Visa優待特典・スイス

「スイス優待ガイド」2019-2020
ショッピング/Shopping

チューリッヒ/Zurich ジュネーヴ/Geneva ルツェルン/Lucerne

ギュブラン
Gübelin

モンブランのペンをプレゼント
VisaカードでCHF2,500以上をお買い上げの方、モンブランのペン
PIXをプレゼント。
Kunden, die ihren Einkauf ab 2500.– CHF mit Visa bezahlen, können als
Geschenk zwischen einem weissen oder schwarzen Kugelschreiber PIX von
Montblanc wählen.
チューリッヒ、ジュネーヴ、ルツェルンの各店で有効です。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。

Gübelin, Bahnhofstrasse 36, 8001 Zurich
+41 44 387 52 20
営業時間はhttps://www.gubelin.com/cms/en/location/
btq/zurich/をご確認ください。
Gübelin, 60, Rue du Rhône, 1204 Geneva
+41 22 365 53 80
営業時間はhttps://www.gubelin.com/cms/en/location/
btq/geneva/をご確認ください。
Gübelin, Schwanenplatz 7, 6004 Lucerne
+41 41 417 00 10
営業時間はhttps://www.gubelin.com/cms/en/location/
btq/lucerne-schwanenplatz/をご確認ください。
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ギュブランは、1854 年に創業した家族経営によるスイス
の老舗高級宝飾店であり、最も人気のある高級時計ブ
ランドのひとつ。ジュエリー、宝石、時計のすべてを専門
とする唯一無二の存在です。
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。

「スイス優待ガイド」2019-2020
ショッピング/Shopping

チューリッヒ/Zurich ジュネーヴ/Geneva ルツェルン/Lucerne

グローバス
Globus

すべてのお買い物10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、すべてのお買い物10% OFF。
10% Rabatt auf alle Einkäufe. Muss mit einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden.
チューリッヒ、ジュネーヴ、ルツェルンの各店で有効です。デリカ
テッセン（フードコート）、カドーカード、タバコ、アルコール類、
ギフトカード、その他のサービスは対象外です。優待特典は、他の
クーポン、プロモーション、割引と併用することはできません。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。

1892年に創業したグローバスは、ワクワクするショッピ

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。

Globus, Schweizergasse 11, 8001 Zurich
+41 58 578 11 11
月曜日〜土曜日 9:00〜20:00（日曜日休業）
Globus, Rue du Rhône 48, 1204 Geneva
+41 58 578 50 50
月曜日〜水曜日 9:00〜19:00、木曜日 9:00〜21:00、金曜日〜
土曜日 9:00〜18:00（日曜日休業）

マイケル・コースといった最新ファッション・ブランドま

Globus, Pilatusstrasse 4, 6000 Lucerne
+41 58 578 55 55
月曜日〜水曜日 9:00〜18:30、木曜日〜金曜日 9:00〜21:00、
土曜日 8:00〜16:00（日曜日休業）

で、幅広い品揃えで皆様をお待ちしております。

https://www.globus.ch/

ング体験、限定商品、優れたサービスを提供するデパー
ト。家庭用品からコスメ、アルマーニ、バーバリー、ボス、

ショッピング/Shopping

チューリッヒ/Zurich ジュネーヴ/Geneva ルツェルン/Lucerne

ビクトリノックス
Victorinox

すべてのお買い物10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、すべてのお買い物10% OFF。
10% Rabatt auf alle Einkäufe. Muss mit einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden.
チューリッヒ、ジュネーヴ、ルツェルンの各店で有効です。優待特
典は、他のクーポン、プロモーション、割引と併用することはできま
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。

スイス・アーミー・ナイフで知られるビクトリノックス。130
年間の進化を続けてきた伝説的なアーミー・ナイフは、洗練
されたクオリティ、機能、イノベーション、デザインで、さま
ざまなバリエーションをご用意しております。その他、家庭
用品、業務用ナイフ、時計、旅行用品、フレグランスなども。
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。

Victorinox Flagship Store Zurich
Rennweg 58, 8001 Zürich
+41 44 229 60 70
月曜日〜金曜日 10:00〜20:00、土曜日 9:30〜18:30（日曜日休業）
Victorinox Flagship Store Geneva
Rue du Marché 2, 1204 Geneva
+41 22 318 63 40
月曜日〜水曜日 10:00〜19:00、木曜日 10:00〜20:00、
金曜日 10:00〜19:00、土曜日 9:30〜18:00（日曜日休業）
Victorinox Store Lucerne
Hirschenplatz 12, 6004 Lucerne
+41 41 412 28 30
月曜日〜水曜日 9:30〜18:30、木曜日 10:00〜20:00、
金曜日 9:30〜18:30、土曜日 09:00〜17:00（日曜日休業）
現行の営業時間についてはhttps://www.victorinox.com/を
ご確認ください。

アクティビティ/Activity

チューリッヒ/Zurich

チューリッヒ美術館

Kunsthaus Zürich - The Museum for Modern Art in Zurich
入館料30% OFF
Visaカードでお買い上げの方、常設展の入館料が30%OFFとなる

13世紀から現代までのスイスの美術品を展示するチュー

チケットをプレゼント。
Spezialpreis von 11 Fr. (statt 16 Fr.) für dein Eintritt zur Sammlung. Muss mit
einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden.

リッヒ美術館。国外の作品も、アルベルト・ジャコメッ

絵葉書セットをプレゼント

(CHF100 以上をお買い上げの場合)
ミュージアム・ショップでCHF100以上をVisaカードでお買い上げ
の方、絵葉書5枚セットをプレゼント。
5 Postkarten nach Wahl bei Einkäufen über 100 Fr. Muss mit einer gültigen
Visa-Karte bezahlt werden.

1枚のVisaカードのお支払いで、2名様まで特典を受けられます。16
歳までのお子様は入場無料です。絵葉書は店内のものから自由に
お選びいただけます、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。
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ティ、パブロ・ピカソ、クロード・モネ、マルク・シャガー
ル、フィンセント・ファン・ゴッホ、アンディ・ウォーホル、
ヨーゼフ・ボイス、ゲオルグ・バゼリッツと充実しています。
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。

Heimplatz 1, 8001 Zurich
+41 44 253 84 84
http://www.kunsthaus.ch/en/
火曜日 10:00〜18:00、水曜日〜木曜日 10:00〜20:00、
金曜日〜日曜日 10:00〜18:00（月曜日休業）

「スイス優待ガイド」2019-2020
アクティビティ/Activity

チューリッヒ/Zurich

バイヤー時計博物館

Beyer Clock and Watch Museum
オリジナル・キーチェーンをプレゼント
Visaカードで入館料をお支払いの方、オリジナル・キーチェーンを
プレゼント。
Ein gratis Schlüsselanhänger “50 Jahre ewiger Kalender” mit jedem Eintritt
ins Museum. 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。

入館料をお支払いの時に、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。

Bahnhofstrasse 31, 8001 Zurich
+41 43 344 63 63
https://www.beyer-ch.com/en/museum/portrait-museum/
月曜日〜金曜日 14:00〜18:00

チューリッヒのバーンホフシュトラッセに位置するバイヤー
は、スイス最古の時計屋です。創業者一族は8世代、250年
以上にわたり、高品質な時計とジュエリーを提供してきま
した。店内にあるバイヤー時計博物館では、世界でも重
要な時計のコレクション、紀元前1,400年から現代までの
多彩な250点を展示しております。

ダイニング/Dining

チューリッヒ/Zurich

カイザース・レーブラウベ
Kaiser's Reblaube

1品サービス
Visaカードのお支払いと3〜5品の注文で、1品サービス。
Ein zusätzlicher Gang gratis bei Bestellung von drei, vier oder fünf Gängen.
Muss mit einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden.
ディナー・コースのみ有効。要予約。3〜5品の注文で、メニューの
中にある1品をサービスいたします。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。

電話+41 44 221 21 20または、メールinfo@kaisers-reblaube.
ch で、本クーポンご利用の旨を伝えてください。ご注文の際には、
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。

Glockengasse 7, 8001 Zurich
+41 44 221 21 20
http://www.kaisers-reblaube.ch/index_en.html

チューリッヒ最古の建物にあるカイザース・レーブラウ
ベは、115年以上にわたってあのゲーテが感動したとい
う洗練されたおもてなしで、シンプルかつエレガントな
料理を提供してきました。ビジネスでも、プライベートで
も、さまざまな用途に合わせてふさわしいものをご用意
いたします。

ホテル/Hotel

チューリッヒ/Zurich

ホテル・シュバイツァーホフ・チューリッヒ
Hotel Schweizerhof Zürich

お部屋の最安料金から
10% OFF、さらにウェルカム・
ドリンクのサービス
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、さらにウェルカム・ドリンクのサービス。
10% Rabatt auf die best available rate und ein Willkommens-Drink beim
check-in. Muss mit einer gültigen Visa-Karte bezahlt werden.
オンライン予約でのみ有効。ウェルカム・ドリンクは、チェックイ
ン時に、ミネラルウォーター、オレンジジュース、プロセッコから
お一人様一品お選びいただけます。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。

ホテル・シュバイツァーホフ・チューリッヒは、140年以
上、温故知新の精神で世界中のお客様を魅了してきまし
た。この歴史的なホテルはチューリッヒの主要駅の向か
いにあり、リマト川付近から観光をはじめるのに理想的
な場所です。ショッピングで有名なバーンホフシュトラッ
セ通り、新しい観光スポットのオイロパアレー、金融エリ
アのパラデ広場なども、ホテルからすぐそこです。

www.hotelschweizerhof.com/enから、クーポンコード "VISA"を入力
し、ご予約ください。お支払いには必ずVisaカードをご利用ください。
お部屋のご予約は以下の手順で行なってください。

Bahnhofplatz 7, 8001 Zurich
+41 44 218 88 10
https://www.hotelschweizerhof.com/en
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1) Visit www.hotelschweizerhof.comから"Book Now"をクリック。
2) 日付を入力して、"Inquire"をクリック。
3) 右上の"Promo Code"をクリックして、クーポンコード "VISA"を入力。

「スイス優待ガイド」2019-2020
ご利用上の注意
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。

● 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 9月現在

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「スイス優待ガイド」2020

PDFをご

提示ください。

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

本 Visa 優待特典・スイスについて
● Visa 優待特典・スイス「スイス優待ガイド」2020 の優待期間は、

2020年10月31日(土)までです。

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

アクティビティーの優待特典について

ご了承ください。

● 本「スイス優待ガイド」2020

● 本「スイス優待ガイド」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。

● 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

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

す。

ので、予めご了承ください。

● 優待特典をご利用いただく際には、本「スイス優待ガイド」2020

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

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「スイス優待ガイド」2020 PDFをご持参いただかない場合は

ここを提示してください。

ダイニングの優待特典について

協賛店様

● 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

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

本「スイス優待ガイド」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 offer 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.

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。

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「スイス優待ガイド」2020

の優待特典は、旅行者のためのも

のです。スイスに３ヶ月以上滞在されている方は、優待特典を受
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

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

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

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。

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

● 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

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

せていただきます。

予約は英語で行なってください。

● 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

● 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

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

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。)

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

● 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。
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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

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

ください。
● 優待特典は本「スイス優待ガイド」2020

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

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。

