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Goethe-Straße Sales Guide
ゲーテ街道 セールスガイド

フランクフルト

フルダ



フルダ
ゲーテが愛したフルダのバロック建築
ゲーテがワイマールからフランクフルトへの
旅の途中で好んで滞在したのが、このフルダ
であった。彼は、今も変わらずに残るこの
バロック時代の街並みをこよなく愛し、フル
ダにおける交友関係を大切にしていた。ゲー
テの足跡をたどりながら、旅人の憩いの街
－フルダを肌で感じてもらいたい。
��12ページ

エアフルト
中世の商業都市
ゲーテがエアフルトで活躍の場を広げていた
ことは、銘が記された家屋の数からうかが
い知ることができる。彼は公務のためだけ
でなくプライベートでも度々ここを訪れてい
た。エアフルトは「テューリンゲンのローマ
」と称したほど思い入れのある街である。
��20ページ

アイゼナッハ
ゲーテが魅了され続けた街
「ここはたとえようもなく美しい」。
1777年、ゲーテがヴァルトブルク城でシャ
ルロッテ・フォン・シュタイン夫人に宛て
た手紙にはこう記されている。彼はアイゼ
ナッハを幾度となく訪れ、公務や詩歌、デ
ッサンに勤しむとともに、地質学にも関心
を寄せたという。　��16ページ

ワイマール
ゲーテが生活と活動の拠点をおいた街
ゲーテは1775年11月初旬に客人としてワイ
マールにやってきた。その前年、カール･ア
ウグスト侯爵は、ワイマールからパリに行く
際にフランクフルトに滞在し、そこに住む若
き作家をイルム河畔の大公国に招いた。��2
4ページ

ゲーテ街道の旅へようこそ。ゲーテ、バ
ッハ、ヴァーグナーをはじめとする有
名な偉人の軌跡をたどるゲーテ街道。
ここでは、美しく歴史ある街、華麗な
城・宮殿、ユネスコ世界遺産、芸術、
文化、愛すべき伝統に出会える。

このセールスガイドはゲーテ街道沿いの街の
見どころを紹介するとともに、おすすめのホ
テルやレストラン、重要イベント、テーマ別
のルートプランを掲載している。

イエナ
古くからの大学都市
ゲーテはワイマール宮廷と距離をおくためイ
エナを訪れ、ここを拠点に文学活動に力を
いれた。『ファウスト』や『ヴィルヘルム・
マイスター』などの作品を手がけただけでな
く、イエナ大学の発展に貢献したことも広く
知られている。イエナで過ごした5年間に、
植物園、鉱物収集館、大学図書館がゲーテ
の指揮で創立された。��28ページ

* Goethe-Straße
ゲーテ街道

ワイマールのゲーテとシラー
の像（一部）

2

Go
et

he
-S

tr
aß

e

3

ゲ
ー
テ
街
道

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

フランクフルト
ゲーテ生誕の地
1749年8月28日、正午を告げる鐘の音
とともに、ヨハン・ウォルフガング・
ゲーテはマイン河畔のフランクフルト
で生まれた。彼にとってここは幼少時
から青年期までを過ごしたふるさとで
ある。旧市街の様子や、国王の選挙、
神聖ローマ帝国皇帝の戴冠式に居合わ
せた興奮は彼の心の中にいつまでも刻
み込まれていたようだ。ここフランク
フルトでの思い出は後の作品にも多く
登場している。��8ページ

レーマーベルク

植物園の管理事務所 ツァイス・プラネタリウム

メードラー・パッサージェ バッハ像とトーマス教会ユネスコ世界遺産　 ヴァルトブルク城 バッハの像

大聖堂 フルダ城教会

ゲーテの家 マルクト広場

ライプツィヒ
アーバッハス・ケラーとゲーテの『ファウス
ト』
ゲーテは1765年から1768年までライプツ
ィヒ大学で学んだ。ライプツィヒの美しさに
彼は心を奪われ、「我がライプツィヒ、汝を
褒め称えん。小パリのごとく人々を教え導く
街」とプライセ河畔のこの見本市の街を賞賛
している。アウアーバッハス・ケラーは、ゲ
ーテがよく足を運び、ここでインスピレーシ
ョンを受けたことから、大作『ファウスト』
の一場面にも登場する。　 ��32ページ

D E U T S C H -

Frankfurt
フランクフルト

Weimar
ワイマール

Jena
イエナ

ドイツ

マリア大聖堂とセヴェリ教会

クレーマー橋

Fulda
フルダ

フランクフルトのスカイラ
イン

Eisenach
アイゼナッハ

Erfurt
エアフルト

Leipzig
ライプツィヒ



モデルルート1

ゲーテ街道ハイ
ライト
3泊4日プラン
(フランクフルト、アイゼナッハ、
ワイマール泊）

1日目 フランクフルト到着
買物フリータイム、フランクフルト泊

2日目
ガイドツアー「ゲーテの足跡を訪ねて」でゲ
ーテハウスを見学、ザクセンハウゼンにある
典型的なりんご酒の居酒屋で昼食→アイゼナ
ッハ：ヴァルトブルク城を見学、ガイドツア
ーでバッハの家を見学、古楽器演奏を鑑賞、
「トゥルムシェンケ」で夕食、アイゼナッハ
泊

3日目
→ワイマール：ガイドツアーでゲーテの家を
見学、「メーヴェンピック」で昼食、アンナ
・アマーリア図書館の見学、フリータイム、
レストラン「ヴァイサー・シュヴァン」で夕
食（「天皇の間」の見学含む）、ワイマール
泊

4日目
→ライプツィヒ：ガイドツアーでトーマス教
会およびバッハの墓を訪れる、「アウアーバ
ッハス・ケラー」で昼食、出発

モデルルート2

ゲーテの足跡を
訪ねて
5泊6日プラン
(フランクフルト、フルダ、ワイマール、イ
エナ、ライプツィヒ泊）

1日目 フランクフルト到着
ザクセンハウゼンにある典型的なりんご酒の
居酒屋で夕食、フランクフルト泊

2日目
ガイドツアー「ゲーテの足跡を訪ねて」でゲ
ーテハウスを見学、買物・昼食フリータイム
→フルダ：ガイドツアーでフルダ城、大聖堂
、バロック地区を見学、夕食はゲーテお気に
入りの宿屋で特別ゲーテ・メニュー、フルダ
泊

3日目
→エアフルト：ガイドツアーで市内観光、歴
史的レストランで昼食→ワイマール：ガイド
ツアーでゲーテ国立博物館を見学、ヘルダー
教会でコンサート鑑賞、レストラン「アルト
・ヴァイマール」で夕食、ワイマール泊

4日目
イルム公園を散歩しゲーテのガーデンハウス
を見学→イエナ：レストラン「ツア・ノル」
で昼食、ガイドツアーでシラーのガーデンハ
ウスを見学、植物園を見学、タワーレストラ
ン「スカーラ」で夕食、イエナ泊

5日目
→ライプツィヒ：ガイドツアー、「アウアー
バッハス・ケラー」で昼食、買物フリータイ
ム、出発もしくはライプツィヒ泊（この場合
はトーマス教会やゲヴァントハウスでのコン
サート鑑賞がお勧め）
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モデルルート3

偉大な音楽家の
足跡を訪ねて
4泊5日プラン
(フルダ、アイゼナッハ、ワイマール、ライ
プツィヒ泊）

1日目 フランクフルト到着
→フルダ：大聖堂もしくは他の歴史的な教会
でのコンサート鑑賞、ガイドツアー「バロッ
クの街にゲーテの足跡を訪ねて」、ゲーテ・
メニューもしくは「杜氏認定書」のある小さ
な醸造所で夕食、フルダ泊

2日目
→アイゼナッハ：ガイドツアー「バッハの足
跡を訪ねて」でバッハの家を見学、古楽器演
奏を鑑賞、ヴァルトブルク城の「ラントグラ
ーフェンシェンケ」で昼食、ヴァルトブルク
城とロイター・ヴァーグナー博物館（バイロ
イトに次いで世界で2番目のヴァーグナーコ
レクション）を見学、「トゥルムシェンケ」
で夕食、ゲオルク教会（バッハが洗礼を受け
た教会）でオルガン演奏を鑑賞、アイゼナッ
ハ泊

3日目
→エアフルト：ガイドツアー、マリア大聖堂
のオルガン演奏を鑑賞、旧市街の老舗レスト
ランで昼食
→ワイマール：市内観光でリスト博物館を見
学、レストラン「ヴァイサー・シュヴァン」
で夕食、ワイマール泊

4日目
マチネーコンサート鑑賞→ライプツィヒ：老
舗カフェレストラン「カフェ・バウム」で昼
食、ガイドツアーでバッハの墓のあるトーマ
ス教会と旧市庁舎を見学、グラッシィ複合博
物館の楽器博物館を見学、「アウアーバッハ
ス・ケラー」で夕食、ゲヴァントハウスもし
くはトーマス教会でコンサート鑑賞、ライプ
ツィヒ泊

5日目
世界で唯一現存するメンデルスゾーンのかつ
ての住まいとメンデルスゾーン博物館を見学
、買物フリータイム、昼食、出発

モデルルート4

城と宮殿、
庭と庭園
(ユネスコ世界遺産
モデルルート）

3泊4日プラン
(フルダ、エアフルト、ワイマール泊）

1日目 フランクフルト到着
→フルダ：フルダ城、城庭園、修道院や私邸
の庭を見学、ゲーテも好んだ特別料理で夕食
、フルダ泊

2日目
バロック地区を見学→アイゼナッハ：「ホテ
ル・アウフ・デア・ヴァルトブルク」で昼食
、ヴァルトブルク城の見学→エアフルト：テ
ーマ別ガイドツアー、夕食は老舗レストラン
でロマンチックなゲーテ・ディナー、エアフ
ルト泊

3日目
エアフルト：エガパークを見学→ワイマール
：ワイマール城とイルム公園を見学、「シュ
ヴァルツァー・ベア」で昼食、ベルヴェデー
レ城・公園へ馬車で移動、ティーフルト城・
公園を見学、レストラン「ヴァイサー・シュ
ヴァン」で夕食（「天皇の間」の見学含む）
、ワイマール泊

4日目
→イエナ：植物園を見学、植物園のパルメン
ガルテンで昼食、出発
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フランクフルト

フルダ　

アイゼナッハ

エアフルト

ワイマール

イエナ

ライプツィヒ

距離 フランクフルト フルダ アイゼナッハ エアフルト ワイマール イエナ ライプツィヒ

100 194 252 270 298 399

100 99 156 173 202 288

194 99 61 79 107 208

252 156 61 21 55 155

270 173 79 21 22 140

298 202 107 55 22 114

399 288 208 155 140 114

アイゼナッハのヴァル
トブルク城

ワイマールのアンナ・
アマーリア大公妃図書
館

フランクフルトのゲー
テハウス

ライプツィヒ、バッハ像
前での演奏会

フルダの大聖堂 イエナ、シラーのガーデ
ンハウス

ワイマールのゲー
テの家

ライプツィヒ、レストラ
ン「アウアーバッハス・
ケラー」

フルダ城 エアフルトのエガパークワイマールのベルヴェデ
ーレ宮殿

イエナの植物園

フルダのバロック地区 文化保護指定されてい
る旧市街

アイゼナッハのゲオル
ク教会

ライプツィヒのメンデル
スゾーン・ハウス

* Routenvorschläge
ゲーテ街道をめぐるプランとサービス



モデルルート7

伝統とモダン
4泊5日プラン
(フランクフルト、アイゼナッハ、イエナ、
ライプツィヒ泊）

1日目 フランクフルト到着
ポスマンりんご酒圧搾工場を見学、「
エッベルヴァイ・エクスプレス」で観光、フ
ランクフルト泊

2日目
ショッピングエクスカーション→
アイゼナッハ：レストラン「デア・ツヴィン
ガー」で昼の軽食、自動車博物館を見学、オ
ペル自動車工場のガイド、「トゥルムシェン
ケ」で夕食、アイゼナッハ泊

3日目
→エアフルト：歴史的な路面電車のガイドツ
アー、ジャガイモ団子クッキング講座の後で
昼食、ヴァイス青色染色を見学→イエナ：ツ
ァイス・プラネタリウムの上映、タワーレス
トラン「スカーラ」で夕食、イエナ泊

4日目
ショット・ガラス博物館や光学博物館を見学
、「ツア・ノル」で昼食→ライプツィヒ：B
MW工場のガイド（英語のみ。サイトwww.
bmw-werk-leipzig.de
で直接予約）、ライプツィヒ泊もしくは出発

その他の耳寄り
なテーマ
バッハの足跡を訪ねて

Eisenach アイゼナッハ
バッハの家、ゲオルク教会（バッハが先例を
受けた教会）、バッハの像　　
Arnstadt アルンシュタット　
バッハ教会、バッハの像、バッハの家　

Wechmar ヴェヒマール
バッハ一族の家（音楽家一族バッハ家発祥の
家）

Erfurt エアフルト
ミヒャエル教会、プレディガー教会、
カウフマン教会、アウグスティヌス
教会

Weimar ワイマール
聖ペテト・パウル教会

Dornheim ドルンハイム
バルトロメウス教会（バッハが結婚
した教会）

Leipzig ライプツィヒ　
トーマス教会（バッハの墓がある）、バッハ
像、バッハ・アルヒーフ付属バッハ博物館、
ゲヴァントハウス

伝統工芸／テクニカルビジット
テューリンゲン磁器街道
カーラ磁器製作所、ルードルシュタット、ブ
ランケンハイン、ジッツェンドルフ
テューリンゲン森の吹きガラス工房
色ガラス製作所、ロイス・ガラススタジオ社
（グレーフェンローダ）、クレープスガラス
社（ラウシャ）、グライナー・ガラス製作所
（ノイハウス）
青色染色（エアフルト）
ガルテンツヴェルク*工場
(グレーフェンローダ）
*「庭の小人」の意。
庭に飾る陶製の人形

• 狩猟・スポーツ銃（ズール)　武器博物館
• 光学産業・ガラス産業
ショット・ガラス博物館、光学博物館、
ツァイス・プラネタリウム

• フランクフルトのヘキスト磁器製作所

テューリンゲンの古城

ヴァルトブルク城（アイゼナッハ):
ユネスコ世界遺産

エリザベーテンブルク城 (マイニンゲン):
ユネスコ世界遺産

ウイルヘルムスブルク城
(シュマルカルデン):　ユネスコ世界遺産

フリーデンシュタイン城（ゴータ):
エクホーフ劇場がある

ドライグライヒェンとモルスドルフ城
(エアフルト):　3つの城からなる

湖上の城－コッホベルク城:
ゲーテとシュタイン夫人ゆかり

ドルンブルク城群 (イエナ):
ゲーテ記念館のある

アルテンブルク城 :
トロースト・オルガンとカルタ
博物館のある
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モデルルート5

ゲーテ街道のク
リスマス
4泊5日プラン
(フランクフルト、エアフルト、
イエナ、ライプツィヒ泊）

1日目 フランクフルト到着
ガイドツアー「ゲーテの足跡を訪ねて」でゲ
ーテハウスを見学、クリスマス市を散策、買
物フリータイム、ザクセンハウゼンで夕食、
フランクフルト泊

2日目
→エアフルト：ガイドツアーで大聖堂でのオ
ルガン演奏鑑賞、クリスマス市で昼の軽食、
展示「クリスマス時期の花」を見学、クリス
マス市を散策、買物フリータイム、旧市街の
老舗レストランで夕食、エアフルト泊

3日目
→ワイマール：ガイドツアー、レストラン「
ヴァイサー・シュヴァン」で昼食、ワイマー
ル・クリスマス市を散策→イエナ：クリスマ
ス市（夕方の塔上吹奏あり）を散策、買物フ
リータイム、タワーレストラン「スカーラ」
で夕食、イエナ泊

4日目
→ライプツィヒ：ガイドツアー、老舗カフェ
レストラン「カフェ・バウム」で昼食、買物
フリータイム、クリスマス市の散策、ゲヴァ
ントハウスもしくはトーマス教会でのコンサ
ート鑑賞、「アウアーバッハス・ケラー」で
の夕食、ライプツィヒ泊

5日目
出発

モデルルート6

ショッピングと
ライフスタイル
3泊4日プラン
(フランクフルト、エアフルト、ライプツィ
ヒ泊）
1日目 フランクフルト空港着
フランクフルト：ガイドツアー、ザクセンハ
ウゼンで夕食、フランクフルト泊

2日目
高級品店が並ぶゲーテ通りとツァイルでショ
ッピング、クラインマルクトハレ（屋内市場
）と青物市の散策、典型的なりんご酒の居酒
屋で昼食→エアフルト：ガイドツアーでクレ
ーマー橋でのショッピング、旧市街の老舗レ
ストランで夕食

3日目
→イエナ：ガイドツアー、中心街／ゲーテ・
ギャラリーでショッピング、タワーレストラ
ン「スカーラ」で昼食→ライプツィヒ：ガイ
ドツアー「1000年におよぶ商業・現物（見
本市）の歴史を訪ねて」、「バーテルス・ホ
ーフ」で夕食、ライプツィヒ泊

4日目
各自で心ゆくまでショッピング
タワーレストラン「パノラマ」で昼食、出発
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フランクフルトのクリスマス市 手作りのテューリンゲン
産クリスマス飾り

エアフルトのクリスマス市 イエナのクリスマス市 フランクフルトのエッベ
ルヴォイ・エクスプ

イエナのツァイス・プ
ラネタリウム

アイゼナッハの自動車
博物館

テューリンゲン風グリル
ソーセージ

フランクフルトのグリー
ンソースとりんご酒

イエナのゲーテ・ギャ
ラリー

エアフルトのクレーマー
橋

ライプツィヒのメードラ
ー・パッサージェ

アイゼナッハのバッハの家 ワイマールの市教会
(ペテロ・パウル教会）

エアフルトの伝統工芸
青色染色

www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）
アルンシュタットのバッハ教会
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見どころ／美術館・博物館

FrankfurterGoethe-Hausund
Goethe-Museum

フランクフルト・ゲー
テハウスとゲーテ博物館

文豪ゲーテが生まれ、幼年・青年期を過ごし
た家。
住所: Großer　Hirschgraben　23-25

60311　Frankfurt
Tel.　 +49　(0)　69　138800
Fax　 +49　(0)　69　13880222
www.goethehaus-frankfurt.de　
開館:　 月～土　 10:00～18:00

(10月～3月は16:00まで）
日祝:　 10:00～17:30

(図書館:月～金　 10:00～12:00、
13:00～16:00　
事前申込により17:30まで）

料金: 大人5ユーロ／割引3ユーロ／
家族8ユーロ／
グループ（11人以上）
4ユーロ／グループ
(20人以上）3ユーロ　　

AlteOper
アルテ・オペラ

1880年に民間の財団によって建てられたコ
ンサートホール。
住所:　 Opernplatz,　60313　Frankfurt/Main
Tel.　 +49　(0)　69　13400
www.alteoper.de

Römer
旧市庁舎レーマー

歴史ある市庁舎。市長の居所。

Paulskirche
パウル教会

1848年に第1回国民議会が開かれた。

Kaiserdom
大聖堂

1356年以降、神聖ローマ帝国皇帝の公選挙
が行われた。
Katholisches　Dompfarramt　St.
Bartholomäus
住所:　 Domplatz　14

60311　Frankfurt/Main　
Tel.　 +49　(0)　69　2970320
Fax　 +49　(0)　69　29703249
Mail:　 pfarrbuero@dom-frankfurt.de
開館:　 毎日　 9:00～12:00／

14:30～18:00　(昼時と金曜
午前は塔のみ開いている）

StädelMuseumFrankfurt
フランクフルト・シュテー
デル美術館

レンブラントからピカソにおよぶ豊富な絵画
コレクション。
住所: Schaumainkai　63,　60596　Frankfurt
Tel.　 +49　(0)　69　6050980
Fax　 +49　(0)　69　605098111
www.staedelmuseum.de　
開館:　 火～日　 10:00～18:00

(水木は21:00まで）
休館:　 月
料金:　 大人10ユーロ／割引8ユーロ／

家族18ユーロ／グループ
(20人以上）8ユーロフランク
フルトカード割引5ユーロ

MuseumfürModerneKunst
モダンアート美術館

ポップアートから現代美術にいたるまでの優
れたコレクション。住所:　　Domstr.　10
60311　Frankfurt
Tel.　 +49　(0)　69　21230447
Fax　 +49　(0)　69　21237882
www.mmk-frankfurt.de　
開館:　 火～日　 10:00～17:00　

(水は20:00まで）
*入場は閉館30分前まで

休館:　 月
料金:　 大人7ユーロ／割引5ユーロ／

6歳以下無料
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* Frankfurt
フランクフルト

Tourismus+CongressGmbHFrankfurtamMain
住所: Kaiserstraße　56
D-60329　Frankfurt　am　Main
担当:　 Frau　Jasmin　Bischoff
Tel. +49　(0)　69　21238800　
Fax +49　(0)　69　21237880
Email: info@infofrankfurt.de

www.frankfurt-tourismus.de

伝統とモダン、商業と文化、喧騒と静寂、
そんな対比が鮮やかなフランクフルト。
国際都市フランクフルトの特徴は、メッセ開
催、金融業、文化活動、スカイラインに代表
されるアクセスの良さ、などだろう。街には
高層ビルが建ち並び、国内外の銀行はもとよ
り、証券取引所やドイツ連邦銀行、欧州中央
銀行もこの街に拠点を置いている、ここはド
イツ金融界における「ナンバーワン」だ。

マイン川両岸には14件もの美術館がネック
レスのように建ち並ぶ。フランクフルは、芸
術・文化面でも高い水準を誇っている。新築
・増築された建物には、モダンアート美術館
、ドイツ建築博物館、コミュニケーション博

物館などがあり、国際的に高く評価されてい
る建築家たちの宝ともいうべきものが数多く
見られる。

フランクフルトは750年以上もの歴史をもつ
伝統的なメッセの街でもある（メッセとは1
9世紀末までは現物市、それ以降は見本市を
さす）。街の西に位置する見本市会場には1
0棟の展示ホールがあり、展示面積は47万5,
000㎡にも及ぶ。大規模な国内・国際見本市
が一年を通じて開催されており、特に秋の書
籍市や国際自動車展には毎年世界各国から多
くの人が集まってくる。
さらに、フランクフルトはショートトリップ
に理想的な出発点と言えるだろう。タウヌス

、スペサート、オーデンヴァルズなどフラン
クフルト近郊にも数多くの観光スポットがあ
る。ハイデルベルク、ヴィースバーデン、マ
インツ、古城とワイン畑のロマンティックな
ラインガウ地方などの周遊も人気が高い。

フランクフルトのスカイライン

最寄りの空港
フランクフルト国際空港　

8

Fulda

Eisenach Erfurt

Leipzig

Weimar
Jena

Frankfurt
フランクフルト

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

フランクフルト・ゲーテハウスとゲーテ博物館
アルテ・オペラ
旧市庁舎レーマー
パウル教会
大聖堂
フランクフルト・シュテーデル美術館
モダンアート美術館
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パウル教会

ゲーテハウス

アルテ･オペラ
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アクセス

車
アウトバーンA3　/　A5　/　A66　/　A661

鉄道
ICE

ヨーロッパ心臓部のメトロポリス
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エッベルヴァイ・エクスプレスフランクフルトのマイン河岸
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Römerberg Kaiserdom

宿泊インフォメーション

フランクフルトには、大手国際ホテルチェー
ンのホテルから、個人経営の高級旅館まで様
々なカテゴリーの宿泊設備がある。ホテルの
室数、設備、料金についての最新情報はサイ
トwww.frankfurt-tourismus.deを参照。
予約は街のインフォメーションでもできる。

観光ガイドツアー

＜バスツアー＞
定期観光バス（2.5時間）
言語:　 14ヵ国語（日本語あり）

のテープガイドによる観光バス
日程:　 毎日4月～10月

(11月～3月は午後便のみ）
出発:　 1) レーマーのツー

リストインフォ前
10:00／14:00発

2) 中央駅エントランスのツー
リストインフォ前
10:15／14:15発

料金:　 大人26ユーロ／子供10ユーロ／
割引21ユーロ(フランクフルトカー
ドの特典割引あり）

イヴニングツアー
(1.5時間、下車・内部見学なし）
言語:　 14ヵ国語
日程:　 毎日17:45　

～、中央駅ツーリストインフォ発
チケット販売は中央駅ツーリスト
インフォにおいてのみ

料金:　 大人16ユーロ*／割引12ユーロ*／
子供（6～12歳）5ユーロ
(フランクフルトカードで25%
割引あり）

テーマ別ツアー（グループ対象）
ゲーテの足跡を訪ねて
フランクフルトとエッベルヴァイ（りんご酒)
欧州と銀行の中心、フランクフルト
ゲーテ･ハウスのガイド
フランクフルトの歴史的犯罪史
有名であったのに忘れられていったフランク
フルトの女性達　フランクフルトの建築
パウル教会とパウル教会国民議会
レーマーの皇帝の間

美術館通り
フランクフルトのユダヤ人
1848年の自由主義運動　
ヘキスト・ツアー　
言語:　 要問合せ（20ヵ国の言語あり）

日程:　 要問合せ
料金:　 ドイツ語ガイド（2時間まで）
114ユーロ
日本語ガイド（2時間まで）
124ユーロ
バス手配も可能

耳寄り情報

フランクフルトカード
Sバーン、Uバーン、バス、市電に乗り放題。
美術館・博物館の入場料割引特典あり。
料金:　
1日有効8.70ユーロ／2日有効12.50ユーロ
グループカード（5人まで）
1日有効　15ユーロ／2日有効24ユーロ

フランクフルト動物園
ヨーロッパでも有数の動物園。熱帯動物館・
夜行性動物館は必見。
住所:　　 Bernhard-Grzimek-Allee　1,　

D-60316　Frankfurt　am　Main
Tel:　 +49　(0)69-21233735
www.zoo-frankfurt.de
開園:　 夏季9:00～19:00　(冬季は17:00まで)
料金:　 大人8ユーロ／子供4ユーロ／

家族20ユーロ／20人以上6ユーロ

フランクフルト・パルメンガルテン
PalmengartenFrankfurt
フランクフルト市内・近郊の人達に年齢を問
わず人気の高いスポット。バラ園、ツツジ園
、熱帯植物園、亜南極室および様々なコレクシ
ョンが見られる最新設備の温室も興味深い。
住所:　 Siesmayerstr.　63　

D-60323　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)　69　/　21239111
www.palmengarten.frankfurt.de
開園: 2～10月　 9:00～18:00

(11～1月は16:00まで）
料金:　 大人5ユーロ／子供（割引）

2ユーロ／家族9.50ユーロ／
フランクフルトカードで2.50ユーロ

ショッピング

フランクフルト中心街でのショッピングの中
心地と言えば「ツァイル」。ここはツァイル
ギャラリーや大手デパート、流行の品や靴、
電気製品を扱う店が立ち並ぶ。「ゲーテ通り
」にはトップブランドの店が集まり、エスカ
ーダ、シャネル、オットー・ケルン、ヴェル
サーチ、カルティエなど世界の名だたるブラ
ンド品がほとんど揃う。

インセンティブ

エッベルヴァイ・エクスプレス
Ebbelwei-Express
エッベルヴァイとはりんご酒のこと。路面電
車に乗って、りんご酒とプレッツェルを片手
に市内観光。音楽や司会者をアレンジすれば
さらに盛り上がる。カラフルな路面電車でザ
クセンハウゼン（りんご酒の酒場街）や旧市
街を巡れば、きっと忘れがたい思い出になる
はず。
問合せ:　フランクフルト交通局
Verkehrsgesellschaft　
Frankfurt　am　Main　mbH
住所:　 Kurt-Schumacher-Str.　10

D-60311　Frankfurt　am　Main
Tel.:　 +49　(0)69-21322425
Fax:　 +49　(0)69-21322727
www.ebbelwei-express.com
乗車限度:　90人（40人程度がおすすめ）

ヘッセンパークHessenpark
タウヌスのノイ・アンスパッハにあるヘッセ
ンパーク野外民家園では色々な体験ができる
。多数のプログラムを企画・開催しており、
伝統的な手工芸を試せるのも嬉しい。夜には
18世紀の宿屋「ヴィルトハウス・ツム・ア
ドラー」やトレンデルブルクから移設された
果物倉庫（500人まで）、オーバーヴェーザ
ーからきた納屋（80人まで）、またはレー
スハインからきた水車小屋の会議室（20人
まで）が利用できる。
問合せ:　ヘッセンパーク野外民家園

FreilichtmuseumHessenpark
住所:　 D-61267　Neu-Anspach
Tel.:　 +49　(0)6081-5880
Fax:　 +49　(0)6081-588160
www.hessenpark.de
問合せ:　 レストラン「アドラー」　

RestaurantAdler
住所:　 D-61267　Neu-Anspach
Tel.:　 +49　(0)6081-5515
Fax:　 +49　(0)6081-5594
www.wirtshaus-im-hessenpark.de
営業:　 3～10月　 毎日　
9:00～18:00（入店は閉店1時間前まで）
11月は17:00まで（入店は閉店1時間前まで)
12月以降もオンリクエストでガイドは可能。

テクニカルビジット

ヘキスト磁器製作所
HöchsterPorzellan-Manufaktur
「体験型磁器製作所」が見学できる。通常は
展示場と見学工房のみの見学だが、専門ガイ
ドをつけてヘキスト磁器製作所の生産工程を
見学することも可能。1746年に設立された
同製作所はドイツで2番目に古い。
住所:　 Palleskestr.　32

D-65929　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)69-30090244
Fax:　 +49　(0)69-30090224
www.hoechster-porzellan.de
館内ガイド（事前予約不要、個人参加可能）
日程:　 火　 10:00／15:00
所要時間:　 約1時間料金:　大人5ユーロ／

16歳まで2.50ユーロ／
10歳まで無料

ドイツ取引所DeutscheBörseAG
ドイツで最高の取引額を誇る取引所。19世
紀初頭の装飾豊かな建物。
住所:　 Borsenplatz　4,　D-60487　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)69-21111515
Fax:　 +49　(0)69-21112005
www.deutsche-boerse.com
見学予約:
-　仲買取引・クセトラ取引の基礎概説、

クセトラ・プレゼンテーションとドイツ取引
所グループの構造･組織の紹介など（無料）:
月～金　 10:00～11:00
- 毎朝8:45分の取引開始のオープニングベ
ルに合わせ、1.5時間のVIPプログラムがあ
る。午後は12:00／14:00／16:00。個別に
案内がつき、有料で、費用はグループ全体
(70名以下）で125ユーロ（＋付加価値税)。

レストラン

ロースバッハー・タールLorsbacherThal
ザクセンハウゼンの中心部にある、1896年
から代々続いてきた気さくなアップルワイン
酒場。
住所:　 Große　Rittergasse　49

Alt-Sachsenhausen
Tel.:　 +49　(0)69-616459
www.lorsbacher-thal.de

ツム・シュヴァルツェン・シュテルン
ZumSchwarzenStern
気楽な食事、ロマンティックなペア・ディナ
ー、ビジネス関係の友人との食事など、様々
な用途に適した伝統的な宿屋兼レストラン。
住所:　 Römerberg　6,　Altstadt
Tel.:　 +49　(0)69-291979
www.schwarzerstern.de

クロースター・ホーフKlosterhof
旧カルメル修道院前の雰囲気ある鄙びたレス
トラン。美しいビアガーデン。
住所:　 Weissfrauenstrasse　3

D-60311　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)69-91399000
www.klosterhof-frankfurt.de

マインガウ・シュトゥーベン・イム・ホテル
・マインガウ
MaingauStubenimHotelMaingau
伝統的な料理を現代風にアレンジ。ラインガウ
地方、フランケン地方のドイツワインが豊富。
住所:　 Schifferstrasse　38-40

D-60594　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)69-609140
www.maingau.de

ヴァーグナー Wagner
典型的なりんご酒の居酒屋。居心地のよい客
室多数。2つの中庭とウィンターガーデンあり。
住所:　 Schweizer　Strasse　71

D-60594　Frankfurt
Tel.:　 +49　(0)69-612565
www.apfelwein-wagner.com

食の名物

フランクフルト・ソーセージ
FrankfurterWürstchen
フランクフルト・ソーセージの初のレシピが印
刷されたのは1749年のこと。世界的に有名な
このソーセージには、脂の少ない豚のモモ肉を
使うことが多い。酸味の強いマスタードやおろ
したてのワサビダイコンをつけて食べる。

グリーンソース
GrüneSoße
フランクフルトの有名なグリーンソースは、
「フランクフルトの息子」と称されるゲーテ
も好んだもの。パセリやアサツキをはじめ季
節によって旬のハーブが最低7種類使われる
。牛肉やジャガイモによく合う。

スペアリブのザウアークラウト添え
RippchenmitKraut
フランクフルトの「リプヒェン」とは、塩水
に漬けた豚のあばら肉のこと。冷たいまま、
もしくは軽く暖め、マスタードをたっぷりと
つけて、薄切りのパンと食べる。ザウアーク
ラウトも相性がいい。もちろん、りんご酒も
お忘れなく。

当地の飲み物
アップルワイン
Apfelwein
フランクフルトの人々の飲み物「エッベルヴ
ァイ」とはりんご酒のこと。約６ヵ月醗酵さ
せたアルコール度数5.5%の飲み物。りんご
酒の楽しみ方には色々あり、ピュアで飲むだ
けでなく、炭酸水やレモネードと混ぜたりも
する。

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）
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HistorischeRäumedesStadtschlosses
フルダ城の歴史的な部屋

歴史的な部屋では、フルダ領主司教の私宅、
祝宴の間、フルダ磁器、テューリンゲン磁器
の有名なコレクションが見られる。
開館:　　 毎日　 10:00～18:00

(金は14:00から12月
24･31日は休館）

料金: 大人2.80ユーロ／割引1.80ユーロ／
グループ（大人15人以上）
1.80ユーロ

Dom
大聖堂

1704年～1712年建立。かつての司教座教
会でフルダのハイライトにあたる。
開館: 月～金　 10:00～18:00

(11月～3月は17:00まで）
土　 　 10:00～15:00
日祝　 13:00～18:00

礼拝の際は見学不可。

VonderauMuseum
フォンデラウ博物館

美術史、博物（生物・鉱物・自然地理）、
絵画、彫刻の3部門からなるコレクション。
小プラネタリウム（37席）も併設されている。
開館:　 金を除く毎日　 10:00～18:00
料金:　 大人2.80ユーロ／割引1.80ユーロ／

グループ（大人15人以上）
1.80ユーロ

SchatzkammerdesDoms
大聖堂宝物室

聖遺物、宗教儀式の装束、礼拝用具のコレク
ションがあり、フルダの修道院の歴史を幅広
く紹介している。
開館:　 火～土　 10:00～17:30

(11～3月は10:00～12:30、
13:30～16:00)

日祝　 12:30～17:30
(11～3月は16:00まで）

休館:　 1月15日～2月15日
復活祭にあたる金土日曜
聖霊降臨祭の日曜、12月24･25日

料金:　 大人2.80ユーロ／学生1.80ユーロ／
グループ（大人15人以上）
1.80ユーロ

MuseumSchlossFasanerie
ファザネリー城博物館

ヘッセン州で最も美しいバロック様式の城館。
部屋は60以上あり、宮廷の生活文化史が概
観できる。特に磁器と古代美術館のコレクシ
ョンは必見（ガイドつきでのみ見学可)。
開館:　 4～10月　 10:00～17:00

(最終入場16:00）
休館:　 月
料金:　 大人5ユーロ／割引2.50ユーロ／

グループ
(大人20人以上）3.50ユーロ
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* Fulda
フルダ

Tourismus-undKongressmanagementFulda
住所:　 Bonifatiusplatz　1　(Palais　Buttlar)　
D-36037　Fulda
担当:　 Lehmann
Tel.:　 +49　(0)661-1021810
Fax:　 +49　(0)661-1022811
Email: tourismus@fulda.de

www.tourismus-fulda.de

堅実な政治と財政政策をもとに、フルダ領主
司教は17世紀後半にフルダと大司教区にと
ってバロック時代において二度目となる興隆
の基礎を築いた。才能溢れる建築家達と独創
的なデザイナー達によりフルダには数多くの
建造物が立ち並び、瞬く間にバロック地区が
誕生した。大聖堂、オランジェリーのある新
城や、荘厳な城の数々はフルダの魅力の根源
をなしている。これらの建造物は、今日にお
いても修復され続け、その美しい街並みが「
バロックの都」の異名を冠していることもう
なずける。

一方フルダはヘッセン州東部における、経済
、政治、文化の中心であり、周辺には海外で
も活躍する数多くの企業が拠点を構える。

歴史と伝統が息づく街には、ブティックやカ
フェ、ワインバーが軒を連ね、美術館・博物
館は訪れる人を過ぎた日々へと誘う。ガイド
案内をつければこの街の良さをさらに実感し
てもらえることだろう。一日の滞在では足り
ないと思ったら、良いホテルが数多くあるの
できっと好みのものが見つかるはずだ。クラ
シックとモダニズムが溶け合うこの街フルダ。

ぜひこの街に足を運んでみてほしい。

アクセス

車
アウトバーン　A7　/　A66

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(100km）
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フルダ城（歴史的な部屋）
大聖堂
フォンデラウ博物館
大聖堂宝物室
ファザネリー城博物館
ドイツ消防博物館
フルダ子供アカデミー
ミヒャエル教会
バロック地区
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大聖堂の宝物
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インセンティブ
歴史的なバロック様式の建物でのレセプショ
ンとイベント(問合せ:　観光局）

テクニカルビジット
リコーダー体験の世界
ドイツで演奏されるリコーダーのほとんどは
フルダで生産されたもの。笛の歴史と生産過
程の一部を紹介する。
営業:　 月～金　 10:00～15:00

フルダ環境センター太陽エネルギー
を使った料理／エコロジー情報
オーダーメイドで奥の深いプログラムを提供
している。
営業:　 毎日・要問合せ

レストラン
グメー・レストラン・イム・ゴールデン・カ
ープフェン
GourmetRestaurantimGoldenen
Karpfen
地中海風アレンジの新しいドイツ料理。
住所:　 Simpliziusbrunnen　1-5

D-36037　Fulda
Tel.:　 +49　(0)661-86800
Fax:　 +49　(0)661-8680100

ディアナケラー・イム・ホテル・マリティム
DianakellerimHotelMaritim
高級感ある郷土料理、グループツアー向け、
フルダ城庭園のカフェテラス、天気が良ければ
グリルサラダバーのあるビアガーデンが開く。
住所:　 Pauluspromenade　2

D-36037　Fulda
Tel.:　 +49　(0)661-2820
Fax:　 +49　(0)661-282499

アルテ・プファンドハウスシュトゥーベ
AltePfandhausstube
ワイン酒場、ビストロ、家庭料理、季節の特
別料理、ツアーグループ向け、テラスあり。
毎月:　メニュー試食会
住所:　 Pfandhausstrase　7　+　9

D-36037　Fulda
Tel.:　 +49　(0)661-22901
Fax:　 +49　(0)661-22900

ビール醸造所 ヴィーゼンミューレ
Wiesenmühle
家庭料理、軽食のつくビールセミナーが名物、
ビール醸造所兼居酒屋レストラン・ホテル、ツ
アーグループ向け、テラス、ビアガーデンあり。
住所:　 Wiesenmühlenstr.　13

D-36037　Fulda
Tel.:　 +49　(0)661-928680
Fax:　 +49　(0)661-9286839

ショッペンケラー
Schoppenkeller
ワイン酒場、丸天井の地下でおワイン試飲
(20人以上）、ツアーグループ向け、テラスあり。
住所:　　 Paulustor　6,　D-36037　Fulda
Tel.:　 +49　(0)661-72011
Fax:　 +49　(0)661-72011

食の名物
モデルメニュー
ゲーテ・メニュー
(レストラン「ロマンティック・ホテル・
ゴールデナー・カープフェン」)
1品目 サケのフランクフルト風グリー

ンソースがけサラダ
2品目 ワイマール城庭園の野菜入り

コンソメスープ
3品目 テューリンゲン風マスのフィレ、

ディルソースがけライス添え
4品目 牛の煮込み、ワサビダイコンソー

スがけ、枢密顧問官ゲー
テ夫人風炒めポテト添え
デザート　
アップルケーキ、バニラソース、
バニラアイス添え

当地の飲み物
ビール醸造所ヴィーゼンミューレのビール、
フルダ大修道院の修道院リキュール、ワイン
（シュペートレーゼ＝遅摘みのブドウから作
られるワイン）。シュペートレーゼは18世
紀にフルダ大修道院の領主司教によって「発
見」されたものだという。
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フルダ城庭園旧市庁舎

DeutschesFeuerwehr-Museum
ドイツ消防博物館

ルネサンス時代から現代にいたる消防器具が
2つのホールに展示されている。
開館:　 火～日　 10:00～17:00
休館:　 月
料金:　 大人3ユーロ／割引2ユーロ／

グループ（大人10人以上）2ユーロ

KinderAkademieFulda
フルダ子供アカデミー

美術史、芸術、技術、自然科学部門の展示物
に子供たちが実際に触れられる博物館。中で
も高さ5m、36㎡の大型の心臓模型「入れる
心臓」はそのハイライトにあたる。
開館:　 月～金　 10:00～17:30
日　 13:00～17:30
料金:　 3ユーロ（博物館のみ)／

6ユーロ（「心臓」見学）

Michaeliskirche
ミヒャエル教会

821～822年建造のミヒャエル教会にはカロ
リング王朝時代の地下聖堂があり、中世の礼
拝堂としてドイツでも有数。
開館:　 4～10月　 10:00～18:00

11～3月　 14:00～16:00
休館:　 12月24日･31日、1月、

謝肉祭の前日
グループ入場料1ユーロ

Barockviertel
バロック地区

城と大聖堂を囲んでバロック様式の貴族の館
が調和よく立ち並ぶ。フルダの芸術的で優れ
た街づくりがうかがえる。
フルダの庭園文化コースと庭園
バロックの都フルダには庭園の伝統がある。
庭園文化コースを歩くと、教会の庭園、歴史
的な庭園、公共の庭園、プライベートの庭園
が数多く見られる。年間を通じて開かれてい
るが、開園時間は季節やそれぞれの庭園で異
なる。

観光ガイドツアー

予約先:　Tel.:+49　(0)661-1021814

観光局公認ガイドツアー
＜徒歩ツアー（1時間）＞
日程:　 4～10月　 毎日11:30／15:00

11～3月　 土日祝　 11:30
個人料金:　 大人2.50ユーロ

高校生以下1.50ユーロ

＜徒歩ツアー（2時間）＞
日程:　 4～10月　 金土日祝　 14:00

11～3月　 土のみ
個人料金:　 大人4ユーロ

高校生以下3ユーロ

テーマ別ツアー
フルダの魅力を満喫
大聖堂・フルダ城・ミヒャエル教会
バロック地区・フルダ城
言語:　 ドイツ語、英語、日本語その他
日程:　 オンリクエスト
料金:　 55ユーロ（ドイツ語）／75ユーロ

(ドイツ語以外の言語）
耳寄り情報
大聖堂のパイプオルガンコンサート
大聖堂のパイプオルガンコンサート
(30分）がグループで予約できる。
料金:　 275ユーロ

シャウシュピール・ガイドツアー
有名なレオタールの絵画「チョコレートを持
つ女給」とバロック時代の食卓の喜びを体験。
18世紀の衣装をきた役者がバロック時代の
味の旅へといざなう、レストランのガイドツ
アー。
料金:　 300ユーロ（14人まで）

15人以上は1人22ユーロ

ショッピング
中心街のショッピングセンター
修道院の手作り品が並ぶ「クロースターラー
デン・フルダ」

9

8

7

6

14

Fu
ld

a
フ
ル
ダ

ダリア庭園からみた大聖堂 鏡の間

ミヒャエル教会

聖ボニファティウスの聖遺物箱

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

宿泊インフォメーション

フルダには、大手国際ホテルチェーンのホテ
ルから、個人経営の高級旅館まで様々なカテ
ゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室数、設
備、料金についての最新情報はサイト
www.tourismus-fulda.deを参照。
街のインフォメーションで予約ができる。
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見どころ／美術館・博物館

Wartburg
ヴァルトブルク城

11世紀に建造されたドイツ有数の城。アイ
ゼナッハのシンボルにあたり、1999年以降
ユネスコ世界遺産に登録されている。
開館:　 場内ガイドツアー

3～10月　 8:30～17:00
(城門閉鎖:　20:00）
11～2月　 9:00～15:30
(城門閉鎖:　17:00）

料金:　 ＜城内ガイド＞
大人7ユーロ／25人以上のグルー
プ6.5ユーロ／割引4ユーロ
＜博物館と展示のみ＞
大人3.50ユーロ／割引2ユーロ

Bachhaus
バッハの家

世界初のバッハ博物館。古楽器とバッハ一族
の活動を伝える展示の数々。
開館:　 毎日　 10:00～18:00
料金:　 大人6　

ユーロ／10人以上のグルー
プ4ユーロ／割引3.50ユーロ

Lutherhaus
ルターの家

アイゼナッハで現存する最古の木組み家屋は
ルター記念館になっている。富裕な市民階級
のコッタ一族が所有していた建物。
開館:　 4～10月　 毎日　 9:00～17:00

(11～3月は10:00から）
料金:　 大人3.50ユーロ／10人以上のグルー

プ3ユーロ／割引2ユーロ

Georgenkirche
ゲオルク教会

ヨハン・セバスチャン・バッハが洗礼を受け
、聖エリーザベトとルートヴィヒ4世が結婚
式を挙げた教会。
開館:　 毎日　

10:00～12:00／14:00～16:00

Reuter-Wagner-Museum
ロイター・ヴァーグナー博物館

低地ドイツ出身の詩人フリッツ・ロイターの
住んでいた新古典主義の邸宅。バイロイトに
次ぐ大きさのリヒャルト・ヴァーグナーに関
する展示を誇る。
開館:　 火～日　11:00～17:00
料金:　 大人3ユーロ／割引・

10人以上のグループ2ユーロ

PredigerkirchemitDominikaner-
kloster

プレディガー教会とドミニコ会修道院
アイゼナッハで現存する唯一の修道院で、今
日ではマルティン・ルター・ギムナジウムが
入っている。常設展「中世テューリンゲンの
彫刻」。
開館:　 火～日　 11:00～17:00
料金:　 大人2.60ユーロ／割引・

10人以上のグループ1.50ユーロ

Automobilbaumuseum
自動車博物館

100年以上の自動車製造の伝統に関する文献
史料。選りすぐりの名車を展示している。
開館:　 火～日　 11:00～17:00
料金:　 大人3ユーロ／割引・

10人以上のグループ2ユーロE　　

観光ガイドツアー

観光局公認ガイドツアー
言語:　 英語（事前予約）
日程:　 4～10月　毎日　10:30／14:00

(11～3月は土日のみ10:00／14:00）
料金: 115ユーロ（30人まで）

230ユーロ（60人まで）
博物館入場料は別途

グループガイドツアーは常時予約可

中心街ガイドツアー「850年の歴史と物語」
言語: 日本語
日程: 要予約
料金: 95ユーロ（30人まで）

博物館入場料は別途

テーマ別ツアー
バッハの足跡をたどる　アイゼナッハのルター
アイゼナッハの方伯　テューリンゲンの聖
エリーザベト
言語:　 ドイツ語、英語
日程:　 事前に相談･予約
料金:　 85ユーロ（30人まで）

170ユーロ（60人まで）
博物館入場料は別途7
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* Eisenach
アイゼナッハ

Eisenach-WartburgregionTouristikGmbH
住所: Markt　9,　D-99817　Eisenach
担当:　 Rena　Grahn
Tel.:　 +49　(0)　3691-79230
Fax:　 +49　(0)　3691-792320　
Email:　info@eisenach.info

www.eisenach.de

ヴァルトブルク城の街、アイゼナッハ
“最もドイツらしい城”ともいわれ、近年ユネス
コの世界文化遺産に指定されたヴァルトブルク
城。数百年にもおよぶスリリングな歴史と説話
のつめ跡を求め、ここには毎年100万人もの観
光客が訪れる。
アイゼナッハに関わる著名人も数多い。伝説に
包まれる聖エリーザベトは、テューリンゲン方
伯夫人としてこの城で暮らし、死後に聖人に列
せられた。またマルティン・ルターはこの城で
新約聖書をドイツ語に訳し、これにより標準ド
イツ語の基礎を築いたといわれている。アイゼ
ナッハに残るルターの家は、アイゼナッハに現
存する最古の木組み家屋で、彼がラテン語学校
に通っていた当時、3年間暮らしていたところ
である。1817年10月にヴァルトブルク城で行
われた学生組合による「ヴァルトブルクの祝典
」も歴史的に非常に大きな意味を持つ。

これらの歴史を学ぶには、まず博物館を訪れて
みるといい。ルターの家ではマルチメディアに
よる展示で、宗教改革の火付け役となった彼の
生涯とその成長の歩みを詳細に紹介している。
もう一つの貴重な博物館であるバッハの家は、
アイゼナッハで生まれた作曲家ヨハン・セバス
チャン・バッハに捧げられたものだ。この豪華
な造りの民家の中で、テューリンゲン・バッハ一
族の生活と作品に関する展示とともに、古楽器コ
レクションが見られる。
アイゼナッハは文学的にも有名な街である。ゲ
ーテはアイゼナッハに幾度となく滞在し、低地
ドイツ出身の詩人フリッツ・ロイターはアイゼ
ナッハでその晩年を過ごした。ロイター・ヴィ
ラにある博物館では詩人ロイターのみならずリ
ヒャルト・ヴァーグナーに関する収集品も数多
く展示公開され、その規模はバイロイトに次い
で国内で2番目にあたる。

少し目先の違うものとしては、100年以上の伝
統をもつ自動車製造についての展示を行ってい
る自動車博物館も興味深い。

博物館でアイゼナッハについて学んだ後はハ
イキングに出かけてみるといい。ここではア
ウトドア派に人気のレンシュタイクをはじめ
、多くのハイキングコースがある。近郊には
サイクリングや水上ハイキングが楽しめる美
しいスポットも数多い。

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(190km）
エアフルト空港（60km）
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ヴァルトブルク城
バッハの家
ルターの家
ゲオルク教会
ロイター・ヴァーグナー博物館
プレディガー教会とドミニコ会修道院
自動車博物館
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ヴァルトブルク城－ユネスコ世界遺産　

バッハの家

アクセス

車
アウトバーンA4
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その他の特別ガイドツアー
「アイゼナッハ南地区」ツアー
南地区は建築物の宝庫。歴史主義、ユーゲン
トシュティール（青年主義）の建築物が数多
く並ぶ。

「アイゼナッハ自動車ワールド」ツアー
自動車の100年、鉄道の150年、工業史を紹
介する工業博物館「旧麦芽製造工場」
料金:　 85ユーロ（30人まで）／

170ユーロ（60人まで）

ショッピング
中心街のショッピングスポット:　
歩行者天国のカール通りには小さな店舗が所
狭しと立ち並ぶ。中心街をぶらついた後はふ
と惹かれたカフェでひと休みしたい。

インセンティブ
ヴェラ川を筏で遊覧
ゆっくりのんびりと、あるいはスポーツ感覚
で楽しめる。友人や同僚と筏の上でおしゃべ
りしながら気分転換しよう。
問合せ: ラントガストハウス・ツア・グー

テン・クヴェレ
Landgasthaus　Zur　Guten　Quelle
住所:　 Horscheler　Strase　4

D-99817　Eisenach/OT　Neuenhof

テクニカルビジット
オペルOpel
自動車会社オペル社の工場と生産ライン見学
。事前予約。

旧麦芽製造工場「アルテ・メルツェライ」
Alte　Malzerei
1873年設立の工業博物館。1999年以降は
ジャズ資料館となっている。個性的な工業ロ
マン主義の建物。
日程:　 要問合せ
料金:　 大人2ユーロ／子供1ユーロ／

グループ（10人以上）50％割引

レストラン
トゥルムシェンケ　 ワインレストラン　
Weinrestaurant　Turmschänke
アイゼナッハで唯一現存する市門にあるグル
メレストラン。歴史的な雰囲気が漂う。
住所:　 Karlsplatz　28

D-99817　Eisenach
Tel.:　 +49　(0)3691-213533
www.turmschaenke-eisenach.de
営業:　 月～土18:00～24:00

「アイゼナッハー・ホーフ」
のホテルレストラン
Hotelrestaurantim„EisenacherHof“
本物の蝋燭の灯り、ぐい飲みの杯、角杯のメ
ット（蜂蜜ワイン）、1mもの長さの肉の串
焼き、本場テューリンゲン風ブラウヘレン・
ソーセージ、炎につつまれたフルーツ、優雅
なダンスに歴史的なテーブルスピーチで中世
を体験できる。このレストランでは厳選され
た世界のワインも味わいたい。
住所:　 Katharinenstr.　11-13

99817　Eisenach
www.eisenacherhof.de
営業:　 毎日　17:00～23:00

ダス・フェルックテ・カルトッフェルハウス
DasverruckteKartoffelhaus
ジャガイモ料理専門店。
住所:　 Sophienstrase　44
Tel.:　 +49　(0)3691-721568
www.kartoffelhaus-eisenach.de
営業:　 毎日　

11:30～14:30／17:30～1:00

ブルンネンケラー
Brunnenkeller
テューリンゲン料理とインターナショナル料
理。雰囲気のある鄙びたレストラン。
住所:　 Markt　10
Tel.:　 +49　(0)3691-212358
www.brunnenkeller-eisenach.de
営業: 4～10月　11:00～23:00　11～3月

木～月　11:00～15:00／17:00～23:00
火水　17:00～23:00

パウラーナー・レストラン・デア・ツヴィンガー
Paulaner-RestaurantDerZwinger
テューリンゲン地方のもてなし気質とバイエ
ルン地方の気さくさがい。
住所:　 Wartburgallee　2
Tel.:　 +49　(0)3691-203343
営業:　 月～土11:30～23:00

日　12:00～22:20

ステーキハウス・ツム・リッター
SteakhausZumRitter
ステーキ専門店
住所:　 Rittergasse　3
Tel.:　 +49　(0)3691-743388
営業:　 毎日11:30～14:00／17:30～23:00
www.steakhaus-zum-ritter.de

リストランテ・ミケランジェロ
RistoranteMichelangelo
イタリアンレストラン
住所:　 Karlsplatz　21
営業:　 毎日11:00～24:00
月～金10:00～14:00,　17:00～23:00
土日　 　 10:00～1:00
Tel.:　 +49　(0)3691-734081
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ビーベルカフェとルターの家

www.germany-tourism.de（英）

宿泊インフォメーション

アイゼナッハには、大手国際ホテルチェーン
のホテルから、個人経営の高級旅館まで様々
なカテゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室
数、設備、料金についての最新情報はサイト
ｗｗｗ.eisenach.deを参照。街のインフォメ
ーションで予約ができる

ロイター・ヴァーグナー博物館

* Wartburg
バッハの家

世界文化遺産ヴァルトブルク城
テューリンゲン州アイゼナッハに荘厳にそび
えたつヴァルトブルク城。

千年におよぶ歴史とともにドイツでこの城を
知らない人はいないだろう。1999年にユネス
コ世界遺産に登録され、多くの人が訪れる城
である。12世紀の姿を今に伝える城館は、か
つて方伯の拠点であり、華やかなりし頃をう
かがわせる。ここに芸術の粋が極まり、ミン
ネゼンガーと呼ばれる宮廷恋愛歌人が集まっ
て、ドイツで広く知られるミンネゼンガーの
ヴァルター・フォン・フォーゲルヴァイデや
ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハが詩
歌を競った。伝説の歌合戦が語るその光景は
リヒャルト・ヴァーグナーのオペラ『タンホ
イザー』によって世界的に知られている。

ヴァルトブルク城は、今なお崇拝されている
聖エリーザベトが暮らし、マルティン・ルタ
ーが匿われて新約聖書を翻訳した場所であ
る。ドイツの歴史文化を語る表舞台には必
ずヴァルトブルク城が登場する。ヴァルトブ
ルク城は堅固な要塞としてあるいは煌びやか
な居城として栄え、過去数百年に渡って旅人
に一夜の休息の場を提供してきた。この城は
つねに今を生き、過去のものにはならなか
ったといえよう。19世紀に入って改装が行
われ、ロマン主義様式の外観となった。こ
の際に中世の建築部材が修復され、200年
前のゲーテの勧めによって、800年間の宝物
コレクションが今再び公開されるようにな
ったのである。

館内ガイドには日本語があり、城の部屋を
めぐる一歩一歩にまつわる歴史・文化・芸
術を余すところなく学ぶことができる。

ヴァルトブルク城は訪れる人を暖かく迎えて
くれる。旅路を急ぐ人も、「ホテル・アウフ・
デア・ヴァルトブルク」でしばしくつろぐとい
い。ロマンチックなレストランでテューリン
ゲンの味の世界を堪能するのも、想像力をか
きたてる35部屋のうちの一つで満ち足りた
時を過ごすのも素敵だ。知らない人のない城
前のこのホテルで結婚式を挙げれば、新しい
門出はさらに忘れがたいものになるだろう。

ヴァルトブルク城協会
Wartburg-Stiftung
住所:　 Auf　der　Wartburg　1

D-99817　Eisenach
Tel.:　 +49　(0)3691-2500
Fax:　 +49　(0)3691-203342
Email:　 info@wartburg.de
www.wartburg.de

ホテル・アウフ・デア・ヴァルトブルク
Hotel　auf　der　Wartburg
住所:　 Hotel　auf　der　Wartburg

D-99817　Eisenach
Tel.:　 +49　(0)3691-7970
Fax:　 +49　(0)3691-797100
Email:　 info@wartburghotel.de
www.wartburghotel.de

祝宴の大広間 暖炉の間（ホテル）ルターの小部屋　
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1 エリーザベトプラン
2 ロバ停留所
3 駐車場
4 ヴァルトブルク曲がり
5 ヴァルトブルクホテル
6 展望台
7 渡り橋／出入口
8 門館
9 騎士館
10 城守館
11 城前
12 城中
13 暖房部屋

14 入場券／スーベニアショップ
15 トイレ
16 新・婦人の間
17 本塔
18 城館
19 南塔
20 貯水槽
21 離れ「ブルクシェンケ

Burgschenke」

ホテル・アウフ・デア・ヴァルトブルク:　城が見えるテラス

バ
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* Erfurt
エアフルト

ErfurtTourismusGesellschaft
住所:　Benediktsplatz　1　
D-99084　Erfurt
担当:　 Renate　Klein
Tel.:　 +49　(0)361-6640240
Fax:　 +49　(0)361-6640299
Email:　pr@erfurt-tourismus.de

www.erfurt-tourismus.de

エアフルト
テューリンゲン州の州都
742年建都のエアフルトは、中世の小販路の
交差点に位置し、商業・大学都市に成長した
。ルター、ゲーテ、シラー、ナポレオン、ヨ
ハン・セバスチャン・バッハに代表されるバ
ッハ一族などの著名人がこの街に惹かれたの
は、その文化活動にあった。エアフルトのか
つての豊かさは今日でも丁寧に修復され続け
ているルネッサンス時代の建造物や古い木組
み家屋からうかがえる。これらは多くの教会
や修道院、ペータースブルク城郭とともに、
保存状態のよい中世都市の中心部として保護
されている。
荘厳さと美が調和したマリア大聖堂と500年
の歴史を持つ鐘「グロリオーザ」（鐘自体が
揺れる中世の鐘としてはドイツ最大）がある
セヴェリ教会、クレーマー橋（ヨーロッパ最
長の木組み家屋付き石橋）など、ドイツ有数
の建造物もここで見ることができる。

1392年設立のエアフルト大学は、19世紀に
一旦閉鎖されたものの1994年に再建され、
ハイデルベルク、ケルンに続いてドイツで3
番目に古い。しかし同時に国立大学としては
最も新しいものだ。人文・文化科学分野では
、国際的にも高い評価を受けている。エアフ
ルト大学には東アジア史講座があり、早稲田
大学をはじめとした日本の大学との交流が盛
んなのも特徴だ。歴史的な雰囲気のモダンな
メトロポリタン―州都エアフルト。新しいメ
ッセ会場とコングレスセンターをはじめ、諸
設備が充実しており、メッセ・会議開催地と
しても魅力的な街である

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(250km）
ライプツィヒ・ハレ空港
(150km）
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大聖堂とセヴェリ教会

マリア大聖堂とセヴェリ教会
アウグスティノ会修道院
クレーマー橋
ペータースベルク城郭
カイザーザール（皇帝の広間）
市庁舎
代官官邸
ペータースベルク・ツーリストインフォ
テューリンゲン・ツーリストインフォ
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見どころ／美術館・博物館

MariendomundSeverikirche
マリア大聖堂とセヴェリ教会

両者は中世の面影を残す旧市街の高みにそび
え、調和がとても美しい。
開館:　 11～4月

月～土　10:00～16:00
(5～10月は1時間延長）
日　 13:00～17:00

(5～10月は1時間短縮）
料金:　 無料
ガイド:　大人3.50ユーロ

(12人以下）／2.50ユーロ
(30人以下）／2ユーロ（31人以上）／
子供1.50ユーロ

Augustinerkloster
アウグスティノ会修道院

ルターゆかりの場所であり、教会を併設して
いる。展示・会議場としても使用可。マルテ
ィン・ルターは1505～1511年に修道士と
してここに住んだ。
開館:　 5～10月

月～土10:00～12:00／
14:00～17:00
（11～3月は16時まで）
日は11:00、14:00、15:00

料金:　 大人5ユーロ／割引3.50ユーロ／
グループ（10人以上）4.50ユーロ
ガイドツアー:　毎正午

Krämerbrücke
クレーマー橋

全長120mでヨーロッパ最長の現存する家屋
付き石橋（その起源は11世紀。1325年に石
で建造された）。通りは広々としており、歴
史的な旧市街の中心にある。

CitadellePetersberg
ペータースベルク城郭

ほぼ完全な姿で現存するバロック時代の要塞
。歴史ある旧市街の地下に張り巡らされた坑
道の迷路がある。外観は常時見学可能。観光
局のガイドツアー、グループガイドツアーに
加え、　
松明を持って巡る特別ツアーもある。ベネデ
ィクト広場の観光局やペータースベルクのツ
ーリストインフォでアレンジ可能。

Kaisersaal
カイザーザール（皇帝の広間）

もともとは1715年に大学の舞踏会用ホール
として造られたが、今日では会議・イベント
会場になっている。1808年にナポレオンも
出席した王侯会議が開催された。クラーラ・
シューマン、リスト、パガニーニが演奏し、
シラーの『ドン・カルロス』の初演も行われ
ている。観光局への事前予約で特別ガイドツ
アーも可能（イベント開催期間を除く）。

Rathaus
市庁舎

1870～74年に建てられた新ゴシック様式の
建物。階段や祝典の間には、ファウストやタ
ンホイザーといったドイツの伝説、ルターの
生涯を題材にした絵画の数々、742年の都市
成立から市庁舎建造にいたる編年絵画がかか
っている。
開館:　 月火木8:00～18:00

水は16:00、金は14:00まで
土日　 10:00～17:00
ガイドツアーで見学可能
(催事がある場合を除く）

Statthalterei
代官官邸

煌びやかなルネッサンス／バロック様式の建
物で、1808年にナポレオンとゲーテが会見
した場所として知られる。かつてはマインツ
選帝侯国代官官邸だったが、現在はテューリ
ンゲン州首相官邸となっており、一般公開は
していない。
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インセンティブ
歴史的なカイザーザールやアウグスティノ会
修道院でも会議、大会、イベント、インセン
ティブ、レセプション（マルティン・ルター
は1505～1511年に修道士としてここに住
んだ）。
問合せ:　エアフルト観光局
Tel.:　 +49　(0)361-6640230
Fax:　 +49　(0)361-6640190
Email:　 tagungen@

erfurt-tourismus-info.de

歴史的な場所で行うあらゆるタイプのイベント
エアフルト大学（観光局を通じて）―「ゲー
テ街道」のゲストにはオンリクエストで大学
キャンパス、大学図書館、エアフルト・ゴー
タ研究図書館の特別見学をアレンジ（観光局
を通じて）。

オンリクエストで学生たちとの出会いの晩を
アレンジ。

テクニカルビジット
青色染色 Blaudruckerei
青色染色工芸作家によって昔ながらの中世の
製法で作られた青い伝統柄の工芸品:
観光局に事前予約。グループ向けの工房見学
と直売。
Tel.:　 +49　(0)361-6640120
料金:　 大人2ユーロ／割引1ユーロ

N.L.クレステンセン
エアフルト種子・植物栽培社
ErfurterSamen-undPflanzenzucht
GmbH N.L.Chrestensen
エアフルトのN.L.クレステンセン家は1867
年からの伝統を誇る、デンマーク王室御用達
の造園企業。ここではラボ、花畑、温室、包
装設備、発送庫が専門的な解説付きで見学で
きる。観光局に事前予約。
ガイドツアー:　　10人以上
料金:　　大人4ユーロ

レストラン

予約はエアフルト観光局へ

ルターケラーLuther-Keller
歴史ある丸天井のカイザーザールで味わう本
格的な中世料理、グループ向き、ルター料理、
オンリクエストで中世音楽をアレンジ、100席。
住所:　 Futterstr.　15/16

D-99084　Erfurt

アルボーツ・レストランAlboth’sRestaurant
ガイドブックを代表する『ミシェラン』にも
紹介されたグルメレストラン。35席、グルー
プ用に65席まで拡張可。
住所:　 Futterstr.　15/16

D-99084　Erfurt

ムゼウムスガストシュテッテ
Museumsgaststätte
テューリンゲン民族博物館内のレストランで丸
天井の部屋が特徴。「ビール醸造所」、中庭で歴
史あるパン焼きと田園風ビアガーデンをアレン
ジ、中世料理、騎士料理、オンリクエストで本
場の装束のアーティストによる音楽演奏、56席
＋（44席「ビール醸造所」＋ビアガーデン）。
住所:　 Juri-Gagarin-Ring　140a

D-99084　Erfurt

ツムノルデ Zumnorde
家庭料理、テューリンゲン郷土料理、グルー
プ向き、ゲーテ・メニュー、250席。
住所:　 Grafengasse　2-6

D-99084　Erfurt

ツム・ギュルデネン・ラーデ
ZumGüldenenRade
旧市街にあって大きなビアガーデンのあるレ
ストラン。テューリンゲン郷土料理とインタ
ーナショナル料理を出す。大レストランには
60席、小レストランには30席、Brasserie
に20席、テラス50席、ビアガーデン約80席
を構える。グループには歴史的な煙草製粉所
50席がある。
住所:　 Marktstraße　50

D-99084　Erfurt

食の名物
テューリンゲン風ジャガイモ団子

ThüringerKlöße
生もしくはゆでたジャガイモを団子にし、バ
ターで炒めた小切れのパンを中に入れてつく
る有名な添え物。カモやガチョウの焼き料理
やザウアーブラーテン（牛肉の煮込み料理）
に合わせる。グループ向けに、テューリンゲ
ン風ジャガイモ団子の実演・セミナーのアレ
ンジが可能。
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クレーマー橋　　

観光ガイドツアー
個人向けガイドツアー
言語:　 ドイツ語
日程:　 4～10月

毎日11:00／14:00
(左記に加えて5～9月は金土16:30）
11～12月
毎日14:00（土日は11:00もあり）
1～3月
土日のみ　 14:00

料金:　 大人6ユーロ／割引3.50ユーロ

「歴史的なエアフルトの魅力」
グループ向けガイドツアー
言語:　 ドイツ語、英語、日本語
日程:　 オンリクエスト
料金:　 80ユーロ（ドイツ語）

100ユーロ（英語、日本語）

テーマ別ツアー
オンリクエストで歴史的な教会でのパイプオ
ルガンコンサートをアレンジ（30分）
所要時間:　 30分（オルガンコンサート）
料金:　 要問合せ

「バッハの道をたどる」ツアー
(パイプオルガンによるミニコンサートを含む）
個人向けガイドツアー
所要時間:　 3時間
言語:　 ドイツ語
日程:　 テューリンゲン・バッハ音楽祭

(エアフルト:　3～4月）期間中
料金:　 大人8ユーロ／割引4ユーロ

グループ向けガイドツアー
所要時間:　 3時間
言語:　 ドイツ語、英語
日程:　 オンリクエスト
料金:　 170ユーロ（ドイツ語）／

190ユーロ（英語）

耳寄り情報
ペータースブルク城郭のカゼマットと坑道を
めぐる松明ツアー
個人向けガイドツアー
言語:　 ドイツ語
日程:　 5～10月　 金土19:00
料金:　 大人8ユーロ／割引4ユーロ

グループ向けガイドツアー
所要時間:　 3時間
言語:　 ドイツ語、英語
日程:　 オンリクエスト
料金:　 82ユーロ（ドイツ語）／

102ユーロ（英語）
松明1本（3人用）につき2ユーロ

エアフルト・ツアー
路面電車のガイドツアー
個人向けガイドツアー
日程:
4月 土日 11:00／14:00／16:00
5～10月 木～土 11:00／14:00／16:00
11月 土日 11:00／14:00
12月 木～日 11:00／14:00　(クリスマス

直前の日曜まで）
料金: 1人11ユーロ（10人以上は10ユーロ)

／割引6.50ユーロ

グループ向けガイドツアー
所要時間:　 3時間
言語:　 ドイツ語、英語
料金:　 220ユーロ（ドイツ語）

23人以上は1人10ユーロ
240ユーロ（英語）
23人以上は1人11ユーロ

ショッピング
伝統的な郷土手工芸
伝統的なテューリンゲンとエアフルトの手工
芸品（今も中世の製法で作られている青い伝
統柄の布製品、テューリンゲン磁器・陶器な
ど）。工房やブティック、クレーマー橋の店
、旧市街で入手可能。
マイセン磁器専門店
住所:　Fischmarkt　17,　D-99084　Erfurt
おすすめショッピングスポット
アンガー・ショッピングモールは19世紀末
の建築様式。高品質の商品をおいている。
ショッピングセンター「アンガー・アインツ
」はショッピングのハイライト。
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カイザーザール（皇帝の広間）

キルシュガッセ

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

宿泊インフォメーション

エアフルトには、大手国際ホテルチェーンの
ホテルから、個人経営の高級旅館まで様々な
カテゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室数
、設備、料金についての最新情報はサイト（
www.erfurt-
tourismus.de）を参照。街のインフォメー
ションで予約ができる。

本場のテューリンゲン風ジャガイモ団子　
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見どころ／美術館・博物館

Marktplatz
マルクト広場

今日のマルクト広場の姿は16世紀以降のも
ので、市庁舎、クラナッハの家、市公会堂、
ホテル「エレファント」、ゲストハウス「ツ
ム・シュヴァルツェン・ベーレン」といった
建物に囲まれている。マルクト広場北側は戦
後再建されたものだが、広場によく馴染んで
いる。市庁舎は14世紀に初めて史料に登場
して以来、いくども壊れ、1841年に新ゴシ
ック様式で再建された。中にある2つのルネ
ッサンス様式の門が珍しい。ルネッサンス様
式であった市公会堂の今日の外観は1800年
のもの。これも1945年に甚大な被害を受け
たが、史実に基づき再建されている。クラナ
ッハの家は1547～49年にルカス・クラナッ
ハ（父）の娘婿が建てたルネッサンス様式の
建物。クラナッハは宗教改革で重要な役割を
果たした画家で、その晩年をこの家で過ごし
た。民主主義広場はカール・アウグスト大公
の騎馬像が目印。広場に面して大公妃アンナ
・アマーリア図書館と大公家の館がある。

Goethe-undSchiller-Denkmal
ゲーテとシラーの像

文化都市ワイマールのシンボル。1857年に
彫刻家エルンスト・リーチェルが制作した

DeutschesNationaltheater
国民劇場

伝統あるこの建物で1919年にドイツ国民議会が
開かれ、歴史にも登場する「ワイマール憲法」
が採択されて、ドイツ初の共和国が成立した。

GoethesWohnhaus,Frauenplan1
ゲーテの家（フラウエンプラン1番地）

1709年建造のバロック様式の家。ゲーテが
1782年から1832年に亡くなるまで住んだ
家。ゲーテと妻の居間、仕事部屋、図書館、研
究室、応接間および絵のような庭が見学でき
る。
開館: 月曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

オーディオガイドの料金（ドイツ語／英語）
大人6ユーロ／割引4ユーロ／
高校生以下1.50ユーロ

文化財保護の観点から毎日の入場人数に制限
あり。

Goethe-Nationalmuseum
ゲーテ国立博物館

常設展:　「永続的熟考」および「ワイマー
ル古典主義時代1759-1832」　

開館:　 月曜以外
現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

SchillersWohnhaus
シラーの家

シラーが1802年に購入し1805年に亡くな
るまで住んだ家。併設の博物館では入れ替え
展示を行なっている。部分的にオリジナルの
持ち物があるシラーの仕事部屋、社交室、応
接室、シラー家の居間が見られる。
開館:　 火曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

文化財保護の観点から毎日の入場人数に制限
あり。

GoethesGartenhaus
ゲーテのガーデンハウス

イルム公園の山荘は1776年にゲーテがカー
ル・アウグスト大公から贈られたもの。ゲー
テは1782年までおもにここで暮らし、後に
はここに隠居した。　
開館:　 通年

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

文化財保護の観点から毎日の入場人数に制限
あり。

Liszt-Museum
リスト博物館

イルム公園にあるかつての宮廷造園館で、リ
ストが夏の間（1869～1886年）に住んだ
家。作曲家リストの居室、仕事部屋、寝室、
食堂および使用人部屋が見られる。
耳寄り情報:
第1・3週月曜にはフランツ・リスト音楽院
の学生による演奏で歴史的なグランドピアノ
が聴ける。
開館:　 火曜以外（4～10月）
現在の開館時間と料金はwww.weimar.deを
参照

FürstengruftaufdemHistorischen
Friedhof

大公家霊廟／歴史墓地
1824～1827年に建てられたザクセン・ワ
イマール・アイゼナッハ大公家の墓所はポー
ゼク公園に隣接している。詩人ゲーテとシラ
ーの重厚な棺がある。
開館:　 年間を通じて
現在の開館時間と料金はwww.weimar.deを
参照
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* Weimar
ワイマール

weimarGmbH
Tourist-InformationWeimar
住所:　 Markt　10,　D-99423　Weimar
担当:　 Anja　Dietrich
Tel.:　 +49　(0)3643-745311
Fax:　 +49　(0)3643-745888
Email: dietrich@weimar.de

www.weimar.de

ゲーテの家、ユノの間

24

Frankfurt

Fulda

Eisenach

Erfurt

Leipzig

Jena

Weimar
ワイマール

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

マルクト広場　
ゲーテとシラーの像
国民劇場
ゲーテの家（フラウエンプラン1番地）
ゲーテ国立博物館
シラーの家
ゲーテのガーデンハウス
リスト博物館
大公家霊廟／歴史墓地
ヴィットゥム宮殿
ティーフルト小城・庭園
ワイマール城美術館
ベルヴェデーレ城・庭園
バウハウス博物館
ワイマール新美術館
ブーヘンヴァルト記念館
聖ペテト・パウル教会（市教会）
ワイマール・ハウス
大公妃アンナ・アマーリア図書館
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アクセス

車
アウトバーン
A4（フランクフルトから）
A9（ライプツィヒから）

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(250km）
ライプツィヒ・ハレ国際空港
(130km）

ワイマールでは「ワイマール古典主義文化」
と1919年に創立された国立バウハウス時代
の三つの建築物が世界遺産に登録されている
。ゲーテ、シラー、ヴィーラント、ヘルダー
、ルカス・クラナッハ（父）、バッハ、リス
ト、ニーチェ、ヴァルター・グロピウス、ア
ンリ・ヴァン・デ・ヴェルデなどこの街にゆ
かりの著名人も多い。ワイマール共和国は1
919年に国民劇場で行われた国民議会で誕生

した。一方、ブーヘンヴァルト（エッタース
ベルクにあるナチスの強制収容所）における
悲劇も忘れられない。ドイツ古典主義の人道
主義とブーヘンフヴァルトにおける惨い出来
事は相反する歴史として重なり合う。
今日のワイマールでは、詩人ゲーテやシラー
の家をはじめ、ルネッサンス様式、ユーゲン
トシュティール（青年様式）、古典主義様式
、アム・ホルンやバウハウス大学に代表され

る近代の建築物が見られる。ティーフルト城
と庭園、ベルヴェデーレ、エッタースブルク
など街の郊外にも見どころが多い（ワイマー
ルでは16件がユネスコ世界遺産に指定され
ている）。また、ワイマールには実に25件
もの美術館・博物館・ギャラリーがある。レ
ストランも多く、街全体で収容できるゲスト
は3,500人という充実ぶりだ。

千年の古都、ワイマール
1999年のヨーロッパ文化都市…
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テーマ別ツアー
文学の舞台―ワイマール
ワイマールのユネスコ世界遺産
音楽の舞台―ワイマール
マイスターの足跡をたどる―初期バウハウス
時代
ワイマール古典主義時代の使い走り―ゲーテ
の足跡をたどるワイマール
ワイマールの偉大な女性たち
喝采と濫用―政治の道具となったワイマール
料金:　 要相談

80ユーロ（2時間まで）
10ユーロ　(ドイツ語以外の追加料金)

耳寄り情報

ワイマールカード
美術館・博物館、観光ガイドツアー、演劇、
芸術祭が無料もしくは割引になる特典あり。
市内バスのフリーパスについては要問合せ。

ショッピング
ワイマール磁器、金・銀・磁器製のイチョウの
葉、マルクト広場のインフォメーションではワ
イマールのスーベニアを各種取り揃えている。

インセンティブ
サイクリングツアー
ツアーは、イルム公園内のゲーテのガーデン
ハウスが出発点。ティーフルト小城など古典
主義文化の記念となる場所を通り、イルム・
サイクリングコースを進むこと38kmあまり
、ワインの街でもある保養地バート・ズルザ
に到着する。ここのトスカーナ・テルメ近く
にある「ヴンダーヴァルト」には、オリジナ
ルに忠実に複製したゲーテのガーデンハウス
がある。

ワイマールの待降節
ワイマールのクリスマス市では、工芸品や吹
きガラス、おもちゃ、エルツ山脈の木彫り、
テューリンゲン森のクリスマスツリー用オー
ナメント、テューリンゲンの名物が楽しめる
。クリスマスにちなんだ料理もいいが、まず
グリューワイン（ホットワイン）とクリスマ
ス用焼き菓子を試したい。

ゲーテ時代の食事
ゲーテ時代の3品コースだけでなく、レスト
ラン「テアーター・カフェ」のシェフによる
解説も興味深い。

テクニカルビジット
ワイマール磁器製作所
PorzellanmanufakturWeimar-Porzellan
磁器製造工程の見学は15人以上のグループ
から。
日程:　 要予約（年始年末を除く）
料金:　 1人3ユーロ

レストラン
メーヴェンピック・レストラン
MövenpickRestaurant
フラウエンプランにある。地方料理、インタ
ーナショナル料理、季節のおすすめ品があり
、グループ向き。
住所:　 Brauhausgasse　10

D-99423　Weimar
営業:　 毎日　 11:　00～01:　00

フラウエントアーFrauentor
ゲーテの祖母のレシピによる料理、毎日18
種の自家製ケーキあり。広い夏用テラスあり。
住所:　 Schillerstraße　2

D-99423　Weimar
営業:　 毎日　 9:　00～24:　00

レジデンツカフェ・ヴァイマール
Residenz-CaféWeimar
ワイマールで現存する最古のカフェレストラ
ン。郷土料理、インターナショナル料理。コ
ーヒー、紅茶、ケーキが個性的。
住所:　 Grüner　Markt　4

D-99423　Weimar
営業:　 毎日

ツム・シュヴァルツェン・ベーレン
ZumSchwarzenBären
ワイマール最古のゲストハウス。郷土料理、
インターナショナル料理。
住所:　 Markt　20

D-99423　Weimar
Tel.:　 +49　(0)3691-743388
営業:　 毎日　 11:　00～24:　00

テアーター・カフェ
TheaterCafé
レストラン、バー。石焼料理、ドイツ料理、
インターナショナル料理。ゲーテのオリジナ
ルレシピによるゲーテ・メニュー、ベジタリ
アンメニューあり。
住所:　 Theaterplatz　1a,　D-99423
営業:　 毎日　 9:　00～01:　00

ツム・ヴァイセン・シュヴァン
ZumWeißenSchwan
常連客であったゲーテの家の隣になる歴史的
なゲストハウス。1993年9月16日には天皇
・皇后両陛下が訪れている。
オリジナルゲーテメニュー
玉麦のスープ
スズキ、ジャガイモとネギ添え鶏の赤ワイン
煮、テルトー産小カブとジャガイモ添え
ゲーテのイチゴパンケーキ
住所:　 Frauentorstraße　23

D-99423　Weimar
営業:　 水～日　 12:00～
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ゲーテのガーデンハウス

Wittumspalais
寡婦宮殿

国民劇場に面して建つ。早くに未亡人となっ
た大公妃アンナ・アマーリアが隠居して177
4年以降住んだ邸宅。「会食会」によって有
名になり、宮廷の文化活動の中心となった。
プライベートの部屋と身分・地位を表す部屋
が18世紀のワイマールにおける貴族の居住
文化を今に伝えている。
開館:　 月曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

SchlossundParkTiefurt
ティーフルト城と庭園

もとは貸し農場付属家屋だったが、世継では
なかったコンスタンティン王子の居館として
1775
年に建てられた。1781年に大公妃アンナ・
アマーリアのものとなり、ここに夏の別邸が
移された。内装はアンナ・アマーリアの時代
を思い起こさせるものとなっている。英国風
庭園はワイマールにある3つの公園の中でも
最も美しいといわれる。
住所:　 Hauptstraße　14
開館:　 4～10月、月曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

Schlossmuseum
ワイマール城美術館

ワイマール城美術館は中世および宗教改革時
代から20世紀初頭までの素晴らしいヨーロ
ッパ美術コレクションを誇る。祝典の間と建
築家ゲンツの手による階段室はドイツ古典主
義における重要な室内装飾として知られる。
住所:　 Burgplatz　4
開館:　 月曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

SchlossundParkBelvedere
ベルヴェデーレ城と庭園

1724年以降に造られたバロック様式の施設で
、エルンスト・アウグスト侯爵の別邸として使

われた。シンメトリーの庭園、動物園、オラン
ジェリー、別館のある城は多大な労を尽くした
もの。17～19世紀の磁器、ファヤンス焼、グ
ラスや精選された家具が展示されている。
開館:　 4～10月、火曜以外

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

Bauhaus-Museum
バウハウス博物館

国民劇場広場に面して建つ。グロピウス、イ
ッテン、ファイニンガー、カンディンスキー
のオブジェ、家具、絵画など500点以上の展示
品で、国立バウハウスの歩みを紹介している。
開館:　 通年

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

NeuesMuseumWeimar
ワイマール新美術館

旧東ドイツ州における最初の現代美術館で、
かつて大公美術館であった新ルネッサンス様
式の建物に入っている。
住所:　 Weimarplatz　4
開館:　 通年

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

GedenkstätteBuchenwald
ブーヘンヴァルト記念館

かつての強制収容所。
開館:　 5～9月9:　45～18:　00
（10～3月は開閉が1時間早まる）
休館:　 月
料金:　 無料

StadtkircheSt.PeterundPaul
聖ペテト・パウル教会（市教会）

後期ゴシック様式のホール式教会。1776～18
03年にヘルダーが務めた教会であることから
、通称「ヘルダー教会」と呼ばれる。両開き式
の祭壇の絵はルカス・クラナッハ(父)　の作品。
開館:　 通年

現在の開館時間と料金は
www.weimar.deを参照

WeimarHaus
ワイマール・ハウス

ワイマールの歴史に関するマルチメディア体
験型博物館。
開館:　 4～10月10:　00～19:　00

(11～3月は18:　00まで）
料金:　 大人6.50ユーロ／割引5.50ユーロ／

高校生以下（15人以上）4ユーロ

HerzoginAnnaAmaliaBibliothek
アンナ・アマーリア大公妃図書館

アンナ・アマーリアの「緑の城」は、蔵書と美
術品と建築が見事に調和する図書館に改装され
た。中でもロココホールの美しさは世界的に有
名。2004年の火災で甚大な被害を受けたが、
2007年以降、再び一般公開されている。
住所:　 Platz　der　Demokratie　1
(ロココホールのある歴史的建築）
個人:　 火～日　 10:00～15:00
グループ:　 火～日　 15:00／15:30

要予約
料金:　 大人6.50ユーロ／割引5.50ユーロ　

観光ガイドツアー
予約先
Tel.:　 +49　(0)3643-7450
Fax:　 +49　(0)3643-745420

観光局公認ガイドツアー
言語:　 ドイツ語、オーディオガイ

ドによる英語
日程:　 4～10月　 毎日10:00／14:00

11～3月　 毎日　 11:00
料金:　 ＜個人向け＞

大人7ユーロ
＜グループ向け＞
言語: ドイツ語、英語、日本語など計6言語
80ユーロ～（ドイツ語以外の言語の割増料
金あり）
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ドイツ国民劇場 アンナ・アマーリア大公妃図書館のロココホール

宿泊インフォメーション

ワイマールには、大手国際ホテルチェーンの
ホテルから、個人経営の高級旅館まで様々な
カテゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室数
、設備、料金についての最新情報はサイトw
ww.weimar.deを参照。街のインフォメーシ
ョンで予約ができる。

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）
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見どころ／美術館・博物館

Marktplatz
マルクト広場

イエナ大学の設立者ハンフレートの立像があ
り、旧市街の面影が残る。

StadtkircheSt.Michael
ミヒャエル教会（市教会）

ルターの墓標盤がある。塔の円蓋部に出るこ
とができ、祭壇地下ガイドがある。

CollegiumJenense
コレギウム・イエネンゼ

大学が設立された場所でかつては修道院だっ
た。

StadtmuseumundKunstsammlung
derStadtJena

市立博物館と美術コレクション
イエナ市史とイエナの七不思議に関する展示
および入れ替え美術展示が見られる。
開館:　 火水金10:　00～17:00

木14:00～22:00
土日　 11:00～18:00

料金:　 大人4ユーロ～／割引2.50ユーロ
ガイド料金:　30ユーロ（20人以下）

BotanischerGarten
植物園

この種の施設としてはドイツで2番目に古い
。イチョウの巨木はゲーテの依頼で植えられ
たもの。
開園:　 毎日9:00～18:00

(9月15日～5月15日は17:00まで）
料金:　 大人3ユーロ／割引1.50ユーロ
ガイド料金:　25ユーロ

Zeiss-Planetarium
ツァイス・プラネタリウム

レーザー・オールドーム・プロジェクションを
用いた、現役で世界最古のプラネタリウム。
開館:　 毎日・要相談
料金:　 大人8ユーロ～／割引7ユーロ～

OptischesMuseum
光学博物館

1866年の歴史あるツァイス製作所を再現し
ており、光学産業が身近に感じられる展示に
なっている。
音声ガイド:　日本語、英語
開館:　 火～金10:00～16:30

土11:00～17:00
料金:　 大人5ユーロ／割引4ユーロ

Goethe-Gedenkstätte
ゲーテ記念館

かつては植物園管理事務所であった建物。詩
人、政治家、自然科学者であったゲーテのイ
エナにおける長年の活動に関する展示を行な
っている。
開館:　 水～日11:00～15:00
休館:　 11月1日～3月31日
料金:　 大人1ユーロ／割引0.50ユーロ

GriesbachschesGartenhausund
Goethe-Denkmal

ゲーテ像とグリーバッハ家ガー
デンハウス

神学者ヨハン・ヤコブ・グリースバッハによ
って建てられた夏の別荘にドイツ古典主義を
代表するゲーテは足を運び、彼の仲介で大公
妃マリーア・パヴロヴナの夏の別荘となった
。彼女が自分の娘の教育に感謝して公園に建
てさせたものが世界初のゲーテ像である。

DornburgerSchlösser
ドルンブルク城群

ゴシック様式の城、ゲーテ記念館のあるルネ
ッサンス様式の城、庭園・カフェのあるロコ
コ様式の城、3つの城からなる。
開館:　 4～10月10:00～18:00
休館:　 11～3月
料金:　 大人2ユーロ／割引1.50ユーロ
ガイド料金:　20ユーロ

SchillersGartenhaus
シラー記念館

イエナ大学の教授であったシラーの住まいと
ともに、庭塔と調理小屋も見ておきたい。
詩人シラーは、この庭塔で戯曲『ヴァレンシ
ュタイン』や戯曲『マリア・スチュアート』
の一部や『オルレアンの乙女』他、多くの詩
を創作した。庭には今もシラーとゲーテがた
びたび意見を交わした石の楕円形テーブルが
残されている。
開館:　 火～日11:00～17:00

(11～3月は日曜休館）
料金:　 大人2.50ユーロ／割引1.30ユーロ
ガイド料金:　15ユーロ

Romantikerhaus
ロマン派の家

哲学者J.G.フィヒテのかつての住まいで、イエ
ナにおけるロマン派の文学博物館になっている
。
開館:　 火～日10:00～17:00
料金:　 大人4ユーロ／割引4～2.50ユーロ
ガイド料金:　20ユーロ
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JenaKultur
住所:　Knebelstraße　10,　D-07743　Jena
担当:　Barbara　Mendra
Tel.:　+49　(0)3641-498044
Fax:　+49　(0)3641-498045
Email:　barbara.mendra@jena.de

www.jena.de

ドイツで「2008年の学術都市」となったイ
エナの名声は有名な大学によるところが大き
い。世界的な学者達がここで教鞭を取り研究
にあたっている。その礎となったのは、154
8年にザクセン選帝侯ヨハン・フリードリッ
ヒ1世によってイエナに設立された高等学校
であった。高等学校は瞬く間に自由な精神と

独立した思想の中心に発展する。その背景に
いたのはフリードリッヒ・シラー、ゲーテ、
シュレーゲル兄弟、エルンスト・ヘッケルと
いった偉大な精神の持ち主たちだった。
19世紀にエルンスト・アッベ、カール･ツァ
イス、オットー・ショットが持続的な経済発
展への礎を築いた。そして、イエナ・ガラス

、ツァイス顕微鏡やプラネタリウムによりイ
エナの名は世界的に知られるようになる。
イエナでは見どころや美術館／博物館は互い
にごく近隣に位置している。現役で世界最古
のツァイス・プラネタリウムには、ヨーロッ
パで他に類のないレーザー・オール・ドーム
・プロジェクターがあり、年齢を問わず実に
興味深い。光学博物館では500年におよぶ光
学の発展の歴史を垣間見ることができる。世
界的にもごく珍しい系統博物館はエルンスト
・ヘッケルが設立したもので、生き物の進化
がわかりやすく紹介されている。
大学設立以来、イエナはドイツでも学問の地
として広くその名を知られてきた。古典主義
時代に街は精神の中心地として開花し、ドイ
ツのみならずヨーロッパの精神史に影響を与
えた。ゲーテは、ワイマール宮廷から距離を
置くためにイエナに赴いて、ここで創作活動
に必要な心の平安を見出し、街と大学の発展
にも心を砕いている。多くの重要人物がイエ
ナに招聘されたのもゲーテの勧めによるとこ
ろが大きい。シラーとの無二の友情もここで
芽生え、二人は手を携えて世界的文学作品を
生み出した。イエナ周辺の風景の素晴らしさ
にも心を動かされたゲーテ。彼はときに数週
間、数ヶ月に渡ってイエナに滞在し、その期
間の合計は約5年におよんでいる。
豊かな過去と、革新的な研究、国際経済、若
い学生達、素晴らしい景色、これらが織りな
す優れた結びつきがイエナを支えている。そ
して、この多彩さによって、小さいながら賑
やかなこの街は独特の魅力を放つのである。
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ゲーテ記念館（旧植物園管理事務所）

überall Punkt hinter die Texte gesetzt

マルクト広場
ミヒャエル教会
コレギウム・イエネンゼ
市立博物館と美術コレクション
植物園
ツァイス・プラネタリウム
光学博物館
ゲーテ記念館
グリーバッハ家ガーデンハウスのゲーテ像
ドルンブルク城群
シラー記念館
ロマン派の家
エルンスト・ヘッケル・ハウス
系統博物館
ミュージアム1806年

アクセス

車
アウトバーンA4／A9

鉄道
フランクフルトから
ICEでワイマール、ワイマー
ルからローカル線
ライプツィヒからICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(310km)
ライプツィヒ・ハレ国際空港
(90km)

イエナ－学術と革新の街
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テクニカルビジット
ショット・ガラスミュージアムと直営店
SchottGlasMuseumundSchottVilla
ショット社の製品や技術をビデオや本場の展
示品で紹介している。
開館:　 火～金13:00～18:00（応相談）
料金:　 無料

カーラ／テューリンゲン磁器製作所
Kahla/ThuringerPorzellanGmbH
生産工程のガイド見学。直売もしている。
イエナからの距離:　15km
開館:　 月～金　 要相談
料金:　 1人3ユーロ

レストラン
スカーラScala
イェンタワー地上128mの高さにあるパノラ
マレストラン、選りすぐりの料理芸術。
住所:　 Intershop-Tower

D-07743　Jena
Tel:　 +49　(0)3641-356666
www.scala-jena.de

シュヴァルツァー・ベアSchwarzerBär
500年の歴史を誇るホテルレストラン、ルタ
ーの部屋、ゲーテやルター時代の料理。
住所:　 Lutherplatz　2

D-07743　Jena
Tel.:　 +49　(0)3641-4060
www.schwarzer-baer-jena.de

ミューレンブロイMühlenbrau
かつて紙製造に使われた水車小屋、イエナ初のビー
ル醸造所を併設したゲストハウス、郷土料理。
住所:　 Erfurter　Str.　102

D-07743　Jena
Tel.:　 +49　(0)3641-459898
www.jenaer-bier.de

ローター・ヒルシュRoterHirsch
1509年創業の老舗ゲストハウス、郷土料理。
住所:　 Holzmarkt　10

D-07743　Jena
Tel.:　+49　(0)3641-443221
www.jembo.de

ツア・ノルZurNoll
歴史あるゲストハウス、居酒屋、郷土料理と
インターナショナル料理。
住所:　 Oberlauengasse　19

D-07743　Jena
Tel.:　 +49　(0)3641-441566
www.zur-noll.de

ラーツツァイゼRatszeise
老舗の雰囲気、郷土料理
住所:　 Markt　1

D-07743　Jena
www.ratszeise.net

食の名物
ゲーテ時代の料理
～ゲーテ時代に典型的だった料理～
ゲーテ・メニューI
1品目　 燻製ソーセージとクルトン入りポテ

トスープ
2品目 子羊のフライブルク産ワイン蒸し煮、

インゲンとジャガイモ添え
デザート　さくらんぼムースとクヴァルク・
スフレ　(ホテルレストラン「シュヴァルツァー
・ベア」にて）
料金:　 20ユーロ

ゲーテ・メニューII
1品目　 根菜入りチキンコンソメスープ
2品目 ハムのパテとカニのバター
3品目 ザール川のワインとハーブ・粗引

きマスタードソースで温めたマス
4品目　 ウサギのグリル、キノコとビー

トと平麺添え
デザート　 クルミのケーキ、フランス産ワ
イン漬け、フルーツとクリームクヴァルク添え
(ホテルレストラン「シュヴァルツァー・ベ
ア」にて）
料金:　 35ユーロ

テューリンゲンの名物を集めたビュッフェ
ハーブクヴァルクのジャガイモバゲット／グ
リルソーセージとザウアークラウト、炒めジ
ャガイモ／パプリカとズッキーニのマリネに
のせた鶏のベーコン包み焼き／紫キャベツ・
ミニ・クレーセ添えミニ・ルーラーデ／ミッ
クスサラダ／チーズスティック／フルーツ
(居酒屋ギャラリー「ツア・ノル」にて）

当地の飲み物
ビールBier
イェーナー・シェレンビアー、アルト・イェ
ーナー、ミューレンブロイ・ピルツ（イエナ
初のビール醸造所を併設したゲストハウス「
ミューレンブロイ」の自家製ビール）

ワインWein
ザーレ・ウンストルート産ワイン
イエナワイン
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ドルンブルク城群火薬塔

Ernst-Haeckel-Haus
エルンスト・ヘッケル・ハウス

動物学者エルンスト・ヘッケルのかつての住
まい。博物館「ヴィラ・メドゥーサ」では彼
の自然科学者としての生涯と業績が展示され
ている。
開館:　 火～金11:00～15:00
ガイド:　 10:00／11:30／14:00／15:30
料金:　 大人2ユーロ／割引1ユーロ
ガイド料金:　12ユーロ

PhyletischesMuseum
系統博物館

動物標本、化石、模型をもちいて進化論に関
する展示をしている。
開館:　 毎日9:00～16:00
料金:　 大人2ユーロ／割引1ユーロ
ガイド料金:　15ユーロE　　

Museum1806
ミュージアム1806年

1806年10月14日にあったナポレオン率い
るフランス軍とプロイセン軍による有名な「
イエナ／アウアーシュテットの戦い」に関す
る博物館。
開館:　 4～11月　 水～日

10:00～13:00／14:00～17:00
(12～3月は1時間早めに開閉）

料金:　 大人3.50ユーロ／割引2ユーロ

観光ガイドツアー
観光局公認ガイドツアー
集合:　 ツーリストインフォメーション
住所:　 Markt　16
言語:　 ドイツ語
日程:　 月水土14:00　

4～10月は木曜16:00　
日曜11:00

料金:　 ＜個人＞
大人5ユーロ／割引4ユーロ
＜グループ＞
65ユーロ（2時間）
ドイツ語以外の言語:　
日本語、英語90ユーロ

テーマ別ガイドツアー
古典主義時代の足跡をたどる
-　 マルティン・ルターと宗教改革
-　 イエナの七不思議
-　 文学と哲学における「イエナ古典主義」
-　 カール・ツァイス、

エルンスト・アッベ、オットー
･ショット－偉大な発明・企業家たち

-　 衣装ガイドツアー:　 　
「絞首台、小道、泥棒」
「知識が集まる街へのタイムトラベル」
「ゲーテのマレリン曰く」

言語:　 ドイツ語、日本語、英語他
日程:　 要相談
料金:　 1グループ90ユーロ

(2～3時間／衣装ガイドは95ユーロ)

耳寄り情報
文学プログラム「楽しい古典主義文化」
音楽鑑賞をともなう朗読会
日程:　 要相談

市電の特別ツアー
パーティー形式の市電に乗ってガイド付きで
イエナをめぐるツアー。食べたり飲んだり音
楽を聞きながら観光を楽しみたい。

ショッピング
ゲーテ・ギャラリー:建築賞を受賞したモダ
ンなショッピングアーケードで、ツァイス・
プラネタリウムの映写機がある。
ノイエ・ミッテ・イエナ

インセンティブ
「グラスを片手にイエナを見渡す」プラン
イエナ観光局
コーチ手配とイェンタワー28階のパノラマ
展望台の見学
発泡ワインとフランス産カヴァリエ（赤）で
歓待。ノンアルコール飲料も可能。
天候不良の場合はレストランまたは400平方
メートルのガラス窓に囲まれたパノラマ会場

「ザーレ地方産ワイン試飲とレクチャー」プラン
イエナ観光局
コーチ手配とイェンタワー28階のパノラマ
展望台の見学
ザーレ・ウンストルート産の受賞ワイン
3～6種の試飲
専門家による解説
ワイン試飲会はレストランまたはパノラマ開
場で開催

13

15

14

30

Je
na

イ
エ
ナ

レーザー・オールドーム・プロジェクション、ツァイス・プラネタリウム

シラーのガーデンハウス

宿泊インフォメーション

イエナには、大手国際ホテルチェーンのホテ
ルから、個人経営の高級旅館まで様々なカテ
ゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室数、設
備、料金についての最新情報はサイト
www.jena.deを参照。街のインフォメーショ
ンで予約ができる。

イェンタワーに映る街

カフェ・バーが軒を連ねるヴァーグナーガッセ

ロマン派の家

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）
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見どころ／美術館・博物館

Bach-Museum
バッハ博物館

バッハのライプツィヒ時代に関する常設展。
歴史あるボーゼ・ハウスで家具・楽器・楽譜
を展示している。
住所:　 Thomaskirchhof　15/16

D-04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-9137200
www.bach-leipzig.de
バッハ博物館は大規模な改装工事により200
9年春まで閉館している。開館時間と料金は
再オープン前にwww.bach-leipzig.de
で公表される。

Thomaskirche
トーマス教会

1212年に設立された教会。バッハの活動場
所だった。トーマス教会少年合唱団によるモ
テットの定期演奏がある。
住所:　 Thomaskirchhof　18

D-04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-9602855
www.thomaskirche.org
開館:　 毎日9:00～18:00
料金:　 無料（グループの場合1人1ユーロ）
モテット演奏は毎週金曜と土曜15:00から

Mendelssohn-Haus
メンデルスゾーン・ハウス

世界で唯一現存する、作曲家メンデルスゾー
ンのかつての住まいにある博物館。
住所:　 Goldschmidstr.　12

D-04103　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-1270294
www.mendelssohn-stiftung.de
開館:　 毎日10:00～18:00
料金:　 3.50ユーロ
毎週日曜11:00からコンサートあり
料金:　 大人12ユーロ／割引8ユーロ

Schumann-Haus
シューマンの家

ライプツィヒ生まれの作曲家クラーラ・ヴィ
ークとロベルト・シューマンの家。
住所:　 Inselstr.　18

D-04103　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-3939620
www.schumann-verein.de
開館:　 水～金　 14:00～17:00

(土日は10:00～）
料金:　 大人3ユーロ／割引2ユーロ

Rentaro-Taki-Denkmal
滝廉太郎記念碑

ライプツィヒ初の日本人音楽留学生だった作
曲家滝廉太郎。フェルディナント・ローデ通
りとモーツァルト通りが交差する一角、かつ
て下宿があった場所に記念碑が立っている。

Schillerhaus
シラーの家

シラーは1785年のひと夏をこの農家で過ご
した。ドイツ最古の文学記念館。
住所:　 Menckestr.　42

D-04155　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-5662170
www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de
開館:　 4～10月　 火～日10:00～18:00

11～3月　 水～日　 10:00～16:00
料金:　 大人3ユーロ／割引2ユーロ
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LeipzigTourismusundMarketingGmbH
住所:　 Richard-Wagner-Str.　1
D-04109　Leipzig
担当:　 Anette　Morche
Tel.:　 +49　(0)341-7104330
Fax:　 +49　(0)341-7104236
Email:　sales@ltm-leipzig.de

www.ongaku-no-machi-leipzig.de

またとない音楽の街
ライプツィヒで学んだゲーテが足繁く通って
いたあまりにも有名なレストラン「アウアー
バッハス・ケラー」。この店で彼は生涯を費
やした大作『ファウスト』のインスピレーシ
ョンを受け、作品の一場面にも登場させてい
る。

ライプツィヒは「音楽の街」と言われるほど
音楽との縁が深い。ヨハン・セバスチャン・
バッハは「ライプツィヒ市音楽総監督」とし
て27年間活動し、世界的に知られるトーマ
ス教会少年合唱団の指導にあたった。フェリ
ックス・メンデルスゾーンはライプツィヒ・
ゲヴァントハウス管弦楽団の指揮者を務め、
ドイツ初の音楽院を設立している。メンデル
スゾーン・ハウスはメンデルスゾーンに捧げ
られた博物館で、世界で唯一現存するかつて
の住まいだ。また、ロベルトとクラーラ・シ
ューマン夫妻はこの街で結婚式を挙げ、その
後4年間をライプツィヒで過ごした。彼らの
住まいであったシューマンの家は現在一般公
開されている。日本を代表する作曲家、滝廉
太郎もライプツィヒに2年間暮らし、ドイツ
初の音楽院で音楽を学んでいた。日本を遠く
離れたここライプツィヒで滝廉太郎の記念碑
を見ることができるのはとても感慨深い。国
際敵に名高いコンサートホールであるゲヴァ
ントハウスとライプツィヒ歌劇場。この二つ
によってクラッシック音楽の伝統が今でも高
い水準で受け継がれている。

見本市、会議、商業に適し、躍動し続ける街
ライプツィヒ。この街ではルネッサンスやバ
ロック時代の華やかな建造物。かつての商館
とパッサージェ（アーケード街路）は新しい
輝きを放ち、観光だけでなくショッピング最
適なスポットだ。また、毎週トーマス教会で
行われるトーマス教会少年合唱団によるモテ
ットとカンタータの演奏もライプツィヒ名物
の一つ。カバレットの数々もバラエティーに
富み、美術館や博物館も実に多彩。個性的な
レストラン、居心地のよいカフェやジャズバ
ーでくつろぎながら、ライプツィヒの歴史と
芸術を堪能したい。
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有名なメードラーパサージェ:　人気のショッピングスポット

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

シラーの家

メンデルスゾーン・ハウス

滝廉太郎
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最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(390km）
ライプツィヒ・ハレ国際空港
(15km）

バッハ博物館
トーマス教会
メンデルスゾーン・ハウス
シューマンの家
滝廉太郎記念碑
シラーの家
ゲーテの像
諸国民戦争記念碑
造形美術館
グラッシィ複合博物館
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メードラー・パッサージェ
シュペックス・ホーフ
トーマス教会のスーベニアショップ
ペーター通りのデパートやパッサージェ、ハ
イン通り、グリマイシェ通り

インセンティブ
ゴンドラで遊覧
問合せ:リストランテ「ダ・ヴィート」
Ristorante„DaVito“
住所:　 Nonnenstr.　11b

D-04229　Leipzig
Tel.　 +49　(0)341-4802626
本場ベニスのゴンドラに揺られながら白エル
スター川を眺める（要予約）。

レストラン
アウアーバッハス・ケラー
AuerbachsKeller
ゲーテの『ファウスト』で有名な歴史あるレ
ストラン。
住所:　 Grimmaische　Str.　2-4

D-04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-216100
www.auerbachs-keller-leipzig.de
営業:　 毎日11:30～24:00

カフェ・バウム
ZumArabischenCoffeBaum
レストラン、カフェ、博物館が併設されている。
住所:　 Kleine　Fleischergasse　4

D-04109　Leipzig
Tel.　 +49　(0)341-9610060
www.coffe-baum.de
営業:　 毎日11:00～1:00

バーテルス・ホーフ BarthelsHof
ザクセン郷土料理の幅が実に広い。
住所:　 Hainstraße　1

D-04109　Leipzig
Tel.　 +49　(0)341-141310
www.barthels-hof.de
営業:　 毎日7:00～24:00

テューリンガー・ホーフThüringerHof
歴史あるレストラン。個性的なドイツ料理。
日本語メニューあり。
住所:　 Burgstr.　19,　04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-9944999
www.thueringer-hof.de
営業:　 毎日11:00～24:00

パノラマ・タワーPanorama-Tower
シティービルのレストラン。ライプツィヒ近
郊を一望でき、ハイレベルなインターナショ
ナル料理が味わえる。
住所:　 Augustusplatz　9

D-04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-7100590
www.panorama-leipzig.de
営業:　 毎日11:00～24:00

食の名物
ライプツィヒ風温野菜盛合せ
LeipzigerAllerlei
ライプツィヒ名物は、アスパラガス、キノコ
、豆、ニンジン、ザリガニを使った野菜たっ
ぷりの料理。

シューマン･メニューSchumann-Menü
カフェ・バウムの常連客であったロベルト・
シューマン。ポテトスープ、キャベツと子豚

、クレーセ（ジャガイモ団子）からなるこの
料理はシューマンのお気に入りだった。

バッハのオルガンメニュー
BachsOrgelschmaus
18世紀のオリジナルレシピを基にした歴史あ
る5品コース（バーテルス・ホーフにて）。
コーヒーと甘い物が大好きなライプツィヒの
人々。どうぞ、ごいっしょに！

クヴァルクケーキ Quarkkeulchen
クヴァルクを使ったデザートで、多くのレス
トランにある

レプヒェン Räbchen
レプヒェンは「小ガラス」の意。カフェ・バ
ウムにあるプラム入りの特製菓子。

ライプツィガー・レアヒェ
LeipzigerLerche
レアヒェは「ヒバリ」の意。コーヒーのお供
に最適。日持ちが良いのでスーベニアとして
も使える。
ビスケット生地とマジパンでできた苺マーマ
レード・フィリングの小さなケーキ。

バッハ・ターラーとバッハ・プファイフェン
Bachtaler,Bachpfeifen
スーベニアに適した名物チョコレート。バッ
ハ・ターラーはカフェ・カンドラーCafé
Kandlerでのみ入手可能。
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カフェ・バウム　

GoetheDenkmal
ゲーテの像

旧市庁舎裏手のナッシュマルクトにあるゲー
テ像は、ゲーテがライプツィヒで学生時代を
過ごしたことを記念したもの。

Völkerschlachtdenkmal
諸国民戦争記念碑

対ナポレオン戦争における連合国の勝利記念
碑。ドイツで最も高いモニュメント。
住所:　 Prager　Strase

D-04299　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-8780471
www.voelkerschlachtdenkmal.de
開館:　 4～10月　 10:00～18:00

(11～3月は16:00まで）
料金:　 大人5ユーロ／割引3ユーロ

MuseumderbildendenKünste
造形美術館

ドイツでも伝統を誇る市民コレクション。ド
イツ古典絵画、オランダ絵画、マックス・ク
リンガー、新旧ライプツィヒ派の作品が見ら
れる。
住所:　 Katharinenstr.　10

D-04109　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-216990
Email:　 mdbk@leipzig.de
www.mdbk.de
開館:　 火木～日・祝10:00～18:00

水　 12:00～20:00
料金:　 大人5ユーロ／割引3.50ユーロ

GrassiMuseumskomplex
グラッシィ複合博物館

工芸美術館　民俗学博物館
楽器博物館
住所:　 Johannisplatz　5-11

D-04103　Leipzig
www.grassimuseum.de
開館:　 火～日10:00～18:00
料金:　 4ユーロ／工芸美術館5ユーロ

割引2ユーロ／工芸美術館3.50ユーロ

観光ガイドツアー
観光局公認ガイドツアー（英語）
www.leipzig-erleben.com
ご予約は下記にご連絡ください。
Email:　 info@leipzig-erleben.com（英語）
日程:　 毎日13:30（バス）
料金:　 16ユーロ

グループ向け徒歩ツアー
テーマ別ガイドツアー（グループ用）
「ライプツィヒの学生ゲーテ」ツアー　(2.5時間)
「音楽の街ライプツィヒ－J.S.バッハをたど
る」ツアー（2.5時間）
「物語で知るライプツィヒ」ツアー　(2時間)
言語:　 日本語あり
日程:　 通年・要予約
料金:　　 90～100ユーロ

耳寄り情報
動物園 ZoologischerGarten
ドイツでも最大級の動物園。
住所:　 Pfaffendorfer　Str.　29

D-04105　Leipzig
Tel.:　 +49　(0)341-5933385
www.zoo-leipzig.de
開館:　 5～9月　 9:00～19:00

4・10月は18:00 11～3月は17:00まで
料金:　 大人10ユーロ／割引8.50ユーロ

ライプツィヒ・パノメーター
PanometerLeipzig
世界最大のパノラマ展示。テーマは入れ替わ
り、2009年2月1日までは「ローマ312年」
、続いて「熱帯雨林」が予定されている。
住所:　 Richard-Lehmann-Str.　114

D-04275　Leipzig
Tel.　 +49　(0)　341　1213396
www.asisi-factory.de
開館: 火～金9:00～19:00

土日祝10:00～20:00
料金:　 9ユーロ／割引7ユーロ

ショッピング
ツーリストインフォメーション　(中央駅向かい)
ライプツィヒ・ショップNo.1（書籍とスー
ベニア）マルクト1番地
マイセン磁器直営店（旧市庁舎地階）
中央駅プロムナード（ショップと飲食店）
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バッハ・オンエア 旧市庁舎前のにぎやかな市

www.germany-tourism.de（英） www.tabiken.com/euro/germany/d/（日）

ゲーテの像

宿泊インフォメーション

ライプツィヒには、大手国際ホテルチェーン
のホテルから、個人経営の高級旅館まで様々
なカテゴリーの宿泊設備がある。ホテルの室
数、設備、料金についての最新情報はサイト
http://www.leipzig.de/int/en/tourist/ans
prechpartner/を参照。街のインフォメーシ
ョンで予約ができる。

ライプツィヒ風温野菜盛り合わせ
アウアーバッハス・ケラー

バッハ・ターラーとバッハ・プファイフェン
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エアフルト教会音楽週間
日程： 9月　 　 場所：市内の教会

クリスマス市
日程： 待降節　 場所：大聖堂広場、旧市街

Weimar ワイマール
テューリンゲン・バッハ音楽祭
日程： 3～4月　 場所：様々なイベント会場

陶器市
日程： 8月　 場所：マルクト広場

ワイマール芸術祭
日程： 8月　 　 場所：様々なイベント会場

ワイン祭りとゲーテの誕生日
日程： 8月28日頃　 　
場所： フラウエンプラン

ワイマールたまねぎ市
テューリンゲン州最大の祭り
日程： 10月2日～同週末　 　
場所： 中心街

クリスマス市
日程： 11月下旬～クリスマス　 　
場所： 中心街

ワイマール歌劇場管弦楽団の演奏会
日程： 毎月2回　 　
場所： 新ワイマールホールのコング

レスセンター

Jena イエナ
飲食店街のイエナ・ディキシーランド集会
日程： 4月　 　 場所：中心街

IMAGINATA実験館
自然科学現象の調査
日程： 5～8月　 　 場所：変電所

イエナ陶器市
日程：7月　 　 場所：マルクト広場

イエナ・カルチャーアリーナ
(ワールドミュージックフェスティバル）
日程： 7月／8月　 場所：劇場前広場

旧市街祭り
日程： 9月　 　 場所：マルクト広場

クリスマス市
マルクト広場で毎日塔上吹奏がある
日程： 11～12月　 　 場所：マルクト広場

Leipzig ライプツィヒ
バッハ音楽祭
日程： 2009年6月11～21日／
2010年6月11～20日　 　
場所： 様々なイベント会場

ライプツィヒ市祭り
日程： 6月第1週末　 　 場所：中心街

夏のパイプオルガンコンサート
日程：6～8月、土曜17：00　 　
場所：ニコライ教会、トーマス教会

クラシック・オープン
日程：8月半ば（2008年／2009年）
場所：アウグスト広場

バッハ像前の月曜演奏会
日程：7～8月　 毎週月曜　 19：00
場所：トーマス教会／バッハ像前

メンデルスゾーン音楽祭
日程：2008年9月4～20日／2009年8月21
日～9月18日　 　
場所：ゲヴァントハウス

クリスマス市
日程：2008年11月24日～12月22日／200
9年11月23日～12月22日　 　
場所：中心街

定期イベント
金曜18：00　 トーマス教会でのモテット　
土曜15：00 トーマス教会でのモテット　
日曜11：00 メンデルスゾーン・ハウス

での演奏会　
水曜20：00 夏の間　(バッハ・アルヒーフ)

での演奏会　
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Frankfurt フランクフルト
春のディッペメス祭り
最新の遊園地乗り物とデイッペ市からなる市
民祭り
日程:　 4月

森祭り「ヴェルチェスターク」
市内の森のお祭り
日程： 5月末　　 　 場所：市の森林

オペラ座広場サマーフェスト
飲食を楽しみながら聞くライブ演奏
日程：6月最終週　 　 場所：オペラ座広場

マインフェスト
マイン川岸の伝統的な市民祭り。
日程： 8月第1週末　 　
場所： レーマー広場他

美術館通り祭り
芸術文化フェスティバル、美術館独自の企画
、ヴァリエテ、音楽、世界の名物
日程： 8月最週末　 　 場所：マイン川両岸

ラインガウ地方ワイン市
ラインガウのワイン醸造所がフランクフルト
の飲食街「フレスガス」で厳選ワインを出す
日程： 8月末～9月初め
場所： フレスガス、オペラ座広場

秋のディッペメス祭り
市民祭り
日程:　 9月　 場所：ラーツヴェーク祭事会場

クリスマス市
伝統的なクリスマス市
日程： 11～12月　
場所： リープフラウエンベルク、
レーマー広場他

Fulda フルダ
バラの月曜日-謝肉祭
ヘッセン最大の謝肉祭の仮装行列
日程： 謝肉祭　 　 場所：フルダ中心街

ガーデン祭り
田園の植物種と造園文化の展示
日程： 6月第1週末（木～日）　 　
場所： ファザネリー城

ワイン祭り
日程： 8月最終金曜～9月第1日曜
場所： フルダ中心街

クリスマス市
日程： 11月最終金曜日以降　 　
場所： 市庁舎周辺

Eisenach アイゼナッハ
夏迎えの祭り
ドイツ最大の春祭り、祭り行列
日程： 復活祭3週間前　 　 場所：中心街

テューリンゲン・バッハ音楽祭
日程： 3～4月　 　 場所：様々な会場　

ヴァーグナーのオペラ作品公演
日程： 3～6月
場所： ヴァルトブルク城「祝宴の大広間」
ミュージアムナイト

日程： 8月　 　 場所：ヴァルトブルク城
ヴァルトブルク城でのブルースナイト
日程： 8月　 　 場所：ヴァルトブルク城

「ルター」ドイツ中部最大の中世祭り
日程： 8月

ヴァルトブルク城での演奏会
日程： 4～10月
場所： ヴァルトブルク城「祝宴の大広間」

ヴァルトブルク・ラリー
日程： 8月　 　 場所：ヘッツェルスローダ

ヴァルトブルク城クリスマス市
日程： 待降節第2･3･4週　 　
場所： ヴァルトブルク城の中庭

クリスマス市
日程： 12月　 　 場所：旧市街

Erfurt エアフルト
テューリンゲン・バッハ音楽祭
日程： 3～4月　 場所：エアフルトの教会他

クレーマー橋祭り
テューリンゲン最大の中世を模した祭り
日程： 6月第3週末　 　 場所：旧市街

大聖堂野外音楽祭
オープンエア音楽フェスティバル
日程： 8～9月の3週間　 場所：大聖堂広場
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*Wiederkehrende Veranstaltungen
恒例のイベント

最新のイベント情報はサイト
www.goethestrasse.infoをご覧ください。

フルダのクリスマス市

エアフルト　 クレーマー橋祭り

エアフルト　 大聖堂野外音楽祭

ワイマール　 たまねぎ市

イエナ　 IMAGINATA実験室

イエナ　 学術ロングナイト

フランクフルト　 ディッペメス祭り

ヴァルトブルク城「祝宴の大広間」
での演奏会／「タンホイザー」

アイゼナッハ　 夏迎え

ライプツィヒ　 トーマス教会少年合唱団

フランクフルト　 美術館通り祭り
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ゲーテ街道の各都市は、旅行に企画・実行に
あたってお役にたてるよう幅広い観光サービ
スを一手にご提供しています。

下記のサービスをご提供しています：

- 旅行会社のプラン作成にあたっ
てアドヴァイスとサポート

- 旅行会社用資料、
セールスハンドブック、
日本語パンプレット、マップ

- プレス用資料：最新ニュース、
幅広い写真資料

- それぞれの街／地方における
観光の名所および見どころの詳細情報

- 宿泊先の予約、パッケージプラン
- 日本語添乗員紹介
- 最新のイベントアドヴァイス
- 文化・スポーツイベントのチケット販売
- 情報資料の送付
- ガイド、写真集、
ハイキングマップ、オリジナルスー
ベニア等の販売

ウェブサイト
www.goethestrasse.info

このパンフレットはできるだけ最新で正確な
情報を調査したものですが、価格、開館時間
、イベントなどは変更される場合があります
のでご注意ください。プランを立てる際には
最新情報を掲載しているサイトwww.goethe
strasse.infoをご利用ください。
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*Unser Service für Sie
サービスのご案内

Prospekt „Johann Sebastian Bach“ Prospekt „Weimar Impressionen“ Prospekt „Willkommen in Thüringen“ 

Prospekt „Stadtrundgang Erfurt“ Prospekt „Musikstadt Leipzig“ Prospekt „Leipzig erleben“ 

Prospekt „Willkommen in Fulda“ Prospekt „Die Wartburg“ Prospekt „Eisenach“ 

Städtefolder 6-sprachig
(mit japanisch): Eisenach,
Erfurt, Jena und Weimar 

日本語パンフレット　
(無料)　をご注文ください。
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