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マリア大聖堂とセヴェリ教会 ペータースベルク城郭

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
ゲーテを魅了し続けた街
「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
ハをいく度となく訪れ、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

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。

このトリッププランナーは、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、イベント、テーマ
別のルートプランを掲載している。

* Goethe-Straße
ゲーテ街道
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レーマーベルク

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

D E U T S C H L A N D

Frankfurt
フランクフルト

Eisenach
アイゼナッハ

ドイツ

フランクフルトのスカイライン

Fulda
フルダ

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



ワイマール
ゲーテが生活と活動の拠点をおいた街
「これほど小さいにもかかわらずこれほど素晴らしいもの
のあるところがいったいどこにあるだろう」というゲーテ
の言葉に、人は今日もうなずくことだろう。ワイマールに暮
らしたドイツ最大の詩人ゲーテ。その作品と生涯によってイ
ルム川沿いの小さな宮廷都市は文化の中心として開花し、
ユネスコ世界遺産を誇る町へと成長した。> 24ページ

ドレスデン
ゲーテが芸術を求めてたびたび足を運んだ街
「ドレスデンは私に素晴らしい喜びを与えてくれるとともに、
芸術について考えたいという私の気持ちを蘇らせてくれた。こ
の美しい場所には、あらゆる種類の信じがたい宝がある。」
ゲーテはドレスデンを訪ねたときの感激をこう熱く語った。
大詩人ゲーテは芸術や文化に触れるために生涯に7回このエル
ベ川沿いの町に足を運び、聖母教会や宝物館、絵画館などを訪
れるとともに、植物学の研究にもいそしんだ。> 36ページ

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
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ゲーテ記念館 ツァイス・プラネタリウム

アウアーバッハス・ケラー バッハ像前でのコンサート

ドレスデンの旧市街

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』
ゲーテはライプツィヒで学び、アウ
アーバッハス・ケラーに足繁く通っ
た。ここで大作『ファウスト』の着
想をえたことから、その一場面にも
このレストランを登場させている。
森鴎外もまたライプツィヒで学び、
アウアーバッハス・ケラーの絵に永
遠の姿をとどめた。J.S.バッハは27
年間にわたってライプツィヒ市音楽
監督を務め、数々の有名な作品を作
曲した。その墓は聖トーマス教会内
に置かれている。> 32ページ

D E U T S C H L A N D

Eisenach
アイゼナッハ

Leipzig
ライプツィヒ

Jena
イエナ

ゲーテの家

マルクト広場
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Dresden
ドレスデン

Weimar
ワイマール

Erfurt
エアフルト



モデルルート1

ゲーテ街道
ハイライト
6日間プラン
フランクフルト、フルダ、エアフルト、
ワイマール、ライプツィヒ、ドレスデン泊

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→フルダ：
特別ガイドツアーでバロック地区を見学、フ
ルダ泊

3 日目
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・ハウスを見学、古楽器
演奏を鑑賞→エアフルト泊

4日目
特別ガイドツアーでマリア大聖堂におけるオ
ルガン演奏を鑑賞→ワイマール：ガイドツア
ーでゲーテ・ハウスを見学 、アンナ・アマ
ーリア大公夫人図書館を見学、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

5日目
→イエナ：特別ガイドツアーでシラーのガー
デンハウスとロマン派の家を見学→ライプツ
ィヒ：ガイドツアーでバッハの墓のあるトー
マス教会を見学、アウアーバッハス・ケラー
で夕食、ライプツィヒ泊

6日目
→ドレスデン：ガイドツアーでキューゲルゲ
ンハウスを見学、アルテ・マイスター絵画館
（もしくはレジデンス宮殿）、ピルニッツま
で蒸気船クルーズ、ピルニッツ城・庭園を見
学、夜：ゼンパー・オペラ座もしくは聖母教
会でのイベント訪問、ドレスデン泊

モデルルート2 

ゲーテの足跡を
訪ねて
6日間プラン
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：テーマ別ガイドツアーでオル
ガン演奏の観賞→ワイマール：ガイドツアー
でゲーテ・ハウスを見学、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：テーマ別ガイドツアーでシ
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（その場合
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）

4

www.goethestrasse.info

フランクフルト
ゲーテ・ハウス

イエナ
シラーのガーデンハウス ドレスデン エアフルトの市庁舎

ライプツィヒ
メードラー・パッサージェ

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

ドレスデン

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 ドレスデン

100 194 252 270 298 399 460

100 99 156 173 305 288 380

194 99 61 79 107 208 270

252 156 61 21 55 155 220

270 173 79 21 22 140 200

298 305 107 55 22 110 180

399 288 208 155 140 110 120

460 380 270 220 200 180 120

*ゲーテ街道をめぐるプランとサービス

距離
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モデルルート3 

偉大な音楽家の
足跡を訪ねて
5日間プラン
フルダ、アイゼナッハ、ライプツィヒ、
ドレスデン泊

1日目
フランクフルト到着→フルダ：大聖堂もしく
は他の歴史ある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」がもらえ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・ハウスを見学、古楽
器演 奏を鑑賞、ヴァルトブルクで昼食、ヴ
ァルトブルク城を見学、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
→ワイマール：テーマ別ガイドツアーでリス
ト博物館を見学、デンシュテットのリスト・
オルガンの演奏鑑賞→ライプツィヒ：テーマ
別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、「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

4日目
2010年にリニューアルオープンしたバッハ
博物館を見学、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、老舗カフェ・レストラン
「カフェ・バウム」で昼食→ドレスデン：音
楽ガイドツアー（2時間）、ゼンパー・オペ
ラ座もしくは聖母教会でのイベント訪問、ド
レスデン泊

5日目
ピルニッツまで蒸気船クルーズ、ピルニッツ
城（楽器コレクション）・庭園を見学、ホス
ターヴィッツのカール・マリア・フォン・ヴ
ェーバー博物館を見学、アルベルティーヌム
を見学（彫像および音楽をテーマにした絵画
中心）、イブニングプログラム

モデルルート4 

城と宮殿と庭園
(ユネスコ世界遺産
モデルルート）
5日間プラン
フルダ、エアフルト、ワイマール、
ライプツィヒ、ドレスデン泊

1日目
フランクフルト到着→フルダ：→バロック様
式の城庭園や修道院の庭園、プライベートの
庭を見学、夕食はゲーテお気に入りの料理、
フルダ泊

2日目
フルダ： バロック地区を見学→アイゼナッ
ハ：ヴァルトブルク城を見学→エアフルト：
ドイツ有数の規模と美しさを誇る庭園公園、
夕食はゲーテ・ディナー、エアフルト泊

3日目
→ワイマール：ワイマール城とイルム公園を
見学、ベルデヴェーレ・エクスプレスで移動
し、ベルヴェデーレ宮を見学、ティーフルト
城と庭園を見学、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：シラーのガーデンハウスを見学、
ゲーテ記念館と植物園を見学、ツァイス・プ
ラネタリウムのレストラン「バウアースフェ
ルト」で昼食→ドレスデン：バスツアーや徒
歩ツアーでツヴィンガー宮殿、ドレスデン城、
大庭園の宮殿を見学、ドレスデン泊

5日目
ドレスデンからエルベ川沿いの城を見ながら
ピルニッツへの蒸気船クルーズ、ピルニッツ
城と庭園を見学→モーリッツ城：城の見学と
散策、狭軌鉄道やバスでラーデボイルへ移
動、ワイナリーのヴァッカーバルト城でガイ
ドツアーと夕食
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フルダ城 エガパーク
ワイマール
ベルヴェデーレ宮

アイゼナッハ
ニコライ教会 イエナ植物園

フルダのバロック地区 ドレスデン
ゼンパー・オペラ座のゲーテ像

アイゼナッハ ゲオルク教会 ライプツィヒ
メンデルスゾーン・ハウス



モデルルート5：

ヴァーグナーの
足跡をたどる
4日間プラン
ドレスデン、ワイマール、アイゼナッハ泊

1日目：ドレスデン到着
音楽をテーマにした徒歩ガイドツアー、ヴァ
ーグナーゆかりの地に沿って景色を楽しみな
がらピルナ・グラウパへバスツアー、リヒャ
ルト・ヴァーグナー博物館とローエングリン
ハウスを見学、ホスターヴィッツのカール・
マリア・フォン・ウェーバー博物館を見学、2013
年：ドレスデン市立博物館の特別展「リヒャ
ルト・ヴァーグナー」を見学、 夜：オペラ
やコンサート、ドレスデン泊

2日目：
→ライプツィヒ：リヒャルト・ヴァーグナー
の足跡をたどるガイドツアー、旧ニコライ学
校の常設展「若き日のリヒャルト・ヴァーグ
ナー（1813-1834）」を見学→ワイマール：
ドイツ国民劇場の見学、夜：オペラやコンサ
ート 、ワイマール泊

3日目
リスト・ハウスを見学→アイゼナッハ：ヴァル
トブルク城を見学、ロイター・ヴァーグナー博
物館とアイゼナッハ城のヴァーグナー展覧会を
見学（2013年以降）、バッハ・ハウスの見学
と、古楽器演奏の観賞、アイゼナッハ泊

4日目
バイロイトへ足をのばすとよい。 フランク
フルト空港を経由して帰国

モデルルート6 

ショッピングと
ライフスタイル
4日間プラン
フランクフルト、エアフルト、
ライプツィヒ泊

1日目：フランクフルト到着
フランクフルト：ガイドツアー、ザクセンハ
ウゼンにある典型的なアップルワインの居酒
屋で夕食、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)
や青物市を見学し、昼の軽食（フレスガスな
どでもよい）→エアフルト：ゲーテの足跡を
たずねる徒歩ガイドツアー、チョコレート製
作所で手作りチョコレートの試食をしながら
クレーマー橋でショッピング、旧市街の歴史
あるレストランで夕食、エアフルト泊

3日目
→イエナ：ガイドツアー、中心街／ゲーテ・
ギャラリーおよびノイエ・ミッテ・イエナ
（ショッピングセンター）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年の商業・
現物市（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

ゲーテ街道の
クリスマス
ドイツのクリスマスマーケットには毎年世界
中から多くの人が訪れる。特にゲーテ街道の
町のクリスマスは多彩で、地方色の豊かさが
特徴となっている。クリスマスマーケットは
11月下旬からクリスマスまで毎日オープン
している。

フランクフルト Frankfurt am Main 
ドイツでも伝統と人気を誇るクリスマスマー
ケット。巨大なもみの木と約200件のスタン
ドが軒を連ね、レーマー広場とパウル広場は
ロマンチックな雰囲気に包まれる。なかでも
ぜひ試したいのが、名物フランクフルト風ホ
ットワインだ。冬季限定の名物ホットアップ
ルワインは身も心も温めてくれる。

フルダ Fulda
歴史的な建造物が眩く照らし出され、かわい
い飾りがたくさんついたスタンドが中心街に
並ぶクリスマスシーズン。この時期にバロッ
クの街フルダを訪れれば感動はひとしおだろ
う。マーケットの一角にある工芸職人市では、
歴史的な伝統工芸が披露され、いにしえの技
巧が生き生きとよみがえる。

アイゼナッハとヴァルトブルク城
Eisenach und Wartburg
ヴァルトブルク城では待降節の第1、2、3週
末の土日に歴史的なクリスマスマーケットが開
催される。昔ながらのスタンドや工芸職人、
芸人、音楽家と名物料理は見過ごせない。午
後にはヴァルトブルク城の祝宴の大広間でア
ドヴェントコンサートが開かれる。アイゼナ
ッハの歴史ある旧市街のマルクト広場で行わ
れるクリスマスマーケットは、シーズン中は
毎日オープンしている。
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イエナ
クリスマスマーケット

エアフルト
クリスマスマーケット

フランクフルト
クリスマスマーケット

ライプツィヒのクリスマスの様子

ワイマール　ドイツ国民劇場 ライプツィヒ　
バーテルス・ホーフ

フランクフルト　
グリーンソースとアップルワイン

アイゼナッハ　ロイター・ヴィラ



エアフルト  Erfurt
160年以上に渡って多くの人を魅了してきた、
ドイツ有数の美しさを誇るクリスマスマーケッ
ト。壮大な大聖堂と聖セヴェリ教会を背景に、
町のあちこちにある小さな市場には、伝統的な
料理や地域の工芸品を扱うにぎやかな飾りのつ
いたスタンドが軒を連ね、様々なエンターテイ
メントが行われる。大聖堂のフェルゼンケラー
で開催されるクリスマスショー「クリスマスシ
ーズンの花」で、フロリストによる季節感溢れ
るみごとなアート作品の数々を観賞しよう。

ワイマール Weimar
劇場広場から歴史あるマルクト広場にかけて、
名物料理や実演のある職人村のスタンドが建
ち並び、いつもとは違う気のきいたプレゼン
トがきっと見つかるのが、ユネスコの街－ワ
イマールのクリスマスマーケットだ。市庁舎
の塔からは毎時マイセン磁器のカリヨンが数
々のクリスマス曲を奏でる。

イエナ Jena
毎年伝統的にイエナのクリスマスマーケット
は、4メートルの巨大なシュトレンへの入刀で
幕が開く。毎日午後5時になるとマルクト広場
にはクリスマスの風情たっぷりに金管演奏が響
き渡る。灯りの輝きの中をゆったりと歩けば、
サンタに出会うかもしれない。独特な雰囲気に
包まれ夢のような時間を過ごしたい。

ライプツィヒ Leipzig
クリスマスマーケットの伝統は15世紀にま
で遡る。中心街の歴史ある建物を背景に250
件ものスタンドが並ぶクリスマスマーケット
は、大きさ美しさともにドイツでも屈指のも
のだ。なかでも「メルヘンの森」や中世の市、
世界最大のアドベントカレンダーは見逃せな
い。毎日行われる歴史ある金管楽器演奏、ト
ーマス教会少年合唱団のコンサート、バッハ
のクリスマス・オラトリオ公演など、音楽も
たっぷりと楽しみたい。

ドレスデン Dresden
世界的に有名なドレスデンのシュトリーツェ
ルマルクトはドイツ最古のクリスマスマーケ
ット。旧市場に広がるクリスマスマーケット
で食べ歩き、プレゼントを用意しよう。オリ
ジナルのドレスナー・シュトレンをはじめ、
エルツ山地の木彫り工芸品やプラウエンのレ
ース飾り、ラウズィッツの藍染め、ヘルンフ
ーターシュテルン（星の飾り）などは一押し
のアイテム。また、特設クリスマスマーケッ
トがレジデンス宮殿と聖母教会にあり、フォ
ルクスワーゲン社の「ガラスの工場」の向か
いでも、クリスマスシティ「タウゼント・フ
ンケル」が開催される。

その他の耳寄り
テーマ
バッハの足跡を訪ねて
アルンシュタット Arnstadt 
バッハ教会、バッハ像、バッハ・ハウス

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

ドルンハイム Dornheim
バッハが結婚した聖バルトロマイ教会

自然を楽しむ
ザクセン・スイス国立公園（ドレスデン近郊）
Nationalpark Sächsische Schweiz 

ユネスコ世界遺産ハイニッヒ国立公園
（エアフルト近郊）
UNESCO-Weltnaturerbe National-
park Hainich

伝統工芸／製作所見学
マイセン Meißen  
ヨーロッパにおける磁器発祥の地

テューリンゲン磁器街道
Thüringer Porzellanstraße 
カーラ、ルードルシュタット、ブランケンハ
インの磁器製作所

テューリンゲン森の吹きガラス工芸
Glasbläserhandwerk 
im Thüringer Wald
色ガラス製作所（ラウシャ）、ロイス・ガラ
ススタジオ社（グレーフェンローダ）、クレ
ブスガラス社（ラウシャ）、グライナー・ガ
ラス製作所 （ノイハウス)、

ガルテン・ツヴェルク製作所
Gartenzwerg-Werkstatt
グレーフェンローダの「ガルテン・ツヴェル
ク」製作所

グラスヒュッテ Glashütte
創業165年の「グラスヒュッテ」は時計製造
技術の最高峰の代名詞としてドイツの高い精
度と機能的なデザインを誇る。

グラスヒュッテ・ドイツ時計博物館
－グラスヒュッテ・オリジナル（ゲストは特
別ガイドツアーでグラスヒュッテが成功した
経緯をライブ体験できる）

その他の製作所見学
ポルシェ・ライプツィヒ
Porsche Leipzig
BMW・ライプツィヒ
BMW Leipzig
ライプツィヒのブリュートナー・ピアノ製作所
Blüthner Piano Fabrik Leipzig

城や宮殿
モーリッツ城（ドレスデン近郊）
Schloss Moritzburg 

エリザベス城（マイニンゲン）
Schloss Elisabethenburg  

ウィルヘルムスブルク城（シュマルカルデン）
Schloss Wilhelmsburg 

フリーデンシュタイン城
(ゴータ）：バロック様式のエクホーフ劇場がある
Schloss Friedenstein 

三つの城からなるドライグライヒェンとモル
スドルフ城（エアフルト近郊）
Drei Gleichen und Schloss Molsdorf 

湖上の城（コッホベルク）：ゲーテ時代のプ
ライベート劇場がある
Wasserschloss Kochberg 

ドルンブルク城群（イエナ） ：ゲーテ記念
館がある
Dornburger Schlösser 

アルテンブルク城：トロースト・オルガンとトラ
ンプ博物館がある
Altenburger Schloss 
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フルダ　クリスマスマーケット 手作りのテューリンゲン産クリスマス飾り エアフルト　クリスマスマーケット



* Frankfurt
フランクフルト

フランクフルト観光局
Tourismus+Congress GmbH 
Frankfurt am Main
住所 Kaiserstraße 56

D-60329 Frankfurt am Main
担当 Anette S. Biener 
Tel. +49-69-21238800
Fax +49-69-21237880
Mail info@infofrankfurt.de
www.frankfurt-tourismus.de

アクセス

車
アウトバーンA3 / A5 / A66 / A661

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港

8

www.goethestrasse.info

フランクフルトのスカイライン

ヨーロッパ心臓部のメトロポリス
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。フランクフルトは、

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
19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
10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
多くの人が訪れる。

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。ごく近郊
では、桜の栽培地域やグラウベルクの新しい
ケルト博物館（グラウベルクwww.kel-
tenwelt- glauberg.de）のあるヴェッター
ラウ郡、タウヌス、シュペッサート、オーデ
ンヴァルトがあげられる。有名な町としては、
ハイデルベルクやヴィースバーデン、マインツ
があり、城やブドウ畑のあるロマンチックな
ラインガウなども人気が高い。

Fulda

Eisenach
Erfurt

Leipzig

Weimar
Jena

Dresden

Frankfurt



見どころ／美術館・博物館
Frankfurter Goethe-Haus und 
Goethe-Museum

フランクフルト・ゲーテハウスと
ゲーテ博物館

住所: Großer Hirschgraben 23-25
Tel. +49-69-138800
www.goethehaus-frankfurt.de
文豪ゲーテが生まれ、幼年・青年期を過ごし
た家。
現行の開館時間・料金：オンライン

Alte Oper
アルテ・オペラ

住所: Opernplatz
Tel. +49-69-13400
www.alteoper.de
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。

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 mit Dommuseum 
und Domturm

皇帝大聖堂（博物館と塔）
住所: Domplatz 14
Tel. +49-69-2970320
Mail: pfarrbuero@dom-frankfurt.de
1356年以降、神聖ローマ帝国皇帝の公選挙
が行われた

大聖堂博物館・宝物館
Tel. +49-69-13376186 
www.dommuseum-frankfurt.de
眺めの素晴らしい大聖堂の塔（318段）
現行の開館時間・料金：オンライン

Städel Museum & Das Neue Städel 
シュテーデル美術館と新シュテーデル

住所: Schaumainkai 63
Tel. +49-69-6050980
www.staedelmuseum.de 
シュテーデル美術館と新シュテーデル
レンブラント、フェルメール、ピカソなどの絵
画コレクション。団体見学は事前予約が必要。
現行の開館時間・料金：オンライン

新シュテーデル
シュテーデル美術館に増設された現代美術コ
レクション部門
現行の開館時間・料金：
www.das-neue-staedel.de

Museum für Moderne Kunst
モダンアート美術館

住所: Domstr. 10
Tel. +49-69-21230447
www.mmk-frankfurt.de
フランクフルトの美術館では最も新しく
1981年に設立された。その三角形の姿から
「ケーキ」の愛称をもつ。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。
現行の開館時間・料金：オンライン
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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
シュテーデル美術館と新シュテーデル
モダンアート美術館
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フランクフルトの皇帝大聖堂

新シュテーデル

ゲーテ・ハウス
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観光ガイドツアー
毎日の徒歩ガイドツアー
(マインタワーの見学含む）
所要時間：2時間　
言語：ドイツ語、英語
時間・場所：14:30にレ―マーベルクのツー
リストインフォ前出発
現行の日程・料金：
www.frankfurt-tourismus.de

テーマ別ツアー
- ゲーテの足跡を訪ねて
- フランクフルトとアップルワイン
- 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
- 有名ながら忘れさられたフランク
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
現行の料金：
www.frankfurt-tourismus.de 
オンリクエストでバスチャーターあり

耳寄り情報
フランクフルトカード Frankfurt Card
市内公共交通機関が無料、美術館・博物館で
割引あり
個人チケット／グループチケット（5人まで）
1日有効券／2日有効券
現行の料金：
www.frankfurt-tourismus.de 

フランクフルト・パルメンガルテン
Palmengarten Frankfurt
住所: Siesmayerstr. 63
Tel. +49-69-21233939 /-6689
www.palmengarten.frankfurt.de
大都会の真ん中にある静かなオアシス。バラ
園、石庭、ツツジ園、熱帯植物園などがある。
園内飲食店も新しくなった。現行の日程や料
金、夏の音楽イベントや展覧会に関する情報は
オンラインで確認できる。

パルメンガルテンの飲食店
www.palmengarten-gastronomie.de 
1.カフェレストラン「ズィーズマイヤー

Siesmayer」
2.グルメレストラン「ラフルールLafleur」
3.宴会やビジネスエリア
4.宴会場
5.カフェレストラン「レオナルディ

Leonhardi」
住所: Zeppelinallee 18
Tel. +49-69-7898847
www.villa-leonhardi.de

フランクフルト・オペラ座
Oper Frankfurt
ドイツで最も高い人気を誇るオペラハウス
（出典：国際オペラ雑誌『オペラの世界』）。
オペラハウスは中央駅からわずか徒歩5分、
ヨーロッパ中央銀行のすぐ隣にある。
現行のスケジュール: www.oper-frankfurt.de

ショッピング
ゲーテ通りとツァイル
Goethestraße und My Zeil
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
ヴェルトハイム・ヴィレッジ
Wertheim Village
住所: Almosenberg, 97877 Wertheim
Tel. +49-9342-9199 100
開館時間：月–土 10:00-20:00 
www.WertheimVillage.com
モードとライフスタイルをリードするドイツ
国内外のブランドからなる110以上のショッ
プなら、きっと気に入るものが見つかるはず。
年間を通じて前年のコレクションが定価の最大
60％割引で購入できる、個性的な雰囲気の
中でショッピングを楽しみたい。
A3フランクフルト - ヴュルツブルク、出口
66（Wertheim / Lengfurt）
またはフランクフルトからショッピング・エ
クスプレス（10ユーロ）が利用できる。
www.Coach.WertheimVillage.com

ヘッセンパーク
Hessenpark
ヘッセンパーク野外民家園
住所: Laubweg 5

61267 Neu-Anspach/Taunus
（フランクフルトから約25 km）
Tel. +49-6081-5880
www.hessenpark.de

パルメンガルテン
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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
トを参照。www.frankfurt-tourismus.de
会議の予約や特別オファーについても同様。

テクニカルビジット
体験型磁器製作所
Erlebnis-Manufaktur
住所: Palleskestr. 32
Tel. +49-69-300902-0
www.hoechster-porzellan.de 
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。
現行の 開館時間・館内ガイドスケジュール
および料金：オンライン

ドイツ取引所
Deutsche Börse AG
住所: Börsenplatz 4
Tel. +49-69-21111515
www.deutsche-boerse.com
取引日にはビジターギャラリーからトレーデ
ィングフロアを無料でライブ見学できる
（10:30と12:30）。解説者、情報掲示板、
インタラクティブなタッチスクリーンと無料
パンフレットで株式市場について見識を深め
よう。さらに取引日にはに無料の基礎講演が
行われている（10.00／11.00／14.00：所
要時間45分）。オンラインで登録。

レストラン
ロースバッハー・タール Lorsbacher Thal
住所: Große Rittergasse 49, 
Alt-Sachsenhausen
Tel. +49-69-616459
www.lorsbacher-thal.de
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。

クロースター・ホーフ Klosterhof
住所: Weissfrauenstrasse 3
Tel. +49-69-91399000
www.klosterhof-frankfurt.de 
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。

ヴァーグナー　Wagner
住所: Schweizer Strasse 71
Tel. +49-69-612565
www.apfelwein-wagner.com
典型的なアップルワインの居酒屋。居心地の
よい客室多数。二つの中庭とウィンターガーデ
ンあり。

ミヒャエル・フランクのテーブル　
TABLE zu Tisch bei Michael Frank
レ―マーベルクのアートホール内にある。
Tel. +49-69-21999952
www.table-schirn.com

DEPOT 1899
住所: Textorstraße 33
Tel. +49-69-60504799
www.depot1899.de
おしゃれで現代的なレストラン

食の名物
フランクフルト・ソーセージ 
Frankfurter Würstchen
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
Grüne Soße
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
Rippchen mit Kraut
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、アップルワ
インもお忘れなく。

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」とはアップルワインのこと。約６ヵ月
醗酵させたアルコール度数5.5%の飲み物。
アップルワイン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。

フランクフルトのアップルワイン レストラン「テーブル」

「



* Fulda
フルダ

フルダ観光局
Tourismus- und 
Kongressmanagement Fulda
住所 Bonifatiusplatz 1 (Palais Buttlar)

D-36037 Fulda
担当 Frau Lehmann
Tel. +49-661-1021814
Fax +49-661-1022811
Mail 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。

Bildunterschrift

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
（100 km）
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見どころ／美術館・博物館

Historische Räume des
Stadtschlosses

フルダ城の歴史的な部屋
住所: Schlossstr. 1
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: 金を除く毎日
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

Dom
大聖堂

住所: E.-Schick-Platz 3
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。
礼拝の際は見学不可。
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de Vonderau Museum 

フォンデラウ博物館
住所: Jesuitenplatz 2
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
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

Schatzkammer des Doms 
大聖堂宝物室

住所: E.-Schick-Platz 3
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。
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
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

Museum Schloss Fasanerie
ファザネリー城博物館

住所：36124 Eichenzell bei Fulda
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
休館: 月
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

Deutsches Feuerwehr-Museum
ドイツ消防博物館

住所：St. Laurentiusstr. 7
ルネサンス時代から現代にいたる消防器具が
二つのホールに展示されている。
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de
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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

フルダ城の入り口

大聖堂の宝物



Kinder Akademie Fulda
フルダ子供アカデミー

住所: Mehlerstraße 4
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。
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

Michaelskirche
ミヒャエル教会

住所: Michaelsberg 1
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。
休館: 12 月 24日･31日、1月、
謝肉祭の前日
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

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。

バロックの都フルダには庭園の伝統がある。
庭園文化の小路を歩くと、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. +49-661-102-1814
観光局公認ガイドツアー
＜徒歩ツアー（1時間／2時間）＞
現行の開館時間・料金: 
www.tourismus-fulda.de

特別ツアー
フルダの魅力を満喫
大聖堂・フルダ城・ミヒャエル教会ガイド
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
現行の料金： www.tourismus-fulda.de 
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ミヒャエル教会

「入れる心臓」

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を参照。
www.tourismus-fulda.de
街のインフォメーションで予約ができる。

バロック様式の司教方宝杓
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耳寄り情報
大聖堂のパイプオルガンコンサート
Orgelkonzerte im Dom
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。

シャウシュピール・ガイドツアー
Schauspielführung
有名なレオタールの絵画「チョコレートを持
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。
問合せ: Tel. +49-661-1021814
www.tourismus-fulda.de

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」

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: フルダ観光局）
Tel. +49-661-1021814
www.tourismus-fulda.de   

テクニカルビジット
リコーダー体験の世界 
Erlebniswelt Blockflöte
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。
現行の開館時間: www.tourismus-fulda.de  

フルダ環境センター  Umweltzentrum 
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。
現行の開館時間: www.tourismus-fulda.de

レストラン
グルメ・レストラン・イム・ゴールデン
・カープフェン
Gourmet Restaurant im Goldenen
Karpfen
住所: Simpliziusbrunnen 1-5
Tel. +49-661-86800
地中海風アレンジの新しいドイツ料理
とゲーテ・メニュー。

ディアナケラー・イム・ホテル・マリティム
Dianakeller im Hotel Maritim
住所: Pauluspromenade 2
Tel. +49-661-282-0
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。

アルテ・プファンドハウスシュトゥーベ
Alte Pfandhausstube
住所: Pfandhausstraße 7 + 9
Tel. +49-661-22901
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

ビール醸造所　ヴィーゼンミューレ
Wiesenmühle
住所: Wiesenmühlenstr. 13
Tel. +49-661-928680
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。

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および旧市
街のホーマン醸造所のビール、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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リコーダー体験の世界

王侯貴族のガーデンパーティー



* Eisenach
アイゼナッハ

アイゼナッハ観光局
Eisenach-Wartburgregion 
Touristik GmbH
住所 Markt 9

D-99817 Eisenach
担当 Rena Grahn
Tel. +49-3691-7923-0
Mail 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、1999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・ハウスは、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・ハウスではマルチメディ
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・ハウスは、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。

アクセス

車
アウトバーンA4

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
(190 km）
エアフルト空港（60 km）
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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塞で煌
びやかな居城。ユネスコ世界遺産に登録され
ている。マルティン・ルターがわずか10週
間で新約聖書を翻訳し、リヒャルト・ヴァー
グナーがタンホイザーの着想をえた場所。
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）

現行の料金：www.wartburg.de

Bachhaus
バッハ・ハウス

住所: Frauenplan 21
世界初のバッハ博物館で、ヨハン・セバスチ
ャン・バッハの生涯と作品について世界最大
の展示を誇る。歴史ある家屋では古楽器によ
るライブ演奏を、また2007年に100周年記
念として新しく増築された建物では「入れる
音楽作品」を楽しむことができる。
開館: 毎日 10:00～18:00
現行の料金: www.bachhaus.de

Lutherhaus
ルター・ハウス

住所：Lutherplatz 8
アイゼナッハで現存する最古の木組み家屋で、
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。マルティ
ン・ルターは通学期間中ここに愛情を持って
迎えられ、アイゼナッハを「私の愛する町」
と記している。
開館: 毎日 10:00～17:00
現行の料金: www.lutherhaus-eisenach.de 

Georgenkirche
ゲオルク教会

住所: Markt
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。
現行の開館時間: www.eisenach.info 

Reuter Villa
ロイター・ヴィラ

住所: Reuterweg 2
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
現行の開館時間: www.eisenach.de 

Predigerkirche mit Dominikanerkloster
プレディガー教会とドミニコ会修道院

住所: Predigerplatz 2
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。
現行の開館時間: www.eisenach.de 

automobile welt eisenach
アイゼナッハ自動車ワールド

住所: F.-Naumann-Str. 10
1935年のアイゼナッハ自動車工場の元工場
建物にある博物館。DIXIやBMW、ヴァルト

ブルクの時代からアダム・オペル株式会社の
現在にいたるまで、アイゼナッハ自動車株式
会社による当地における110年以上の自動車
製造の伝統を紹介している。1960年代、70
年代の生活感覚が伝わってくる。
現行の開館時間と料金: www.eisenach.de

観光ガイドツアー
観光局公認ガイドツアー
言語: ドイツ語
聖エリザベスやヨハン・セバスチャン・バッ
ハ、マルティン・ルター、ゲーテの足跡をた
どり、アイゼナッハの歴史ある旧市街を散策
する徒歩ツアー。
現行の日程と料金: www.eisenach.de

グループガイドツアー

中心街ガイドツアー「850年の歴史と物語」
言語: ドイツ語、英語
日程: 要予約
現行の料金: www.eisenach.de

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
現行の料金: www.eisenach.de
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ヴァルトブルク城
バッハ・ハウス
ルター・ハウス
ゲオルク教会
ロイター・ヴィラ
プレディガー教会とドミニコ会修道院
アイゼナッハ自動車ワールド
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ヴァーグナー・コレクションのあるロイター・ヴィラバッハ・ハウス



その他のテーマ別ガイドツアー
「アイゼナッハ南地区」ツアー
Die Eisenacher Südstadt
低地ドイツ語詩人フリッツ・ロイターの妻で
あるルイーゼ・ロイターによる案内で、歴史
主義、ユーゲントシュティール（青年主義）
の邸宅が並ぶ南地区を散策し、ヴァーグナー
の展示のあるロイター・ヴィラも見学する。
4月-10月：日曜10:30
現行の料金: www.eisenach.de

「アイゼナッハ自動車ワールド」ツアー
automobile welt eisenach
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」
現行の料金: www.eisenach.de

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
Floßfahrten auf der Werra
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:info@eisenach.de

テクニカルビジット
オペル Opel
住所：Adam-Opel-Str. 100
自動車会社オペル社の工場と生産ライン見学。
事前予約。www.opel.de  

旧麦芽製造工場「アルテ・メルツェライ」
Alte Mälzerei
住所：Palmental 1
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
現行の料金: www.eisenach.info   

レストラン
トゥルムシェンケ　ワインレストラン　
Weinrestaurant Turmschänke
住所: Karlsplatz 28
Tel. +49-3691-213533
www.turmschaenke-eisenach.de
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。

「アイゼナッハー・ホーフ」
のホテルレストラン
Hotelrestaurant im „Eisenacher Hof“
住所: Katharinenstr. 11-13
Tel. +49-3691-29390
www.eisenacherhof.de
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。

ダス・フェルックテ・カルトッフェルハウス
Das verrückte Kartoffelhaus
住所: Sophienstraße 44
Tel. +49-3691-721568 
www.kartoffelhaus-eisenach.de 
ジャガイモ料理専門店。

ブルンネンケラー
Brunnenkeller
住所: Markt 10 
Tel. +49-3691-212358
www.brunnenkeller-eisenach.de
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。

デア・ツヴィンガー
Restaurant Der Zwinger
住所: Wartburgallee 2 
Tel. +49-3691-203343
www.restaurant-zwinger.de 
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。

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

リストランテ・ミケランジェロ
Ristorante Michelangelo
住所: Karlsplatz 21 
Tel. +49-3691-734081
www.michelangelo-eisenach.de
イタリアンレストラン
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ビーベルカフェとルター・ハウス

www.goethestrasse.info

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
を参照。ｗｗｗ.eisenach.de
ツーリストインフォメーションでも予約がで
きる。

アイゼナッハを望む景色
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ヴァルトブルク城

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
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
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37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
Tel. +49-3691-2500
www.wartburg.de
info@wartburg.de

エリーザベトの間 中庭ルターの小部屋
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ヴァルトブルク城

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」
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マリア大聖堂とセヴェリ教会

Frankfurt

Fulda

Eisenach

Leipzig

Weimar
Jena

Dresden

Erfurt

* Erfurt
エアフルト

エアフルト観光局
Erfurt Tourismus Gesellschaft
住所 Benediktsplatz 1 

D-99084 Erfurt
担当 Renate Klein
Tel. +49-361-6640240
Fax +49-361-6640299
Mail pr@erfurt-tourismus.de

www.erfurt-tourismus.de

鉄道
ICE

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

アクセス

車
アウトバーンA4 / A71

742年建都のエアフルトは、中世の商販路の
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、1325年につくられたクレー
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

また、旧市街が煌びやかに飾られるクリスマ
スシーズンともなると、夢のような風情がク
リスマス前の雰囲気をいっきに盛り上げてく
れる。160年以上の歴史を誇るエアフルトの
クリスマスマーケットの中心には約25mの
美しく輝くクリスマスツリーとキリスト降誕
の情景を表す14体の等身大の木製彫像が据
えられる。この時期のハイライトとして、サ
ンタやミス・サンタ、クリスマスの天使の案
内で町や歴史を心ゆくまで楽しみたい。

エアフルト
テューリンゲン州の州都
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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
旧シナゴーグ
エガパーク
エアフルト劇場
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見どころ／美術館・博物館
Mariendom und Severikirche

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。エアフルトのシン
ボル的建築物。鐘自体が揺れる中世の鐘とし
ては世界最大の鐘「グロリオーザ」が、大聖
堂の中央の塔にかかっている。
現行の開館時間・料金: 
www.erfurt-tourismus.de

Augustinerkloster
アウグスティノ会修道院

住所：Augustinerstr. 10
マルティン・ルターは1505年から1511年ま
でこの修道院（1300年頃建造）で暮らした。
偉大な宗教改革者ルターを記念して展示「聖
書・修道院・ルター」があり、「ルターの独
房」を見学できる。今日敷地内には会議場や
巡礼者のための宿泊施設がある。
ガイドツアーはエアフルト観光局で予約でき
る。
現行の料金と開館時間: 
www.augustinerkloster.de

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）。テューリンゲンの伝統工芸
や名物がたくさんあるのでおみやげ探しに理
想的。

Zitadelle Petersberg
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は坑道が迷路のよう
に張り巡らされるとともに、旧市街を見渡す
景色が楽しめる。外観は常時見学可能。観光
局公認ガイドツアーやグループガイドツアー、
松明を持って巡る特別ツアーがあり、これら
はエアフルト観光局で予約できる。
現行の日程と開館時間: 
www.erfurt-tourismus.de

Kaisersaal
カイザーザール（皇帝の広間）

住所：Futterstr. 15/16
1715年に大学の舞踏会用ホールとして造ら
れたが、今日は会議・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』の初演が行われた。観光局に
事前予約を入れればテーマ別ガイドツアーで
見学可能（催事がある場合を除く）。
詳細: www.erfurt-tourismus.de

Rathaus
市庁舎

住所: Fischmarkt 1
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
観光局に事前予約を入れればテーマ別ガイド
ツアーで見学可能（催事がある場合を除く）。

Statthalterei
代官官邸

住所: Regierungsstr. 73
煌びやかなルネッサンス／バロック様式の建物
でかつてはマインツ選帝侯国代官官邸だった。
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。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。
詳細: www.erfurt-tourismus.de

Alte Synagoge
旧シナゴーグ

住所: Waagegasse 8 
「旧シナゴーグ」は中央ヨーロッパで屋根まで
現存する最古のシナゴーグ（1100年頃）で中
世にきわめて重要であったユダヤ人のコミュニ
ティの存在を今に伝えている。ヴォールト天井
の地下には1988年に発掘調査で発見された、
硬貨や銀地金、ゴシック様式の装飾品やユダヤ
人の独特な結婚指輪などからなるエアフルトの
宝物（14世紀）が展示されている。
現行の開館時間・料金: 
www.erfurt-tourismus.de

egapark
エガパーク

住所: Gothaer Str. 38 
エアフルト・エガパークは1960年代のドイ
ツにおける最も重要な記念庭園。観賞用にデ
ザインされた花壇としてはヨーロッパ最大で、
バラ園や熱帯植物や蝶の植物観賞室などテーマ
別の庭園がある。
現行の開館時間・料金: 
www.erfurt-tourismus.de
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Theater Erfurt
エアフルト劇場

住所: Theaterplatz 1
2003年に開館された印象的な建築の劇場
は、ヨーロッパでも有数の近代的なもの。華
麗なオペラやオペレッタ、祝典コンサートや
ハイレベルの演劇上演で芸術愛好家を魅了し
ている。
現行のイベント：
www.erfurt- tourismus.de

観光ガイドツアー
予約と現行の日程の問合せ：
エアフルト・ツーリストインフォメーション
Erfurt Tourist Information, 
Tel. +49-361-6640120
citytour@erfurt-tourismus.de
www.erfurt-tourismus.de

歴史的なエアフルトの魅力
Faszination einer historischen Stadt
大聖堂とセヴェリ教会、裕福な都市貴族の家
屋や美しい木組みの家々、数々の教会を見な
がら旧市街を散策すれば、この町につけられ
らた「テューリンゲンのローマ」という異名
にうなづけることだろう（内部見学なし）。
個人向けガイドツアー：毎日／ドイツ語
グループ向けガイドツアー：要相談（ドイツ
語／英語／日本語）

「バッハの道をたどる」ツアー
Auf Bach’schen Wegen durch die Stadt
ヨハン・セバスチャン・バッハの両親は、カ
ウフマン教会で結婚し、バッハもしばしば親
戚を訪ねてこの町に足を運んだ。ガイドツア
ーに続いて30分のオルガン演奏を楽しむこ
とができる。
個人向けガイドツアー：テューリンゲン・バ
ッハ音楽祭期間中（毎年3月～4月）
グループ向けガイドツアー：要相談（ドイツ
語／英語）

ゲーテの足跡をたどる 
Auf Goethes Spuren
1765年にゲーテは16歳で初めてエアフルトを
訪れた。彼は公務だけでなくプライベートでも
足を運び、ここは「テューリンゲンのローマ」
と称したほど思い入れのある町だ。ダッハーレ
ーデン邸やマインツ選帝侯国代官官邸、皇帝の
広間は今なおこの町における歴史的な出会いを
伝えている（内部見学を除く）。ツアーに続い
てオルガン演奏をアレンジできる。
グループ向けガイドツアー: 要相談（ドイツ
語／英語）

耳寄り情報

予約や現行の日程の問合せ：
エアフルト・ツーリスト・インフォメーション
Tel. +49-361-6640120
citytour@erfurt-tourismus.de
www.erfurt-tourismus.de

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
Fackelführung Zitadelle Petersberg 
個人向けガイドツアー: ドイツ語／金土
グループ向けガイドツアー：要相談（ドイツ
語／英語）

エアフルト・ツアー  Erfurt-Tour
60年代の歴史的な路面電車で行くガイドツアー
個人向けガイドツアー: ドイツ語（年間を通じて）
グループ向けガイドツアー：要相談（ドイツ語／
英語）

すてきなクリスマスシーズン
Weihnachtszeit – Schöne Zeit
サンタやミス・サンタ、クリスマスの天使が
案内するガイドツアー
個人向けガイドツアー: クリスマスシーズン
（ドイツ語）
グループ向けガイドツアー: クリスマスシー
ズン（ドイツ語／英語）

エアフルト・カード Erfurt-Card
48時間使用できる1人用カード。市内交通機
関、個人向けガイドツアー、市立美術館入場
が無料になり、イベント等には割引がある、

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、
金銀細工、チョコレートなど）はクレーマー
橋で入手できる。
-   マイセン磁器専門店
-   アンガー・ショッピングモール（19世紀末

の建築様式）
-   ショッピングセンター「アンガー1」
-   エアフルト・ツーリスト・インフォメーシ

ョンのスーベニア

インセンティブ
文化、伝統、現代性がうまく混じり合うエア
フルト。テューリンゲン州の州都であるこの
町は実に多彩だ。エガパークでのサマーパー
ティー、町の見どころを夜警に案内してもら
うのも、ルターの足跡をたどるのも、歴史あ
る60年代のトラムで町を散策するのもいい
だろう。エアフルト観光局を通じて、歴史的
な皇帝の間やアウグスティノ会修道院、現代
的な雰囲気のエアフルト・メッセで、国際会
議やミーティング、イベント、レセプション
を予約できる。www.erfurt- tourismus.de。
「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や学生たちとの
出会いの晩をアレンジ可能（エアフルト観光
局）
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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
を参照。www.erfurt-tourismus.de
街のインフォメーションで予約ができる。
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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
グループ向けの工房見学と直売: 観光局で事
前予約
Tel. +49-361-6640-120
現行の料金: www.erfurt-tourismus.de

N.L.クレステンセン　エアフルト種子・植物
栽培社　
Erfurter Samen- und Pflanzenzucht
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
現行の料金: www.erfurt-tourismus.de

レストラン
予約受付先: エアフルト観光局
Tel. +49-361-6640-230 

ツム・ギュルデネン・ラーデ　
Köstritzer „Zum Güldenen Rade“
住所: Marktstraße 50
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。

ルターケラー Luther-Keller
住所: Futterstraße 15/16
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。

アルボーツ・レストラン
Alboth’s Restaurant
住所: Futterstraße 15/16
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。

ツム・ゴルデネン・シュヴァン
Zum Goldenen Schwan
住所: Michaelisstraße 9
市内で最も古い歴史を誇るレストラン。
テューリンゲン地方郷土料理と自家製黒ビー
ル。
規模の異なる五つの部屋（計195席）と、
150席のビアガーデンがある。

食の名物
テューリンゲン風ジャガイモ団子
Thüringer Klöße
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。
グループ向けサービス：
- ジャガイモ団子の実演・セミナー
- ロウソクの灯りでゲーテ・ディナー
- バッハ・メニュー
- ルターの宴会
- 中世の宴会
- テューリンゲン・グリルソーセージのセミナー
- チョコレート製作所で自作チョコレート菓子
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エアフルト クリスマスマーケット



ゲーテの家、ユノの間
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*Weimar
ワイマール

ワイマール観光局
weimar GmbH
Tourist-Information Weimar
住所 Markt 10

D-99423 Weimar
担当 Anja Dietrich
Tel. +49-3643-745-0   
Fax +49-3643-745-420 
Mail tourist-info@weimar.de 

www.weimar.de 

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
(250 km）
ライプツィヒ・ハレ国際空港
(130 km）

ユネスコ世界遺産のワイマール -
古典主義から現代へ
ワイマールは小さい中にユネスコ世界遺産が
ぎっしりとつまり、その登録件数は16件に
のぼる。「ワイマールとデッサウのバウハウ
スと関連遺産」としてあげられるのは、ハウ
ス・アム・ホルンや今日バウハウス大学のあ
る旧美術学校だ。ゲーテやシラーの家、公爵
夫人アンナ・アマーリア図書館、公園、宮殿、
市教会や他のアンサンブルは、「古典主義

のワイマール」として世界遺産として登録さ
れている。この世界遺産登録数が様々な時代
の中でワイマールが文化的にいかに重要であ
ったかを象徴していると言えるだろう。文化
の中心地ワイマールでは、大衆娯楽から偉大
な芸術まで誰でも好みに合ったものが見つか
るに違いない。ワイマール歌劇場管弦楽団を
抱えるドイツ国民劇場の公演や数々のフェス

ティバルが年間を通じて多くのハイライトを
提供している。伝統的な祭りとしては360年
の歴史を誇るタマネギ市があり、毎年10月
第2週の週末に行われ何十万もの人が訪れる。
ゲストと一緒に祝い、楽しむことを知ってい
る町、それがワイマールだ。
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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。中にある二つのルネ
ッサンス様式の門が珍しい。ルネッサンス様
式であったシュタットハウス（市民館）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- und Schiller-Denkmal 
ゲーテとシラーの像

所在地:ドイツ国民劇場前
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。

Deutsches Nationaltheater 
国民劇場

所在地: Theaterplatz（劇場広場）
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。

Goethes Wohnhaus 
ゲーテの家

住所: Frauenplan 1
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。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de  
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

ゲーテの活動と生涯に関する新しい常設展示
「そして私はゲーテであり続けるだろう」は
2012年8月以降に一般公開される。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de

Schillers Wohnhaus 
シラーの家

住所: Schillerstraße 12 
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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de 
オーディオガイド：英語／ドイツ語
文化財保護の観点から毎日の入場人数に制限
あり。

Goethes Gartenhaus 
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。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de 
文化財保護の観点から毎日の入場人数に制限
あり。

Liszt-Haus
リスト・ハウス

住所: Marienstraße 17
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。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de

Fürstengruft 
auf dem Historischen 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。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de 
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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
寡婦宮殿
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



Wittumspalais 
寡婦宮殿

所在地: Theaterplatz   
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
1774 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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Schloss und Park Tiefurt 
ティーフルト城と庭園

住所: Hauptstraße 14
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
にある三つの公園の中でも最も美しいといわ
れる。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Schlossmuseum 
ワイマール城美術館

住所: Burgplatz 4
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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Schloss und Park Belvedere 
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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Bauhaus-Museum 
バウハウス博物館

住所: Am Theaterplatz 
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。
現行の開館時間・料金: www.weimar.de

Neues Museum Weimar 
ワイマール新美術館

住所: Weimarplatz 4 
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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Gedenkstätte Buchenwald 
ブーヘンヴァルト記念館

かつての強制収容所。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Stadtkirche St. Peter und Paul 
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～
1803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。現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Weimar Haus 
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。
現行の開館時間と料金: www.weimar.de

Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
アンナ・アマーリア大公妃図書館

住所: Platz der Demokratie 1
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。

耳寄り情報
ワイマール・カード  WeimarCard
わずか14.50ユーロでワイマールを楽しみつ
くすワイマール・カード！ワイマール・カー
ドで博物館、展覧会、ドイツ国民劇場の公演、
ツーリストインフォのガイドツアーが無料も
しくは割引になる。市内交通機関も無料。

観光ガイドツアー
予約先
Tel. +49-3643-745-0
公認ガイドツアー
＜個人向け＞
言語: ドイツ語、オーディオガイド（英語、
フランス語、オランダ語）
日程:  4～10月　毎日10:00／14:00

11～3月　毎日11:00
料金: 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9言語
現行の日程と料金: www.weimar.de
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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
現在の日程と料金: www.weimar.de

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、ミュージアムショップ、バウハウスショップ
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 RadKulturTour
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。

ワイマールのクリスマス  
Weimarer Weihnacht
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。

「フェルゼンケラー・ゲストハウス兼醸造所
でのビールの夕べ」
歴史的な地下でビール醸造所を見学し、発酵
タンクから試飲やテューリンゲンの料理を楽
しめる。

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
Porzellanmanufaktur Weimar-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）
詳細: www.weimar.de

レストラン
レストラン・ヨハンスホーフ
Restaurant JohannsHof 
住所: Scherfgasse 1 
営業時間: 11:00～1:00
当地の選りすぐりのワインと領土料理のワイ
ンレストラン

フラウエントアー Frauentor
住所: Schillerstraße 2
営業: 毎日　9:00～24:00
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。

レジデンツカフェ・ヴァイマール
Residenz-Café Weimar
住所: Grüner Markt 4
営業: 毎日　8:00～01:00
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。

ツム・シュヴァルツェン・ベーレン
Zum Schwarzen Bären
住所: Markt 20
営業: 毎日　11:00～24:00
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。

テアーター・カフェ
Theater Café
住所: Theaterplatz 1a
営業: 毎日　9:00～01:00
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。

ツム・ヴァイセン・シュヴァン
Zum Weißen Schwan
住所: Frauentorstraße 23
営業: 水～日　12:00～
常連客であったゲーテの家の隣にある歴史的
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
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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下記サイト
を参照。www.weimar.de
街のインフォメーションで予約ができる。

馬車での遊覧



イエナ－学術と革新の街

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、

1548年にヨハン・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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ヴァーグナーガッセとイェンタワー

Frankfurt

Fulda

Eisenach Erfurt

Leipzig

Weimar

Dresden

Jena

* Jena
イエナ

イエナ観光局
JenaKultur
住所 Knebelstraße 10

D-07743 Jena
担当 Barbara Mendra
Tel. +49-3641-498044 
Fax +49-3641-498045
Mail barbara.mendra@jena.de

www.jena.de  

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
(310 km)
ライプツィヒ・ハレ国際空港
(90 km)



見どころ／美術館・博物館
Marktplatz, Stadtmuseum 
& Kunstsammlung

マルクト広場、
市立博物館と美術コレクション

イエナ大学の創設者ハンフリートの立像があ
る旧市街と市庁舎の時計塔との調和が美しい。
市立博物館では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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de  

Stadtkirche St. Michael 
ミヒャエル教会（市教会）

住所: Kirchplatz 1
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。

Collegium Jenense 
コレギウム・イエネンゼ

住所: Kollegiengasse
大学が設立された場所でかつては修道院だっ
た。

Botanischer Garten 

植物園
住所: Fürstengraben 26
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Zeiss-Planetarium 
ツァイス・プラネタリウム

住所: Am Planetarium 5
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
現行の開館時間・料金: www.jenatourismus.de

Optisches Museum 
光学博物館

住所: Carl-Zeiss-Platz 12
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
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Goethe-Gedenkstätte 
ゲーテ記念館

住所: Fürstengraben 26
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Griesbachgarten
グリースバッハガーデン

住所: Am Planetarium 7 
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。

Dornburger Schlösser 
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、三つの城からなる。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Schillers Gartenhaus 
シラーのガーデンハウス

住所: Schillergässchen
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Romantikerhaus 
ロマン派の家

住所: Unterm Markt 12
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。
現行の開館時間・料金: www.jenatourismus.de

Ernst-Haeckel-Haus 
エルンスト・ヘッケル・ハウス

住所: Berggasse 7
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de
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Phyletisches Museum 
系統博物館

住所: Vor dem Neutor 1
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

Museum 1806
ミュージアム1806年

住所: Jenaer Str. 12
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。
現行の開館時間・料金: 
www.jenatourismus.de

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、英語、日本語

テーマ別ガイドツアー
- 古典主義時代の足跡をたどる
- イエナのゲーテとシラー
- 塔から塔へ
- マルティン・ルターと宗教改革
- イエナの七不思議
- 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
- イエナのアンリ・ヴァン・デ・ヴェルデとバ

ウハウス
- 衣装ガイドツアー: 「絞首台、小道、泥棒」
現行の日程・料金・予約: 
www.jenatourismus.de

耳寄り情報
イエナ・カード 8.90ユーロ　JenaCard
入場料が無料もしくは割引、市内交通機関が
無料になる。

市電の特別ツアー Partybahn
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」
Prickelnder Weitblick
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㎡のガラス窓に囲まれたパノラマ
会場で開催

「ザーレ地方産ワイン試飲とレクチャー」
Saaleweinprobe mit Überblick
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
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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
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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下記サイトを
参照。www.jenatourismus.de
街のインフォメーションでも予約ができる。

ガラスにうつるイェンタワー
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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　
Schott Glas Museum und Schott Villa
住所: Otto-Schott-Str.
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。
現行の日程: www.schott.com
料金: 無料

カーラ／テューリンゲン磁器製作所
Kahla/Thüringer Porzellan GmbH
住所: Christian-Eckardt-Str. 38, 

07768 Kahla
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: 15 km
現行の日程・料金:
www.kahlaporzellan.com

レストラン
スカーラ　Scala
住所: Leutragraben 1
Tel. +49-3641-356666
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。
www.scala-jena.de

シュヴァルツァー・ベア Schwarzer Bär
住所: Lutherplatz 2
Tel. +49-3641-4060
www.schwarzer-baer-jena.de
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。

ミューレンブロイ Mühlenbräu
住所: Erfurter Str. 102
Tel. +49-3641-45980
www.jenaer-bier.de 
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。

ローター・ヒルシュ
Altdeutsches Gasthaus „Roter Hirsch“
住所: Holzmarkt 10
Tel. +49-3641-443221
www.jembo.de
1509年創業の老舗ゲストハウス、郷土料理。

ツア・ノル Kneipengalerie Zur Noll 
住所: Oberlauengasse 19
Tel. +49-3641-597710
www.zur-noll.de
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。

ラーツツァイゼ Ratszeise
住所: Markt 1 
Tel. +49-3641-470600
www.ratszeise.net  
老舗の雰囲気、郷土料理。

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  Goethe-Menü 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）

ゲーテ・メニューII   Goethe-Menü 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）

タンネでゲーテお気に入りメニュー：
Goethes Leibgerichte auf der Tanne
-  カスラーステーキ、ジャガイモと

ザウアークラウト添え
-   グリルソーセージ2本、ジャガイモと

ザウアークラウト添え
-  テューリンゲン風肉盛り合わせ
（血のソーセージ、レバーソーセージ、カスラー）、
ザウアークラウトとマッシュポテト添え

（ゲストハウス・グリューネ・タンネにて）
www.gasthaus-gruene-tanne.de

テューリンゲンの名物を集めたビュッフェ
Thüringer Spezialitätenbuffet
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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カフェ・バーが軒を連ねるヴァーグナーガッセ



世界に名だたる音楽の街

ゲーテはライプツィヒで学び、アウアーバッ
ハス・ケラーに足繁く通った。ここで大作
『ファウスト』の着想をえたことから、その
一場面にもこのレストランを登場させている
。森鴎外もまたライプツィヒで学び、アウア
ーバッハス・ケラーの絵に永遠の姿をとどめた
。
また、ライプツィヒほど豊かな音楽遺産を誇
る町が他にあるだろうか。J.S.バッハは27年
間にわたってライプツィヒ市音楽監督を務
め、ここで数々の有名な作品を作曲した。
バッハの墓は有名な聖トーマス教会内部にあ
る。フェリックス・メンデルスゾーン・バル
トルディは、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た。
ロベルト・シューマンは有名な「春の交響曲」
をライプツィヒで作曲し、リヒャルト・ヴァ
ーグナーはこの町で生まれている。滝廉太郎
もメンデルスゾーンが設立した音楽院で音楽
を学んだ。

豊かな音楽の伝統を誇るライプツィヒ、こ
こでは音楽が今も生き続けている。それは、
レベルの高さで知られるゲヴァントハウス
管弦楽団や世界的に有名なトーマス教会少
年合唱団の存在からもわかることだろう。
ライプツィヒは活気溢れる文化の街だ。こ
こでは過去と現在が調和して息づいている。
見本市でも知られるライプツィヒにはルネ
サンスやバロック様式の素晴らしい建物が
建ち並ぶ。新たな輝きに包まれた商館やア
ーケード街で、観光やショッピングを楽し
みたい。
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トーマス教会前のバッハ像
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* Leipzig
ライプツィヒ

ライプツィヒ観光局
Leipzig Tourismus und Marketing GmbH
住所 Augustusplatz 9

D – 04109 Leipzig
Tel. +49-341-7104330 
Fax +49-341-7104341
Mail sales@ltm-leipzig.de

www.leipzig.travel

アクセス

車
アウトバーンA9／A14

鉄道
ICE

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



見どころ／美術館・博物館
Thomaskirche 

トーマス教会
住所: Thomaskirchhof 18
Tel. +49-341-222240
www.thomaskirche.org
1212年に後期ゴシック建築で建造された。
トーマス教会少年合唱団の本拠地として世界
的に知られる。毎週金曜（18:00）と土曜
(15:00）にトーマス教会少年合唱団のモテ
ット演奏が行われる。J.S.バッハの墓はこの
教会の内陣に置かれている。
現行の開館時間・料金: オンライン

Bach-Museum 
バッハ博物館

住所: Thomaskirchhof 15/16
Tel. +49-341-9137200
www.bach-leipzig.de 
バッハ博物館はヨハン・セバスチャン・バッ
ハ生誕325年を記念した大規模な改築・改修
工事を終え、2010年3月に再び開館された。
マルチメディアを用いた体験型の展示でJ.S.バ
ッハの生涯や作品、バッハの家族を紹介して
いる。
現行の開館時間・料金: オンライン

Mendelssohn-Haus 
メンデルスゾーン・ハウス

住所: Goldschmidtstraße 12
Tel. +49-341-1270294
www.mendelssohn-stiftung.de
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で、1845年にメンデル
スゾーン一家入居し暮らしていた当時の様子
を伝えている。1997年以降は博物館となっ
ており、毎週日曜11時に音楽サロンでコン
サートが行われる。
現行の開館時間・料金: オンライン

Schumann-Haus 
シューマン・ハウス

住所: Inselstraße 18
Tel. +49-341-3939620
www.schumann-verein.de
シューマン・ハウスは、1840年にロベルト
・シューマンとクラーラ・シューマンが結婚
後初めて共に暮らしたライプツィヒの建物に
ある。ともに音楽家であった二人は4年間そ
こに暮らし、ロベルト・シューマンは多くの
作品を残したこの時期に最も有名な「春の交
響曲」を書いた。かつての住まいは今日博物
館となっている。
現行の開館時間・料金: オンライン

Goethe Denkmal 
ゲーテ像

所在地: Naschmarkt
ゲーテのライプツィヒの学生時代を記念した
もの。その左足は大学へ、右足はアウアーバ
ッハス・ケラーへ向いている。

Rentaro-Taki-Denkmal 
滝廉太郎記念碑

所在地: Ferdinand-Rhode-Str./Ecke 
Mozartstraße 6 

ヨーロッパ初の日本人男子音楽留学生を記念
したもの。滝廉太郎はライプツィヒ音楽院で
学び、記念碑は彼の住まいがあった場所に建
てられた。

Altes Rathaus
旧市庁舎

住所: Markt 1
Tel. +49-341-9651320
www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de
旧市庁舎は1556年にヒエロニムス・ロッタ
ーによって建造され、ルネッサンス様式の市
庁舎としてドイツ有数の美しさを誇る。ヨハ
ン・セバスチャン・バッハはここで1723年
に雇用契約を結んだ場所。1909 年よりライ
プツィヒ市歴史博物館 となっている。
現行の開館時間: オンライン
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2 バッハ博物館
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9 造形美術館
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11 アシシ・パノメーター・ライプツィヒ
12 諸国民戦争記念碑

トーマス教会前のトーマス教会少年合唱団

ゲーテ像



Nikolaikirche 
ニコライ教会

住所: Nikolaikirchhof 3
Tel. +49-341-1245380
ライプツィヒ最古の教会でバッハゆかりの場
所でもある。1982年にプロテスタントの教
会として当時きわめて高い意識のもと「すべ
ての人に開かれたニコライ教会」を呼びかけ、
毎週月曜に平和の祈りを行い、それが1989
年の平和革命の出発点となった。
現行の開館時間・料金：オンライン

Museum der bildenden Künste
造形美術館

住所: Katharinenstraße 10
Tel. +49-341-216990
www.mdbk.de
7000平方メートルの展示スペースは2004年
にオープンし、15世紀から21世紀の傑作が
展示されている。中でも中世後期の絵画、17
世紀のオランダ絵画、19世紀にドイツ芸
術、および「ライプツィヒ派」や「新ライ
プツィヒ派」の絵画に注目したい。
現行の開館時間・料金：オンライン

Zoo Leipzig
ライプツィヒ動物園

住所: Pfaffendorfer Str. 29
Tel. +49-341-5933500
www.zoo-leipzig.de
1878年に設立された世界有数の歴史ある動
物園。動物が様々な体験型ワールドで身近に
観察できる「未来の動物園」を目指し、2014
年まで改装が行われる。巨大な熱帯ホール「
ゴンドワナランド」のオープン が2011年の
ハイライト。
現行の開館時間・料金：オンライン

Asisi Panometer Leipzig
アシシ・パノメーター・ライプツィヒ

住所: Richard-Lehmann-Str. 114
Tel. +49-341-3555340
www.asisi.de
かつてのガス貯蔵庫に設けられた世界最大の
パノラマ展示。2003年以降、ヒマラヤ山脈
のエベレスト地方から紀元312年の古代ロー
マ、ブラジルの熱帯雨林など様々なパノラマ
像が公開された。2013年には1813年の諸
国民戦争におけるライプツィヒのパノラマ展
示が予定されている。

Völkerschlachtdenkmal 
諸国民戦争記念碑

住所: Straße des 18. Oktober 100
Tel. +49-341-2416870
www.stadtgeschichtliches-museum-
leipzig.de
巨大な記念碑は1913年に落成された。ヨー
ロッパ最大の記念碑で、高さ91メートル。
この場所では1813年にナポレオンに対し壮
絶な戦いが繰り広げられた。第一次世界大戦
前までで最大であり12万5000人の兵士が戦
没した。
現行の開館時間・料金：オンライン

観光ガイドツアー／バスガイド
ツアーサービス
ライプツィヒ・エアレーベン社はライプツィ
ヒ観光局のオフィシャルパートナーで、徒歩
ガイドツアーやバスガイドツアーを催行して
いる。ツアーは日本語を含む13ヶ国語で可
能。約80人のライセンスガイドは定期的に幅
広い分野の研修プログラムに参加している。

ライプツィヒ・エアレーベン社
Leipzig Erleben GmbH 
住所: Katharinenstr. 8, D-04109 Leipzig
Tel. +49-341-7104230
www.leipzig-erleben.com

ショッピング
ライプツィヒではショッピングスポット
めぐりがおもしろい。ライプツィヒ中央
駅はヨーロッパ最大の頭端式駅で、3階
層に広がる約140店舗は年中無休とあっ
て絶好のショッピングスポットだ。印象
的な商館や通り抜け式の中庭やパッサー
ジェ（アーケード街路）がライプツィヒ
中心街の特徴となっている。これらは丁
寧に改装され新たな輝きを放っている。
約1km2の中心街が30ものパッサージェ
で繋がっているのはドイツ国内でもここ
だけだ。天気が悪くても楽に買い物でき
るのがパッサージェ人気の理由の一つだ
ろう。
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諸国民戦争記念碑
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耳寄り情報
ライプツィヒ・ウェルカムカード
Leipzig Welcomecard

ライプツィヒ・ウェルカムカー
ドはライプツィヒ歩きには欠か
せないアイテム。一日でも数日

でも、個人でもグループでも、ライプツィヒ
カードがあれば、町を快適にお得に散策でき
る。ライプツィヒカードで主要バスやトラム
(ÖPNV社)  の乗車が無料になり、シティガイ
ドツアーやバスガイドツアー、博物館・美術
館、レストランや提携先店舗での割引がある。

レストラン
アウアーバッハス・ケラー
Auerbachs Keller 
住所: Grimmaische Straße 2-4
Tel. +49-341-216100
www.auerbachs-keller-leipzig.de 
ゲーテの『ファウスト』で有名な歴史あるレ
ストラン（1525年創業）。

バーテルス・ホーフ　Barthels Hof
住所: Hainstraße 1
Tel. +49-341-141310
www.barthels-hof.de
ライプツィヒで現物市が行われていた時代か
ら残る唯一の通り抜け式商館にあるレストラ
ン。ザクセン料理の種類の多さを誇る。

パノラマ・タワー Panorama-Tower
住所: Augustusplatz 9
Tel. +49-341-7100590
シティービルのレストランでヌーヴェル・キュ
イジィーヌを楽しみながら、ライプツィヒ近
郊を一望できる。

ライプツィヒ・ラーツ・ケラー
Ratskeller Leipzig
住所: Lotterstr. 1
Tel. +49-341-1234567
www.ratskeller-leipzig.de
かつてプライセンブルク城があった場所にあ
る伝統的なレストラン。

テューリンガー・ホーフ Thüringer Hof 
住所: Burgstr. 19
Tel. +49-341-9944999
www.thueringer-hof.de 
マルティン・ルターも足繁く通ったライプツ
ィヒ最古のレストラン。

ライプツィヒ・ヴァインシュトック
Weinstock Leipzig
住所: Markt 7
Tel. +49-341-14060606
www.restaurant-weinstock-leipzig.de 
ワインの種類の多さと季節の素材を使った料
理で知られるおしゃれなレストラン。

カフェ・バウム
Zum Arabischen Coffe Baum 
住所: Kleine Fleischergasse 4
Tel. +49-341-9610060
www.coffe-baum.de 
ロベルト・シューマンが好んで通ったヨーロ
ッパで2番目に古いコーヒー店。

食の名物
ライプツィヒ風温野菜盛合せ
Leipziger Allerlei
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 。

バッハのオルガンメニュー
Bachs Orgelschmaus
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）。

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。

クヴァルクコイルヒェン 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 。

ライプツィガー・レアヒェ Leipziger Lerche
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。

レプヒェン　Räbchen
レストラン「ツム・アラービッシェン・コフェ
・バウム」の名物。マジパンで包んだプラムを
生地に包んで焼いたもの。

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。

35

ラ
イ

プ
ツ

ィ
ヒ

www.goethestrasse.info

宿泊インフォメーション

ライプツィヒのベッド総数は約12500で数
々の魅力的な宿泊施設を備えている。
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が用意
されている。下記サイトで予約可能。
www.leipzig.travel

バーテルス・ホーフ

ライプツィヒ風温野菜盛り合わせ

アウアーバッハス・ケラーにかかる森鴎外の絵
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* Dresden
ドレスデン

ドレスデンへようこそ
何世紀にもわたりヴェッティン家の煌びや
かな居城があったドレスデン。ヨーロッパ
でも有数の美しさで知られるバロック様式
のこの町は、素晴らしく魅力的な大都市だ。
エルベ渓谷にあるドレスデンは、かつて「ド
イツのフィレンツェ」と称えられ、伝統に
深く根ざす一方で、現代的な大都市へと発
展した。その魅力は、芸術や文化遺産の豊
かさのみならず、学術と産業の拠点として
の将来性にあるだろう。

素晴らしく美しく、絶えず変化し、常に新
たな発見がある町－ドレスデン。穏やかで
オープンなこの町が醸し出す独特の雰囲気
は、ここに住む人々によるものだろう。
ドレスデン人はドレスデンを誇りにしてい
る。そして、町が与えてくえる人生の喜び
と生活の質の高さを訪れた人にも知っても
らいたいがゆえに、進んで手伝おうとする
のかもしれない。ドレスデン人は特別な思
い入れのあるこの町について語るときに熱
くなる。ドレスデンに来たなら親切な対応
と行き届いたサービスでぜひこの気持ちを
分かち合ってもらいたい。

アクセス

車
アウトバーンA4／A17 

鉄道
ICE

最寄りの空港
フランクフルト国際空港
（460km）
ドレスデン空港
（9km）

ドレスデン観光局
Dresden Marketing GmbH
住所 Messering 7

D-01067 Dresden
担当 Christoph Münch
Tel. +49-351-50173-135 8
Fax +49-351-50173-137
Mail Christoph.Muench@marketing.dresden.de

www.marketing.dresden.de

ゼンパー・オペラ座

Eisenach
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見どころ／博物館・美術館
Semperoper Dresden

ドレスデン・ゼンパー・オペラ座
住所: Theaterplatz 2
Tel. +49-351-7966305
www.semperoper-erleben.de
イタリア盛期ルネサンス様式で1878年にゴッ
トフリート・ゼンパーによって建てられ、世界
有数の美しさを誇る歌劇場として、オペラやバ
レエ、コンサートが公演されている。今日はシ
ュターツカペレ・ドレスデンの本拠地。
公演のプログラムとチケット: 
www.semperoper.de 
現行の開館時間: www.semperoper-er-
leben.de/de/einlasszeiten 

Kathedrale Ss. Trinitatis Dresden
ドレスデン聖三位一体大聖堂

住所: Schlossplatz
Tel. +49-351-4844712
www.kathedrale-dresden.de
かつてカトリック宮廷教会としてバロック様
式で建造され、壮大な内装で広く知られる。
ガイドツアーを希望する場合は要問合せ。

Frauenkirche
聖母教会

住所: Neumarkt  
Tel. +49-351-65606100
www.frauenkirche-dresden.de
ゲオルゲ・ベアによって1726年から1743年に
建造された。ドイツ・プロテスタント教会の最
も重要な建築物であり、ヨーロッパ文化・建築
史においてもきわめて重要な意味を持つ教
会。1945年に破壊された後、戦争警告記念碑
として何十年も瓦礫の山のままだった
が、1994年から2005年にかけて部分的にも
との古い建物の石を使って再建された。内装は
壮麗なバロック様式で、礼拝やコンサートが行
われる。オルガン、合唱団、聖母教会に属する
アンサンブルは「音楽の街ドレスデン」に欠か
せない存在となっている。
現行の開館時間：オンライン

Schlosspark Pillnitz 
ピルニッツ城庭園

Tel. +49-351-2613260
www.schlosspillnitz.de
ザクセン宮廷の夏の離宮で、アジア風建築とヨ
ーロッパ風庭園からなる貴重なアンサンブル。
絵のように美しいエルベ川岸の風景が見どころ。

Zwinger
ツヴィンガー宮殿

Tel. +49-351-49142000
www.skd.museum
ドイツ後期バロック様式において最も重要な
建築物。建築家ペルモーザーと彫刻家ペッペ
ルマンによって1710年から1728年に建造
された。ツヴィンガー宮殿の重要な博物館：
アルテ・マイスター絵画館、武器博物館、磁
器博物館、数学・物理学サロン
城内博物館の問合せ：
ドレスデン州立美術コレクション／ツヴィンガー

Gemäldegalerie Alte Meister
アルテ・マイスター絵画館

住所: Theaterplatz 1
ゲーテはラファエロの「システィーナの聖母」
に深く心を動かされた。

Porzellansammlung  
磁器博物館

所在地: Sophienstraße側
世界最大の磁器コレクション。ツヴィンガー
宮殿には武器博物館と数学・物理学サロンも
併設されている。

Residenzschloss
ドレスデン城（レジデンツ城）

住所: Taschenberg 2
Tel. +49-351-49142000
www.skd.museum
15世紀の終わりにルネサンス様式で建造さ
れ、以後改装・増築が繰り返された。城内に
は歴史的な緑の丸天井、新しい緑の丸天井、
銅版画収集室および硬貨収集室がある。
城内博物館の問合せ：ドレスデン州立美術コ
レクション ドレスデン城（レジデンツ城）

Neues Grünes Gewölbe
新しい緑の丸天井

金、宝石、象牙で作られた1000点を超える
王立宝物館の芸術品が現代的なガラスケース
越しに見られる。

Historisches Grünes Gewölbe
歴史的な緑の丸天井

アウグスト強王の歴史的な宝物室であった煌
びやかな展示室で、展示品は鏡の壁の前や装
飾台の上など、参観者の手が届くほど近くに
置かれている。時間制限のあるチケットで入
場する。

Kupferstich-Kabinett
銅版画収集室

素描、版画、写真など、8世紀以降の作品50
万点からなるコレクション。

Kügelgenhaus-Museum der 
Dresdner Romantik

ドレスデン・ロマン派のケーゲルゲンハ
ウス博物館

住所: Hauptstraße 13
Tel. +49-351-8044760
www.museen-dresden.de
18世紀から19世紀のドレスデンにおける文化
・思想史と並んで、カスパー・ダヴィット・フ
リードリッヒやロベルト・シューマン、ゲー
テ、シラーといった、ロマン派の名だたる画
家、音楽家、文豪の生涯と作品に関する展示。
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1 ドレスデン・ゼンパー・オペラ座
2 ドレスデン聖三位一体大聖堂
3 聖母教会
4 ピルニッツ城庭園
5 ツヴィンガー宮殿

アルテ・マイスター絵画館
磁器博物館

6 ドレスデン城（レジデンツ城）
新しい緑の丸天井
歴史的な緑の丸天井
銅版画収集室

7 ドレスデン・ロマン派のケーゲルゲ
ンハウス博物館

桜の花



観光ガイドツアー
個人用バスガイドツアー: 
www.stadtrundfahrt.com
バスガイドツアー（1.5時間）
イヤホン使用・各言語あり（乗り降り自由）
毎日運行
夏期は15分毎に出発

グループ用ガイドツアー
ドレスデン観光連合団体観光部門
Ressort Gruppentourismus 
ドレスデン観光案内社
住所: Prager Straße 2b 
Tel. +49-351-50160180
www.dresden.de/tourismus

ザンベルク・トラベル（日本専門）
SAMBERG Travel
住所: Hertha-Lindner-Straße 10
Tel. +49-351-43839642
www.samberg.de

耳寄り情報
ドレスデン・カード Dresden Card
バス、トラム、近郊電車が無料。多くの博物館
が入場無料となり、120以上の提携先で割引が
ある。www.dresden.de/ tourismus  

ショッピング
伝統的なショッピングストリートは中央駅から
始まり、プラハ通りを通ってアルトマルクトへ
続いている。特別なものを探すなら、フラウエ
ン教会の周囲やエルベ川沿い新市街（ノイシュ
タット）側にあるバロック地区のケーニッヒシ
ュトラーセにある店がおすすめ。外ノイシュタ
ット地区にある人気トレンディスポットやクン
ストホーフパッサージェ、「世界で最も美しい
乳製品店」と言われるフント乳業は必ず見てお
きたい。おみやげとして人気が高いのは、磁器
やドレスナー・シュトレン、ワイン、高級時計
など。

インセンティブ
ザクセン蒸気船クルーズ
Sächsische Dampfschiffahrt
住所: Hertha-Lindner-Straße 1 
Tel. +49-351-866090
www.saechsische-dampfschiffahrt.de
蒸気機関で駆動される外輪船の船団としては
世界最古かつ世界最大。路線クルーズのほと
んどは、ドレスデン旧市街側の停泊所から運
航されている。

ヴァッカーバルト城ワイナリー
ザクセン州立ワイン醸造所
Weingut Schloss Wackerbarth
住所: Wackerbarthstraße 1
01445 Radebeul, Tel. +49-351-89550
www.schloss-wackerbarth.de
バロック様式の城と庭園のある発泡ワイン・ワ
イン醸造所。ブドウ畑の麓に位置し、楽しい祭
りや各種イベントなどに理想的なスポット。

ドレスデン聖十字架合唱団
Dresdner Kreuzchor
Tel. +49-35-4965807
www.kreuzchor.de
ドイツでも有数の歴史ある少年合唱団

ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団
Dresdner Philharmonie
Tel. +49-351-4866 866
www.dresdnerphilharmonie.de
ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団はシ
ュターツカペレ・ドレスデンと並んで、国際
的に知られる管弦楽団。

テクニカルビジット
州立マイセン磁器製作所
Staatliche Porzellan-Manufaktur 
MEISSEN® GmbH
住所: Talstraße 9, 01662 Meißen
Tel. + 49-3521-468-208 / 700
www.meissen.com
マイセン磁器美術館は磁器製作所に併設され
ている。マイセン磁器の起源から現在にいた

るまでを網羅する世界唯一のコレクション展
示。工房見学では製造過程で重要な4種の作
業を見ることができる。オンリクエストで個
人ガイドツアー可能。

ドレスデン磁器 － ドレスデン・ザクセン磁
器製作所
Dresdner Porzellan – Sächsische
Porzellan-Manufaktur Dresden
住所: Carl-Thieme-Straße 16, 01705 Freital
Tel. +49-351-647130
www.dresdner-porzellan.com
1872年に設立された製作所はヨーロッパ磁
器の偉大な伝統を受け継いでいる。事前予約
で全製造過程の個人ガイドツアー可能。

シュトレン・ドクター・クェント社 - 最高の
ドレスデン焼き菓子
Stollen – Dr. Quendt KG 
住所: Offenburger Straße 1
Tel. +49-351-43616222
www.dr-quendt.de
繊細な菓子や本場のドレスナー・シュトレン
などの甘い焼き菓子からスナック菓子まで
50種類以上の焼き菓子を職人が丁寧に手作
りしている。

ドレスデン製菓製パン社
Dresdner Backhaus GmbH
住所: Huttenstraße 2b
Tel: +49-351-4350870
www.dresdnerstollen.de
経験豊富なドレスナー・シュトレン職人がシュ
トレンの歴史と製造を紹介するとともに、シュ
トレンとコーヒーをサービスしてくれる。

フォルクスヴァーゲン社のガラスの工場
Die Gläserne Manufaktur 
von Volkswagen
住所: Lennéstraße 1 
Tel. +49-1805-896268 
www.glaesernemanufaktur.de
フォルクスヴァ―ゲン社のガラスの工場では手
作業でフェートンを製造している。ビジターは
ここで自動車の製造工程を見て実感できるとい
うきわめて画期的なものだ。
ガイドツアー：10言語、訪問は事前予約が必要
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レストラン
ゾフィーエンケラー　
Sophienkeller im Taschenbergpalais
住所: Taschenberg 3 
Tel. +49-351-497260
www.sophienkeller-dresden.de
様々なアーチ型のヴォールト天井からなる地下
室では、ロマンチックで居心地のよい雰囲気を
楽しんだり、「ツァイトハイナー・ルストラーガ
ー」で盛大なパーティーが開くことができる。

ドレスデン1900（ミュージアムレストラン）
Dresden 1900 Museumsgastronomie
住所: An der Frauenkirche 20
Tel. +49-351-48205857
www.dresden1900.de
ノイマルクトにあるドレスデン1900は、青
年主義と19世紀末の投機ブーム時代の建築
様式が織りなす雰囲気で、リコ・ガイトナー
による郷土名物料理が楽しめる。

デア・レーヴェ Restaurant „Der Löwe“
住所: Hauptstraße 48
Tel. +49-351-8041138
www.DerLoewe.de
内装には建築に地方の特色を出す旧東ドイツ
の文化政策が見られる。ザクセン郷土料理と
ブルガリアの料理の店。

ルイーゼンホーフ Luisenhof
住所: Bergbahnstraße 8
Tel. +49-351-2149960 
www.luisenhof.org
「ドレスデンのバルコニー」の異名を持つカ
フェ・レストラン「ルイーゼンホーフ」はロ
シュヴィッツ丘隆の高みに位置し、アルミン
・シューマンによる素晴らしい料理とエルベ
渓谷と町に望む壮麗な眺めで知られる。エル
ベ川にかかる橋「青い奇跡」から1895年に
開通したケーブルカーに乗れば、忘れがたい
思い出になるだろう。ケーキやチョコレート
菓子、自家製のパティスリーが有名。

カルーセル Caroussel
住所: Königsstraße 14
Tel. +49-351-80030
www.buelow-palais.de
ビューロー・パレスで星付きシェフのディル
ク・シュレアーが披露するグルメ向き料理。

食の名物
ドレスナー・シュトレン
Dresdner Stollen©
クリスマスにシュトレンを焼く慣習はドレス
デンではかなり昔からあるものだ。歴史研究
家によるとその起源は1400年頃にまで遡る。
ドレスデンでは、1474年に初めて教会の教
義に基づき小麦粉とオート麦と水のみで作ら
れたシュトレンが断食時の焼き菓子として作
られたことがわかっている。

ドレスデン風ザウアーブラーテン―ドレスデ
ンの典型的メインメニュー
Dresdner Sauerbraten 
ドイツの各地方にありながらどこでも味が異な
る、それがザウアーブラーテンだろう。バイエ
ルン地方なら白ソーセージがあるように、ザク
セン州都ドレスデンの料理と言えばドレスデン
風ザウアーブラーテンだ。これはぜひジャガイ
モ団子と紫キャベツで楽しみたい。

ドレスデンの名物：アップルピューレ、砂糖
シナモンをそえたクヴァルクコイルヒェン
Quarkkeulchen 
クヴァルクコイルヒェンは、茹でたジャガイ
モやクヴァルク、レーズンを材料とし、油を
ひいて焼いた上に砂糖とシナモンをふったも
の。もとは「貧しい人の料理」とされていた
が、最近はグルメもお気に入りの一品だ。

ドレスナー・アイアシェッケ
Dresdner Eierschecke
第一次世界大戦前までドレスデンはコーヒー
ハウスの伝統を誇り、ウィーンやライプツィ
ヒと並んでヨーロッパでも有数のコーヒーハ
ウスの町だった。近年多くのコーヒーハウス
が改装・新装オープンされ、この伝統が戻り
つつある。ドレスデンの名物ケーキ、軽くて
やわらかいドレスデン風アイアシェッケを試
してみたい。

ザクセンのビールとワイン
Sächsischer Wein und sächsisches
Bier
ドレスデンはワイン・ビール文化でも有名だ。
聖母教会から直線距離なら4㎞足らずのアル
ブレヒツ城周辺ではワイン醸造元ルスト・ミ
ューラーがブドウ園（ぶどう畑での夏期特別
販売: www.winzer- mueller.de）を営んでい
る。 最も名高いのは「ピルニッツ王立ブド
ウ園」を営むクラウス・ツィンマーリングで、
彼の妻でもある芸術家マウゴジャータ・ショ
ダコフスカの作品がボトルラベルに使われて
いる（www.weingut- zimmerling.de）。さら
にドレスデン近郊にはザクセン州立ワイン醸
造所ヴァッカーバルト城（www.schloss-
wackerbarth.de）やプロシュヴィッツ城ワ
イン醸造所プリンツェン・ツア・リッペ
（www.schloss- proschwitz.de）がある。
また、ラーデベルガー・エクスポートビール
醸造所では試飲やガイドツアーに参加できる
（www.radeberger.de）
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ドレスナー・シュトレン

宿泊インフォメーション

ドレスデンには、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
トを参照。www.dresden.de/tourismus



Frankfurt フランクフルト
春のディッペメス祭り Frühjahrs-Dippemess
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」Wäldchestag
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 Opernplatzfest
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 Mainfest
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 Museumsuferfest
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

国際アップルワインフェスティバル
Internationales Apfelwein-Festival 
フランクフルト名物の飲み物
日程: 8月中旬  場所: ロスマルクト

ライガウ地方ワイン市 Rheingauer Weinmarkt
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: 9月  場所: フレスガス

Fulda  フルダ
バラの月曜日- 謝肉祭 Rosenmontag
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 Das Gartenfest
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 Weinfest
日程: 8月最終金曜～9月第1日曜　　　
場所: フルダ中心街

Eisenach  アイゼナッハ
アイゼナッハ　夏迎えの祭り
Eisenacher Sommergewinn
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
Konzerte Bachwochen
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
Oper von Richard Wagner
日程: 4～9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 Museumsnacht
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
Bluesnacht auf der Wartburg
日程: 8月　　場所: ヴァルトブルク城

ヴァルトブルク城での演奏会
Konzertveranstaltungen im 
historischen Palas auf der Wartburg
日程: 4～10月
場所: ヴァルトブルク城「祝宴の大広間」

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

クレーマー橋祭り Krämerbrückenfest
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 Domstufenfestspiele
オープンエア音楽フェスティバル
日程: 夏期 場所: 大聖堂広場

エアフルト教会音楽週間  Kirchenmusiktage
日程: 9月　　場所: 市内の教会
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*恒例のイベント
ゲーテ街道沿いのクリスマスマーケットに関
する詳細情報は6ページを参照。

ライプツィヒのクリスマスマーケット

アイゼナッハ 夏迎えの祭り

フランクフルト　ディッペメス祭り

エアフルト大聖堂野外音楽祭

ヴァルトブルク城のミュージックサマー
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Weimar  ワイマール
テューリンゲン・バッハ音楽祭
Thüringer Bachwochen
日程: 3～4月　 場所: 様々なイベント会場

陶器市 Töpfermarkt Weimar
日程: 8月　 場所: マルクト広場

公園の演奏会の夕べ Konzertnacht im Park
ワイマール歌劇場管弦楽団の野外コンサート
日程: 7月初旬

ワイン祭りとゲーテの誕生日
Feierlichkeiten zum Goethe-Geburtstag
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 Zwiebelmarkt 
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

ワイマール歌劇場管弦楽団コンサート
Konzerte der Staatskapelle Weimar 
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
イエナ・ディキシーランド集会 
Dixiland-Meeting Jena
日程: 4月　　場所: 中心街

実験館  IMAGINATA
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  Jenaer Töpfermarkt
日程: 7月　　場所: マルクト広場

イエナ・カルチャーアリーナ Kulturarena
(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  Altstadtfest
日程: 9月　　場所: マルクト広場

Leipzig  ライプツィヒ
トーマス教会少年合唱団　モテット
Motetten des Thomanerchors
日程: 毎週金曜18:00／毎週土曜15:00
（学校休暇およびツアー期間を除く）

ライプツィヒ市祭 Leipziger Stadtfest
日程: 6月初旬
場所: 中心街

ライプツィヒ・バッハ音楽祭
Bachfest Leipzig   
日程: 6月中旬
場所：様々な会場

バッハ像前月曜コンサート
Montagskonzerte am Bachdenkmal 
日程: 7月～8月の毎週月曜　19:00

メンデルスゾーン音楽祭
Mendelssohn-Festtage
日程: 8月末～9月初旬
場所:ゲヴァントハウスその他の会場

シューマン音楽週間
Schumann Festwoche 
日程: 9月

ライプツィヒ・ライトフェスト
Lichtfest Leipzig 
日程: 10月9日

Dresden  ドレスデン
聖十字架合唱団　晩課 Kreuzchorvespern
日程: 毎週土曜　18:00
（学校休暇およびツアー期間を除く）

ザクセン蒸気船パレード
Traditionelle Dampferparade
日程: 5月1日

国際ディキシーランド・フェスティバル
Dixieland Festival 
日程: 5月中旬

ヨハン・シュトラウス音楽祭　
Johann Strauss Festival 
日程: 5月末

ドレスデン音楽祭 Dresdner Musikfestspiele
日程: 5月末

ドレスデン・バロック祭り Barockfest 
日程: 7月第1週末

ドレスデン市祭 Dresdner Stadtfest
蒸気船パレードと花火が見どころ
日程: 8月第3週末
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最新のイベント情報はサイトをごらんください。
www.goethestrasse.info

ワイマール　演奏会の夕べ

イエナ・カルチャーアリーナ ドレスデン　エルベ川岸の花火,ライプツィヒ・ライトフェスト
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「ワイマール・イン
プレッション」

 

 

 

ドレスデン

ハイライト, ツアー, おすすめ

Japanese

ドレスデン・ガイドブ
ック

Les sites à visiter avec plan de la ville/
観光案内マップ

Frankfurt Welcome

パンフレット「フランク
フルト・ウェルカム」

「エアフルト　ガイド」

「音楽の街　ライプツ
ィヒ」

「ライプツィヒで逢
いましょう」
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WEIMAR

GOETHE-SCHILLER-DENKMAL

GB. Goethe and Schi l le r  Statue I F. Statue de Goethe et  Schi l le r  

I . Monumento d i  Goethe e  Schi l le r  I NL. Goethe-Schi l le r-Monument 

J .  ゲーテ・シラー記念碑

WEIMAR
+ 49 (0) 36 43 - 74 50
www.weimar.de 

WWW.THUERINGER-STAEDTE.DE

WEIMARWWEWE ME MM

weimar
K u l t u r s t a d t  E u r o p a s

EISENACH

DIE WARTBURG -  UNESCO WELTKULTURERBE –  WAHRZEICHEN EISENACHS

GB. The Wartburg -  UNESCO Wor ld  Cu ltura l  Her i tage -  E isenach’s  most famous 

landmark  F. La Wartburg -  Her itage cu lture l  mondia l  UNESCO -  Symbole  d ’E isenach

I . La fortezza Wartburg,  patr imonio cu ltura le  de l l ’umanità  de l l ’UNESCO e s imbolo 

de l la  c ittà  I NL. De Wartburg –  UNESCO culturee l  were lder fgoed Symbool  van E isenach 

J .  ヴァルトブルク城 - ユネスコ世界遺産 - アイゼナッハのシンボル

EISENACH
+ 49 (0) 36 91 - 79 23-0
www.eisenach.info 

WWW.THUERINGER-STAEDTE.DE

EISENACH

JENA

HISTORISCHES RATHAUS

GB. Town ha l l   F. L ’hôte l  de v i l le   I . Munic ip io  I

NL. Raadhuis   J .  市庁舎

JENA
+ 49 (0) 36 41 - 49 80 50
www.jena.de 

WWW.THUERINGER-STAEDTE.DE

JENA

  
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

　

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

   

  

      
        
  

* Frankfurt |  フランクフルト * Fulda |  フルダ * Eisenach |

アイゼナッハ * Erfurt |  エアフルト * Weimar | ワイマール

* Jena | イエナ * Leipzig | ライプツィヒ * Dresden | ドレスデン

Goethe-Straße
ゲーテ街道

www.goethestrasse.info (日本語)

フランクフルト

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

ドレスデン

フルダ

ゲーテ街道リーフレット

*サービスのご案内 日本語パンフレット 
(無料) をご注文ください。

6言語パンフレット
日本語あり
アイゼナッハ／エアフルト
イエナ／ワイマール

下記のサービスをご提供しています：

- 旅行会社によるプラン作成時の
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をご利用ください。
www.goethestrasse.info
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