültigen Visa-Karte bezahlen.

ショップのギフトプレゼント優待特典について
●プレゼントは現地でお受け取りください。原則として、日本帰国

後はプレゼントの引換えはできませんのでご注意ください。
●優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ
せていただきます。

●一部店舗では場合により、お名前等の個人情報を登録させてい

ただくことがございますので、予めご了承ください。(ビザ・ワー
ルドワイドが個人情報登録をお願いすることはありません。)

●在庫状況により、優待特典内容が異なる場合がございますので

ご了承ください。
●同一店舗および同一名義人による、当日のVisaのお支払い伝票(
お客様控え)のみ有効とさせていただきます。

●優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

すので、予めご了承ください。

ショップの割引サービス優待特典について
●お支払いの前に、レジにて本「ミュンヘン優待ガイド」2019-

2020 PDFをご提示ください。

アクティビティーの優待特典について
●本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020 PDFに記載の注意事項
に従って優待特典をお受けください。ご不明な点は各店店舗へ

直接お問い合わせください。
●優待特典画像はイメージです。実際と異なる場合がございます

ので、予めご了承ください。

ダイニングの優待特典について
●ドリンクやデザート、プレゼントのサービスはお1人様各1点限り
とさせていただきます。

●指定の条件を満たせば、同行の方も同様の優待特典を受けるこ

とができます。
●優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

すので、予めご了承ください。

ホテルの優待特典について
●本「ミュンヘン優待ガイド」2019-2020の優待特典は、旅行者の
ためのものです。ドイツに3ヶ月以上滞在されている方は、優待
特典を受けられない場合がございます。また、優待特典を受け

る場合には、有効な航空券とパスポートのご提示をお願いする

場合もございますので、予めご了承ください。
●ご出国前に、Visaでのお支払いでホテルの予約が確保されてい
るか、必ずご確認ください。その他の必要事項については、各ホ

テルのウェブサイトでご確認ください。特に記載がない場合。ご

予約は英語で行なってください。
●ホテルが満室の場合、予約をすることも、優待特典を受けること

もできませんので、予めご了承ください。キャンセル規定はホテ

ルによって異なります。各ホテルへ予約時に直接お問い合わせく

ださい。
●掲載されている優待特典は、他の優待特典と併用することはで

きません。また、グループ会社や系列会社の予約に用いることも

できません。
●宿泊料金は、地方税によって変動することがあります。

ご利用上の注意


