フュッセン

バイエルンで
最もロマンティックなところ

ノイシュヴァンシュタイン城
ホーエンシュヴァンガウ城

王家の土地
フュッセン‐それはバイエルン
で最もロマンチックなところで
す。いくつもの湖、緩やかな丘
陵、堂々とそびえ立つ山々、それ
はまるで絵本の世界です。フュ
ッセン旧市街と近郊の二つの
城では芸術と文化に触れてくだ
さい。風景とアクティビティ、両
方を楽しめる魅力たっぷりの世
界です。
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ノイシュヴァンシュタイン城

まるでおとぎ話の世界
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ノイシュヴァンシュタイン城
ルートヴィヒ2世はおとぎ話に
登場するような城を次々と建て
たことから、バイエルンの「メル
ヘン王」
と呼ばれています。
ノイ
シュヴァンシュタイン城、
リンダ
ーホーフ城、そしてヘレンキー
ムゼー城です。1886年にシュタ
ルンベルク湖にて悲劇的な死
を遂げましたが、その真相は今
も謎のままです。

ノイシュヴァンシュタイン城か
らわずか数百メートル離れたと
ころにホーエンシュヴァンガウ
城があります。ルートヴィヒはこ
こで幸せな幼少時代を過ごしま
した。彼の父親マキシミリアン2
世が、のどかな景色の広がるア
ルプ湖のほとりに夏の宮殿とし
て建てたものです。

湖畔のバイエルン国王博物館
では、
ヴィッテルスバッハ家に
ついて知ることができます。博
物館は3つ目の城とも呼ばれる
新しいハイライトです。ルートヴ
ィヒ2世が企てていたプロジェ
クトを素晴らしい映像技術で紹
介し、選り抜きのオリジナル展
示品が並びます。
日本語のオー
ディオガイドもあります。
詳細は21ページ。

ノイシュヴァンシュタイン城は
雪に覆われたアルプスの山々
のパノラマを背に堂々とそびえ
ています。冬の城もまた特別で
す。馬そりで冬景色の中を城に
向かえば、冬の澄んだ空気と眺
めを楽しめます。夏期のような
混雑がなく、城内の見学もゆっ
くりとできるのでおすすめです。
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城

王家の城
チケットの予約インターネットのみ出来ま
せん。予約のURLは：:
www.ticket-center-hohenschwangau.de

ホーエンシュヴァンガウ城とノイシュヴァ
ンシュタイン城のチケットは以下で購入
できます：
チケットセンター

Alpseestraße 12 · 87645 Hohenschwangau
phone +49-(0) 83 62-93 08 30
fax +49-(0) 83 62-9 30 83 20
info@ticket-center-hohenschwangau.de

ノイシュヴァンシュタイン城と
ホーエンシュヴァンガウ城 のチケット購入

• 3月19日〜 10月15日, 8:00〜17:00
• 10月16日〜 4月9日, 9:00〜15:30
年中無休

ノイシュヴァンシュタイン城の開館時間

• 4月10日〜 10月15日, 9:00〜18:00
• 10月16日〜 4月9日, 10:00〜16:00
1月1日、12月 24 日・25 日・31 日は休館。

ホーエンシュヴァンガウ城 の開館時間

• • 4月10日〜 10月15日, 9:00〜18:00
• 10月16日〜 4月9日, 10:00〜16:00
12月24 日は休館。

チケットセンターからお城へ アクセス

個人チケット料金：

プライスリスト 1 (大人):
• ノイシュヴァンシュタイン城
• ホーエンシュヴァンガウ城
• 王子様のチケット①
• 王様のチケット ②
• ヴィッテルスバッハ家のチケット ③
• 白鳥のチケット④

€ 12.00
€ 12.00
€ 20.00
€ 23.00
€ 20.00
€ 29.50

プライスリスト 2 (15名以上の団
体、65歳以上、子供、18歳以上の学
生、障害者(証明書の提示が必要):
• ノイシュヴァンシュタイン城
€ 11.00
• ホーエンシュヴァンガウ城
€ 11.00
• 王子様のチケット①
€ 18.00
• 王様のチケット②
€ 21.00
• ヴィッテルスバッハ家のチケット ③ € 18.00
• 白鳥のチケット④
€ 28.00

①ノイシュヴァンシュタイン城とバイエル
ン国王博物館の共通チケット。同日入場
のみ有効
②2つの城の共通チケット。同日入場の
み有効
③ホーエンシュヴァンガウ城とバイエル
ン国王博物館の共通チケット。同日入場
のみ有効
④2つの城とバイエルン国王博物館の共
通チケット。同日入場のみ有効

入場無料：大人が同行する場合の18
歳未満の学生と子供(学校団体は除
く)および、旅行会社の添乗員とその
運転手。

予約料金

15枚未満のチケット事前予約料、一
人当たり：
• ノイシュヴァンシュタイン城、又は
ホーエンシュヴァンガウ城
€ 1.80
• 王子様のチケット
€ 1.80
• 王様のチケット
€ 3.60
• ヴィッテルスバッハ家のチケット
€ 1.80
• 白鳥のチケット
€ 3.60

Museum der bayerischen könige
バイエルン国王博物館の開館時間：
毎日9：00 〜 17：00
1月1日、12月 24 日・25 日 は休館
チケット購入は開館時間に博物館で。
詳しくは22ページを参照
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15枚以上のチケット事前予約料、
一人当たり：
• ノイシュヴァンシュタイン城、又は
ホーエンシュヴァンガウ城
€ 0.90
• 王子様のチケット
€ 0.90
• 王様のチケット
€ 1.80
• ヴィッテルスバッハ家のチケット
€ 0.90
• 白鳥のチケット
€ 1.80

チケットセンターからの歩行時間：
• ノイシュヴァンシュタイン城まで徒歩で約40分
• ホーエンシュヴァンガウ城まで徒
歩で約20分

ホーエンシュヴァンガウ村には有料
の駐車場があります。
ノイシュヴァン
シュタイン城への道路は車両進入禁
止です。
ホーエンシュヴァンガウ村からノイ
シュヴァンシュタイン城行きの馬車
が出ています。馬車を降りて、
さらに
10分(約300メートル)ほど上ったとこ
ろが城の入り口です。徒歩での移動
が困難な方には馬車をおすすめし
ます。馬車乗り場：Hotel Müller ホテ
ル・ミュラー
バスは マリエン橋近くの展望台
「ユーゲント 」,"Jugend"まで運行し
ています。
ここからさらに急な坂(勾
配約12％)を15分ほど上ったところ(
約600メートル)が城の入り口です。
徒歩での移動が困難な方にはこの
アクセス方法は向いていません。
バス乗り場：Hotel Lislホテル・リス
ル。雪や道路凍結の場合は運休。
展望台「ユーゲント」からマリエン橋
までは徒歩で約5分です。マリエン橋
からはペラート峡谷と、その上にそ
びえるノイシュヴァンシュタイン城を
眺めることができます。橋の真下に
見えるのは落差約30メートルのペ
ラート滝です。
王家の城の見学は約30～35分間の
ガイドツアーでのみ可能です。
ノイ
シュヴァンシュタイン城内では173段
の階段を上り207段を下ります。犬を
連れた見学はできません。
また喫煙
と写真撮影は原則的に禁止されて
います。

2016年9月現在の料金。変更の可能性
あり。

南バイエルンのフュッセン近郊にあるノイシュヴァンシュタイン城
は、2014年末に姫路城と姉妹城提携を結びました。国宝姫路城
は、1993年にユネスコ世界遺産に登録されました。2015年3月に
は姫路城において交流協定が調印され、友好提携が正式に成立し
ました。

⇖ Hopfen
am See

この2つの素晴らしい城には共通点がいくつかあ
ります：どちらも輝くような白さが特徴です。世界
的に有名で、名前は鳥に由来します。姫路城は白
鷺、ノイシュヴァンシュタイン城は白鳥です。どち
らの城にも毎年多くの観光客が訪れます。この2
つの文化財の友好提携が有意義なものとなるよ
うに、今後は具体的な交流内容についての話し合
いが行われます。

⇑ Roßhaupten

Forggensee
Schongau ⇒

フォルゲン湖遊覧船

⇐Weißensee

Tourist
Information
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Schwangau

⇐Weißensee
ノイシュヴァンシュタイン城

ハイキングコース

h
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Kalvarienberg フュッセンまで約5キロ
ハイキングコース
フュッセンまで約7キロ

Hohenschwangau

ホーエンシュヴァンガウ城

Schwansee

⇐Reutte/Austria

P
P

P
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Ticket-Centre

Marienbrücke

Alpsee

メモ：ノイシュヴァンシュタイン城とホーエンシュヴァンガウ
城へ向かう道路には、
ドイツ語の標識「Königsschlösser
(王家の城)」が設置されています。
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フュッセン‐山と湖とレヒ川のあいだ

ロマンチックそのもの・・・
レヒ川沿いの王家の町
フュッセンではバイエルンの伝
統が今でも日常に根付いてい
ます。世界中から訪れる人々も
その伝統を体験できます。例え
ば、ホプフェン湖で行われるア
ルプホルンのコンサートです。
素晴らしい山の景色、きらきら
と光る湖、豊かに響き渡るアル
プホルンの音色。それはまさに
バイエルンそのもの、
です。
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レヒ川から見上げる、ベネディ
クト会聖マング教会とホーエス
城。

群馬県沼田市は、南バイエルンのフュッセンと
1995年に姉妹都市提携を結びました。フュッセ
ン近郊にかの有名なノイシュヴァンシュタイン城
があります。2都市は20年以上にわたり積極的な
交流を行ってきました。両都市のつながりは、ど
ちらもロマンチック街道に位置することにありま
す。沼田市は日本ロマンチック街道にあり、フュ
ッセンはドイツロマンチック街道の終点の地であ
り一番の見どころです。2013年には「ドイツ・日
本ロマンチック街道」の友好関係25周年を両国
において共に祝いました。
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見どころ
ツーリスト・インフォメーション
駅

ノイシュヴァン
シュタイン城
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 Tourist Information

カイザー・マキシミリアン広場 にある
ツーリスト・インフォメーション

 Schrannenplatz
シュランネン広場

その昔、穀物市場として使われていた
広場です。中世の時代に建てられた穀
物倉庫は、現在はマーケットホールとし
て利用されています。買い物や食事に
市民が集う人気の場所です。

 Franziskanerkloster
フランチスカーナー修道院

4
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 Heilig-Geist-Spitalkirche
聖霊シュピタール教会

教会のロココ様式のファサードには華
やかなフレスコ画が見られます。消防
の守護聖人、聖フローリアン(1733年
の火事で当時の教会は焼失)と、フュッ
センのいかだの守護聖人である聖クリ
ストフォロスが描かれています。二人は
彼らにとって最も適した場所、レヒ川の
岸でフュッセンを守っています。

要な後期ゴチック様式の宮殿の一
つです。現在はフュッセン市絵画
館および後期ゴチックとルネッサ
ンス期の作品を集めたバイエルン
州立絵画館の分館として使われて
います。



1629年、町の外側の城壁に囲まれ
た小さな丘の上、
レヒ川のすぐ上
に修道院が建てられました。
ここか
らは素晴らしい中世の街並みを見
下ろせます。聖シュテファン修道院
教会のまわりをぐるりと歩くと
「ロ
マンチック街道終点の地」にたどり
つきます。


 Kloster und Kirche
St. Mang
修道院と聖マング教会

 Lechuferweg
レヒ川遊歩道

遊歩道を上流に向けて歩くとバー
ト・ファウレンバッハを越えてレヒ
の滝に、下流に向けて歩くとフォル
ゲン湖に出ます。
レヒ川は19世紀
までは重要な交通と商業のルート
で、当時はいかだが頻繁に運航し
ていました。
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 Hohes Schloss
ホーエス城

昔のアウクスブルク領主司教の夏
の離宮です。中庭のファサードには
めずらしいトリックアートが施され
ています。南ドイツにおける最も重

かつてのベネディクト派修道院の
歴史は9世紀に始まり、修道院とし
ては1803年まで存在しました。現
在も残っているバロック様式の部
分は18世紀初頭に造られたもので
す。今日、
この建物には市の行政機
関とフュッセン市博物館が入って
います。豪華な装飾の皇帝の間で
は、50年以上も前からコンサート
が開催されています。以前修道院

歴史ある町の中心部



教会があった場所には、
フュッセン
で最大かつ最も華麗なバロック様
式の教会が建っています。聖マグヌ
スの時代(8世紀)に造られたといわ
れる東側の地下聖堂には、バイエ
ルンで最も古いものの一つといわ
れるフレスコ画があります。

 Brotmarkt
パン市場

この場所が中世の町の起源である
と言われています。当時はパンが
売られていましたが、現在はラウテ
ンマッハー噴水が建っています。
リ
ュート職人という噴水の名前から
も、
フュッセンがかつてヨーロッパ
におけるリュート製造の中心地で
あったことがわかります。



 Museum der Stadt
Füssen
フュッセン市博物館 考古学上の

発掘物やさまざまな時代の芸術作
品の展示物から、修道院と町の歴
史が想像できます。豪華に装飾さ
れたバロック様式の部屋からは、当
時のベネディクト派修道院の豊か
さがうかがえます。
リュートとバイ
オリンの展示はヨーロッパでも最
も素晴らしいコレクションの一つで
す。博物館からのみ出入りが可能
なアンナ礼拝堂では、1602年に描
かれたフュッセンの死の舞踏が見
られます。
この種の絵画としてはバ
イエルン州で最も古いものです。



 Reichenstraße
ライヒェン通り

フュッセン旧市街のメインストリー
トで、歴史ある家屋がぎっしりと立
ち並んでいます。
ドナウ川から北イ
タリアを結ぶかつてのローマ街道
の一つ、
ヴィア・クラウディア・アウ
グスタ街道と重なっています。

MobiltelefonStadtführung
携帯電話で市内観光

旧市街にある11のポイントでは、
携帯電話を利用してフュッセンの
歴史について学ぶことができます
(英語またはドイツ語)。各ポイント
と建物は、我々のパートナーであ
るtomisおよびヒストリーチャンネ
ルのロゴのある看板が目印です。
まずは電話をかけてみてください。
ローミング料金はかかりません。
ま
た、iTunesで入手できる携帯電話
用の市内観光ア
プリもあります (
有料)。

Online-Stadtrundgang
オンライン市内観光

フュッセンの美しさとその見どこ
ろを旅行前にyoutubeでご覧くだ
さい。

英語:		

ドイツ語::

Stadtbrunnen
町の噴水  ライヒェン通りの南の

端にある噴水には、
フュッセンの守
護聖人である聖マグヌスが立って
います。通りの敷石には、かつての
ヴィア・クラウディア・アウグスタ街
道の一部であったことを示す金属
製パネルが埋め込まれています。
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バイエルンの料理

フュッセンのレストランやホテ
ルではアルゴイ地方の温かい
おもてなしをお楽しみください。
長い伝統を持つバイエルン料
理はしっかりした味付けが特徴
です。
ここでは2ページにわたっ
て、いくつかの典型的なバイエ
ルン料理を写真で紹介します。
レストランによって料理の盛り
付けが異なります。





白ソーセージ  (Weißwürste)
には甘いマスタード (süßer
Senf) とバイエルン独特のパン、
ブレッツェル
 (Brezel), が付きます。
オーブ
ンで焼いたレーバーケーゼ/フ
ライシュケーゼ (Leberkäse /
Fleischkäse) はバイエルンの人
々の大好物です。これらの料理
には口当たりが爽やかなヴァイ
ツェンビール  (Weizenbier) が
よく合います。ヘル(淡色)もドゥ
ンケル(濃色) も、
どちらもおす
すめです。






郷土料理を楽しむ

バイエルンの軽食盛り合わせ
プレート (bayerische Brotzeitplatte) にはハム、
さまざまな種
類のソーセージ、風味のよいチ
ーズやパンが並びます。
これに

合うのもヴァイツェンビール
(Weizenbier) です。
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豚肉の焼きソーセージとザウ
アークラウト  (Schweinsbratwürste mit Sauerkraut). 軽食
として、焼きソーセージを小さ
なパンに挟んで食べることもあ
ります。

ケーゼシュペッツレ  (Käsespätzle) はアルゴイ地方の郷土
料理です。手作り麺にアルゴイ
地方のチーズを和え、
フライド
オニオンを載せます。




アプフェルシュトゥルーデル 
(Apfelstrudel), はバイエルンとオ
ーストリアの伝統的なデザート
です。
シュトゥルーデル生地また
はパイ生地にりんごを詰め、砂
糖とシナモンで味付けしていま
す。
レーズンを入れることもあり
ます。生クリームやバニラアイス
が添えられます。


シュヴァインスハクセ 
(Schweinshaxen)は豚のすね肉を
焼いた料理です。ゼンメルクヌ
ーデルと呼ばれるパンで作った

団子や、
ジャガイモ団子、紫キャ
ベツ、ザウアークラウト、キャベ
ツのサラダを付け合せます。

フュッセンのレストランでは様々なスタイルで食を楽しめます。バ
イエルン料理ならば旧市街のレストランで、
ブロートツァイトと呼
ばれる軽食は緑に囲まれたビアガーデンで、
ロマンチックなディ
ナーは湖畔のレストランのテラスでどうぞ。
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フォルゲン湖での遊覧クルーズ
22
ペー
ジを参照

個性的な
「目で楽しむ旅」
を体験してみませんか。湖の南を
出航した船が先に進むにつれ、景色はさらに素晴らしいも
のとなります。
アマガウ、
レヒタール、
タンハイム・アルプスと
呼ばれる山々、
ノイシュヴァンシュタイン城とホーエンシュ
ヴァンガウ城、
フュッセンの町並みのシルエットが巨大なパ
ノラマとして広がります。
6月1日から10月15日まで(天候状況により多少の変更あ
り)の期間、
フュッセンのフォルゲン湖では毎日複数便の
遊覧船が運航されています。小クルーズでは湖の南側を約
55分かけて周遊します。二時間の大クルーズでは湖の北
岸にあるダムまで皆様をお連れします。各乗り場で途中下
船も可能です。湖畔にてランチやカフェ休憩をお楽しみく
ださい。
ケーニヒス・カードで一日につき一回の乗船が無料に
乗船料(一人当たり)：
大クルーズ：
大人：

11,00 €
10,00 €

(フュッセン・カードなし)
(フュッセン・カード割引、
20名以上のグループ)
(フュッセン・カードなし)
(フュッセン・カード割引）

8,00 €
7,00 €

(フュッセン・カードなし)
(フュッセン・カード割引、
20名以上のグループ)
(フュッセン・カードなし)
(フュッセン・カード割引）

		
子供(4歳～14歳)： 6,00 €
5,50 €
ファミリー*：
29,00 €
小クルーズ：
大人：

		
子供(4歳～14歳)： 4,00 €
3,50 €
ファミリー*：
19,00 €

運航ダイヤ(6月1日から10月15日の毎日)

大クルーズ：(定期路線)
出発
出発
10:00
12:30
10:05
12:35
10:15
12:45
10:20
12:50
10:30
13:00
10:45
13:15
10:55
13:25
11:00
13:30

出発
15:00
15:05
15:15
15:20
15:30
15:45
15:55
16:00

_________________________________
11:15
13:45
16:15
11:30
14:00
16:30
11:40
14:10
16:40
11:45
14:15
16:45
11:55
14:25
16:55
12:00
14:30
17:00
到着
到着
到着

Bootshafen ボート乗り場 (Füssen)
Festspielhaus祝祭劇場(Füssen)
Waltenhofen (Schwangau)
Brunnen (Schwangau)
Osterreinen (Rieden)
Dietringen (Rieden)
Tiefental (Roßhaupten)
Kraftwerk 発電所 (Roßhaupten)
再びフュッセン方面へ
Dietringen (Rieden)
Osterreinen (Rieden)
Brunnen (Schwangau)
Waltenhofen (Schwangau)
Festspielhaus 祝祭劇場 (Füssen)
Bootshafen ボート乗り場 (Füssen)

小クルーズ：(10名以上の乗客が集まった場合にのみ運航。
フュッセン発)
出発
出発
出発
出発
出発
出発
10:30
11:30
13:00
14:20
15:30
16:30
Bootshafen ボート乗り場 (Füssen)
10:35
11:35
13:05
14:25
15:35
16:35
Festspielhaus 祝祭劇場 (Füssen)
10:50
11:50
13:20
14:40
15:50
16:50
Osterreinen (Rieden)
11:10
12:10
13:40
15:00
16:10
17:10
Waltenhofen (Schwangau)
-------12:20
13:50
--------------17:20
Festspielhaus祝祭劇場 (Füssen)
11:20
12:25
13:55
15:10
16:20
17:25
Bootshafen ボート乗り場 (Füssen)
到着
到着
到着
到着
到着
到着

MS Füssen
フュッセン号

MS Allgäu
アルゴイ号

乗船券をまとめて購入する場合にのみ、
グループ割引料金が適用されます。
区間別の料金はお問い合わせください。
※ファミリー料金は大人２人と子供(４～１４歳)２人以上の家族向けで、
全員分の乗船料が含まれます。

どちらの船もレストラン付き または、貸し切りクルーズにも対応してい
ます。

団体向け詳細と予約・経営会社：Städtische Forggenseeschifffahrt Füssen
Tel. 0 83 62/92 13 63 又は 0 83 62/93 85-22 · Fax: 0 83 62/92 13 64 又は 0 83 62/93 85-20
schifffahrt@fuessen.de · www.forggenseeschifffahrt.de

発見の旅

アルゴイ地方を体験
王室ゆかりのアルゴイ地方で、
どうぞリラックスしてお過ごしく
ださい。フォルゲン湖のクルー
ズ船からは、ノイシュヴァンシュ
タイン城とホーエンシュヴァン
ガウ城を臨む素晴らしいパノラ
マ、歴史あるフュッセンの町、そ
の周りをぐるりと囲むアルプス
の山々などを楽しめます。カメ
ラをお忘れなく！クルーズ船は6
月上旬から10月中旬まで運航し

ています。
www.fuessen.de/shipping

フォルゲン湖のサンセットクル
ーズはとてもロマンチックです。
船は7月および8月の毎週水曜
日、19時30分にフュッセンの
ボート乗り場から出ています。
所要時間は二時間です。

新名所「ハイライン179」
エーレンベルク城とクラウディ
ア要塞の間に遠くからでも見
える吊り橋は、
ロイッテ国立公
園の新しい見どころです。全長
406メートル、高さ100メートル
以上もあるこの吊り橋は、完成
後ほどなくしてチベット式の世
界最長吊り橋としてギネス世界
記録に認定されました。
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冬のワンダーランド

冬の楽しみがいっぱい
冬のおとぎ話を体験できます：
暖かい服装に身を包み、
きらき
らと輝く雪景色の中を馬そりに
乗って走ります。例えば、
ホプフ
ェン湖や野生動物向けの餌場
のあるバンヴァルト湖へ。最大
150頭の野生の鹿を間近で見
ることができます。

フュッセンの冬：素晴らしい新
鮮な空気と澄んだ山の眺め。特
に人気があるのは山小屋とそり
の組み合わせです：雪の舞う冬
景色の中、除雪された山道を歩
いて上り、
ゆったりとくつろげる
山小屋に立ち寄ります。帰りは
そりに乗って谷を一気に滑り降
ります。

イルミネーションの輝き、
レープ
クーヘン、焼きリンゴ、そしてグ
リューワインの香り。
クリスマス
マーケットはフュッセンのクリ
スマスシーズンのハイライトで
す。12月中の週末に二回、金曜
日から日曜日の11時から20時
まで開催されます。場所は旧市
街中心部にある修道院の中庭
です。華やかな装飾、
ステージ
上の合唱隊と音楽隊がクリスマ
ス気分を盛り上げます。

伝統と今を同時にお楽しみく
ださい。民俗風ブラスバンドと
祭りの祝砲は、現在も残る風習
です。
16

重要な街道

ロマンチック街道
Frankfurt a. Main
Würzburg
Bad Mergentheim
Rothenburg o.d.T.
Dinkelsbühl
Nördlingen
Donauwörth
Augsburg

ヴィア・クラウディア・Landsberg am Lech
Schongau
アウグスタ街道
Bad Tölz

München
Herrenchiemsee
Salzburg

Lindau
Bodensee

Oberammergau

Füssen

Bad Hindelang

Tegernsee

Wieskirche

Oberstaufen

Schloss Linderhof

Reit im Winkl

Berchtesgaden

Ettal

Garmisch-Partenkirchen
Schloss
Neuschwanstein
Zugspitze
und
Schloss Hohenschwangau

アルペン街道

Meran
Bozen

Altino

Verona
Venedig

ヴィア・クラウディア・
アウグスタ街道

この街道はヨーロッパにおいて常に重要
な道路でした。ローマ時代にクラウディウ
ス帝によって軍事用として造られたもの
です。近代まではアルプスを越える最も
重要なラインの一つであり、商人たちが
行き来し、長距離旅行者や傭兵隊もここ
を通りました。現在はドナウ川と北イタリ
アを結ぶ人気の観光ルートです。
www.viaclaudia.org
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Ostiglia

アルペン街道

ボーデン湖畔の町リンダウから
バイエルン州最南東のベルヒ
テスガーデンまでがアルペン街
道です。450キロメートル以上
にわたり、バイエルンのプレア
ルプスの山々に沿って雄大な
景色が続きます。
フュッセンを

起点としたアルペン街道の町へ
の日帰り旅行がおすすめです。
www.deutschealpenstrasse.de

W ü r z b u r g ヴュルツブルク
ロマンチック街道の出発点であ
り終点でもあるヴュルツブルク
には見どころがいっぱいです：
マリエンベルク要塞、
レジデン
ツ宮殿(ユネスコ世界遺産)、大
聖堂、旧市街、数々のミュージ
アムなどです。
フュッセンからの
距離は約385キロです。
www.wuerzburg.de

ヴュルツブルク

ローテンブルク

ディンケルスビュール

ロマンチック街道
ロマンチック街道はドイツで最
も有名な観光ルートの一つで
す。南ドイツの美しい町が385
キロにわたって、
まるで真珠の
ネックレスのようにつながって
います。
www.romanticroad.de

Rothenburg ob der
T a u b e r ローテンブルクは城壁
にぐるりと囲まれています。町
のシルエットはとても印象的で
す。中世の面影を残す旧市街は
世界中からの観光客を魅了し
ます。
フュッセンからの距離は
約312キロです。
www.rothenburg.de

アウグスブルク

フュッセン

W i e s k i r c h e ヴィース教
会ドイツで最も美しいバイエル
ンのロココ様式教会の一つで
す。1983年にユネスコ世界遺
産に登録されました。
ツィンマ
ーマン兄弟によって建てられた
教会で、毎年約100万人が訪れ
ます。
フュッセンからの距離は
約23キロです。
www.wieskirche.de
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Hotel Schlosskrone ★★★★S
快適：スイートを含む全62室は上品なバイエルン
風の内装です(2011年に東館が新しくオープン)。
衛
星テレビ、金庫、
ミニバー、
インターネット、地下駐車
場、エアコンを完備、温かい朝食ビュッフェ付きで
す。
グルメ：木製のインテリアが特徴のバイエルン郷土
料理レストラン「ヒンメルシュトゥーベ」
では、
アルプ
ス地方の料理をご提供しています。
ガラス張りのサ
ロンでもお食事ができます。
デザイン・レストラン「チ
リ‐バー、
リストランテ、
ヴィノテカ」
では地中海料理
をどうぞ。
併設のワインセラーでは極上のワインを
ご用意しています。
チョコレート天国：
「クアカフェ」
では1896年以来、
自
家製のお菓子を販売しています。生ケーキ、焼き菓
子、
トリュフ、チョコレートなど、全て昔からのレシピ
をもとに作られています。ぜひともお試しください。
スパ施設「シュロス・テルメ」は広さ300平方メートル
で、複数のサウナ、
マッサージ機能付きジャグジーな
どを備えています。
リラックスしてお過ごしください。
会議、
ミーティング、
インセンティブ：ノイシュヴァンシ
ュタイン城に近い最新の機材を備えた150平方メー
トルのイベントスペースを設けています。
宴会用：200平方メートルのホールはで最大80名ま
で収容可能です。
文化と自然：ノイシュヴァンシュタイン城とホーエン
シュヴァンガウ城までわずか5キロの距離です。
皆さまのお越しをお待ちしています！

ホテル・レストラン

Hotel Schlosskrone ★★★★S
Kurcafe Hotel Allgäu GmbH · Norbert Schöll
Prinzregentenplatz 2–4 · 87629 Füssen
Tel. +49 (0) 83 62/93 01 80 · Fax +49 (0) 83 62/9 30 18 50
rezeption@schlosskrone.de · www.schlosskrone.de

M V

Hotel Hirsch ★★★★
素敵な思い出作りをお約束します
町の中心部…ルートヴィヒ王の城にも近い便利なロ
ケーション
快適さ…プライベート駐車場完備
家族経営…4代にわたる伝統
エレガント…客室ごとにインテリアの異なる広々とし
た71室
おもてなし…地元の旬の食材を使った郷土料理レス
トラン
存在感のある魅力的な建物には百年の歴史があり
ます。伝統的な装飾を施した客室はそれぞれ趣が異
なります。
レストランはバイエルン独特のデザインで、郷土料
理を提供しています。
ランチまたはロマンチックなキ
ャンドルライトディナーにぜひお越しください。
会議室はビジネスミーティング、
ご家族の集まり、
夕
食会などにご利用いただけます。
フュッセンのホテル・ヒルシュへようこそ

Hotel Hirsch ★★★★
Hotel Hirsch GmbH & Co. KG
Kaiser-Maximilian-Platz 7 . 87629 Füssen
Tel. +49 (0) 83 62/9 39 80
Fax +49 (0) 83 62/93 98 77
info@hotelhirsch.de . www.hotelfuessen.de

A M V
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= 団体割引

= 日本語メニュ−

= バイエルンの名物 クレジットカード

A

= American Express

M

= Mastercard

V

= Visa

= EC-Cash

Hotel Sommer ★★★★
家族経営の4つ星ウェルネスホテルはフ もご用意しています。
ォルッゲン湖畔にあり、
ノイシュヴァンシ
ュタイン城を眺めることができます。
スイ
ートルームを含む快適な部屋での滞在、
心のこもったおもてなしを堪能してくだ
さい。
Wellness Hotel Sommer ★★★★
レストラン、バー、駐車場を完備、客室内 Hotel Sommer GmbH
Weidachstrasse 74 · 87629 Füssen
のWi-Fi利用は無料です。
ウェルネス施
設には屋内プールと屋外温水プール、
サ Tel. +49 (0) 83 62/91 47-0
ウナも含まれます。
スパでは質の高いア info@hotel-sommer.de
ンチエイジングケア、美容マッサージ、
ボ www.hotel-sommer.de
www.facebook.com/hotel.sommer
ディーパックを提供しています。
ハイキング、
サイクリング、
ロードバイク
M V
やオートバイ向けの充実したプログラム

Villa Toscana ★★★S

2. MB Mitteldeutsche Betriebsges. mbH
Von-Freyberg-Straße 28 · 87629 Füssen
Tel. +49 (0) 83 62/91 37-0
Fax +49 (0) 83 62/91 37-19
info@villa-toscana-fuessen.de
www.villa-toscana-fuessen.de

こぢんまりとした快適なスパ施設、
ま
たはバイエルンアルプスが見える広
々とした庭園でリラックスした休息の
時間をお過ごしください。

A M V

EuroParkHotel International
ユーロパークホテル・インターナショナ
ルは、
レヒ川の辺りの、
自然豊かで美し
い環境にあります。
白鳥城までは５km、
また徒歩で市の中心まで７，
８分程度
と、
大変便利です。
フュッセンで最大規模の当ホテルは、
イ
ンターナショナルスタンダードの１４１
室
（全室禁煙）
を提供、
有料にてWi-Fiを
ご利用いただけます。
喫煙ルームもご
用意しております。
レヒ川を望む広々としたレストランでは
バイエルン料理を、
またお食事の後に
は居心地よいビアホールでごゆっくり
お寛ぎください。
レセプションは２４時
間オープンしております。
ロビーには無

= 団体割引

= 日本語メニュ−

= バイエルンの名物 クレジットカード

A

= American Express

M

料でご利用いただけるコンピューター、
給湯器などをご用意しております。
また、
フィットネス、
テーブルテニス
（無料）
、
サ
ウナ
（有料）
をお楽しみいただけます。

ホテル・レストラン

歴史ある邸宅風の建物はフュッセン
旧市街に近い美しい公園施設の中に
あります。
その雰囲気とホーエス城の
素晴らしい眺めをお楽しみください。
それぞれの部屋の作りが異なる31の
客室は、地中海風のインテリアで統一
Villa Toscana ★★★S
されています。

EuroParkHotel International
Europarkhotel und Gesundheit GmbH & Co. KG
Am Kapellenberg 2
87629 Füssen-Bad Faulenbach
Tel. +49 (0) 83 62/508-0
Fax +49 (0) 83 62/508-113
reservierung@europarkhotel.de
www.europarkhotel.de

A M V

= Mastercard

V

= Visa

= EC-Cash
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Museum of the bavarian kings
Alpseestraße 27
D-87645 Hohenschwangau
phone: +49 (0) 8362 887 250
www.museumderbayerischenkoenige.de

オプション・その他

国王のお客様として 「バイエルン国王博物館」の訪問
歴史あるこの建物は、かつてのグラ
ンドホテル「アルペンローゼ」です。
ミュージアムとレストランに建て替え
られる前までは、ノイシュヴァンシュ
タイン城とホーエンシュヴァンガウ城
のそばに長い間ひっそりと建ってい
ました。

テルスバッハ家の数百年におよぶ歴
史に関するものです。系図からも王家
の歴史がよくわかります。城を建てた
マキシミリアン2世とその息子ルート
ヴィヒ2世、王国の都ミュンヘンの君
主による芸術の奨励や建設工事、バ
イエルンにおける産業化、君主制の
廃止など、現在までのヴィッテルスバ
ッハ家に関する展示物が多く並んで
います。

バイエルン国王博物館は、ヨーロッパ
で最も古い王家の一つであるヴィッ

ここでは城の全てがわかります。博物
館を担当した建築家は、博物館から

ケ ー ニ ヒ ス・カ ー ド

meinsam
EG – ge
lten
INTERR zenlos gesta
gren

FSC® (Forest
Stewardship
Council®
森林管理協議会
FSCは初の森林認証制度を確立し、
運営している国際的な非営利団体で
す。
この制度によって原料の栽培から
22

ホワイエやパームハウスではコンサー
ト、講演、イベントなどが開催され、
博物館は賑やかな雰囲気です。
レストランの湖側にはガーデンテラス
があります。山の景色を眺めながら
素敵な時間をお楽しみください。

全 て 込 み の ゲ ストカ ード

欧州地域開発基金(EFRE)の支援を受けるヨーロッ
パ地域の協力を得ています。

ケーニヒス・カードとは？
このカードがあれば、自然、文化、スポ
ーツ、レジャーをテーマとした250以上
のサービスを滞在期間中に無料で利
用できます。例えば、ブーヘンベルクや
ブライテンベルクの登山鉄道も含まれ
ます。フォルゲン湖のクルーズ(6月1日

見える周辺の景色までも計算し、それ
も展示の一部としました。ずらりと並
ぶ豪華な品々が、王家の歴史を内容
豊かに生き生きと語りかけてきます。

www.koenigscard.com

～10月15日、詳細は14ページ)、フュッ
セン市博物館、バイエルン国王博物館
(詳細はこの上に)も無料です。
ケーニヒス・カードはどこで手に入りま
すか？
宿泊予約の際に、ケーニヒス・カード
を提供する施設(ホテル詳細は21ペー

ジ)を選んでください。到着日にケーニ
ヒス・カードを無料で受け取ることが
できます。

プリンター用の紙の加工までが審査
されています。紙にFSCロゴを付ける
には、取引および加工・流通過程の管
理において、それぞれの事業者がFSC
認証を与えられていることが求められ
ます。FSCは今日において最も優れた
森林保全のための国際認証であると
多くの環境団体によって認められてい
ます。

紙や印刷物上でのロゴマークの使用
FSCのロゴマークは、一つの製品が加
工と流通過程で完全に認証の基準を
満たしている場合にのみ掲載が許可
されます。
ロゴマークの番号から、最
終加工までを段階別に知ることができ
ます。

アクセス・奥付

フュッセンへの
アクセス

ノルウェー

スウェーデン
アイルランド

デンマーク

ダブリン

コペンハーゲン

イギリス

フュッセンはヨーロッパの中心にあるアルプスのふ
もと、
オーストリアとの国境近くに位置します。
ミュン
ヘン、
アウクスブルク、
インスブルックはフュッセンか
らそれぞれ約100キロの距離にあり、
これらの都市
への日帰り旅行が可能です。
ボーデン湖畔のスイス
国境までは120キロ、
ブレンナー峠を越えればイタ
リアまでもわずか140キロの距離です。

ロンドン

ミュンヘン

ブレーゲンツ

フュッセン

オーストリア
スイス

奥付
本書に掲載されて
いる広告の内容、写
真、テキストおよび
説明等に関する責任
は、広告掲載者が負
うものとします。

オランダ
アムステルダム

ベルギー

ブリュッセル

ポーランド

ベルリン

ドイツ
プラハ

パリ フランクフルト
チェコ
シュトゥットガルト
ミュンヘン

フランス

フュッセン

ヴィーン

チューリヒ

スイス

ポルトガル
リスボン

ウルム

ストックホルム

マドリード

ブダペスト

スロヴェニア
イタリア

クロアチア

ローマ

スペイン

車で
A (= アウトバーン)
A 7 ウルム – フュッセン
B (= 連邦道路)
B 309, B 310, B 16およびB 17 (ヴュルツブルク
とフュッセンを結ぶロマンチック街道)
空港から
ミュンヘン空港から約160キロ。空港駅からSバー
ンまたはシャトルバスでミュンヘン中央駅へ。乗り
換えてフュッセンへ(列車は一時間おきに運行)。
www.munich-airport.de
シュトゥットガルト空港から約230キロ。空港駅か
らSバーンで中央駅へ。乗り換えてアウクスブルク
経由でフュッセンへ(列車は一時間おきに運行)。
www.stuttgart-airport.com
アルゴイ空港メミンゲンから約75キロ。詳細
は：www.allgaeu-airport.de
インスブルック空港から約100キロ。
www.innsbruck-airport.com
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フュッセン
バイエルンで
最もロマンチックなところ
皆さまのお越しをお待ちしています
フュッセン
バート・ファウレンバッハ
ホプフェン・アム・ゼー
ヴァイセンゼー

ケーニヒス・カード ‐

全て込みのゲストカード！

Füssen Tourismus und Marketing
www.fuessen.de
Tourist Information Hopfen am See
Uferstraße 21 a
87629 Füssen
Telefon +49 (0) 83 62/74 58
Telefax +49 (0) 83 62/3 99 78
hopfen@fuessen.de

Tourist Information Füssen
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Telefon +49 (0) 83 62/93 85-0
Telefax +49 (0) 83 62/93 85-20
tourismus@fuessen.de

Deutsche Alpenstraße

Tourist Information Weißensee
Seeweg 4
87629 Füssen
Telefon +49 (0) 83 62/65 00
Telefax +49 (0) 83 62/3 92 65
weissensee@fuessen.de

