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スイス ハイキングガイド
Swiss Hiking Guide

ヨーロッパの屋根といわれるアルプス山脈とジュラ山脈が国土の

7割を占めるスイス。迫力ある山並や雄大な氷河、のどかな牧草

地、清らかな水をたたえる小川や湖などが、まるで絵画のような

美しさを描き出します。そんな豊かな大自然の魅力を体感するに

はハイキングがおすすめ。小さな国土ながら起伏のあるスイスに

は、地球の一周よりも長い5万キロ以上のコースが歩きやすく整

備されています。まさに国全体がハイキングコースなのです。各

所に分かりやすい標識が設置され、山頂へ鉄道やケーブルカーが

結んでいるので、初心者から上級者まで自分のペースにあわせて

楽しめます。素晴らしい風景や動物、人々との出会いこそハイキ

ングの醍醐味。きっと一歩踏み込んだスイスの旅を味わうことが

できるはずです。
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列車、列車、バス、バス、湖船で湖船で

スイス発見の旅に

出かけよう出かけよう出かけよう

スイスを良く知るには、列車、バス、湖船を使った快適な旅がおすすめです。

ゴールデンパスライン、グレッシャー・エクスプレス(氷河特急)、ベルニナ・

エクスプレス、ウィリアムテル・エクスプレスなど、世界に誇る景観自慢ルート

の数々がスイス各地を結んでいます。の数々がスイス各地を結んでいます。

3日～1カ月の期間から自分の旅のプランにあわせて選べるスイスパスは3日～1カ月の期間から自分の旅のプランにあわせて選べるスイスパスは、国内国内

の主な列車、ポストバス、湖船、市内交通のネットワークを、期間内であればの主な列車、ポストバス、湖船、市内交通のネットワークを、期間内であれば

何回でもご利用いただけます。

26歳未満の方や2人以上で同一行動をするグループには特別割引のパスもあ

ります。さらに、16歳以下のお子様の乗車が無料になるパスをプレゼント！ります。さらに、16歳以下のお子様の乗車が無料になるパスをプレゼント！

スイストラベルシステムのパンフレットには、あなたの理想の旅づくりに必要スイストラベルシステムのパンフレットには、あなたの理想の旅づくりに必要

な情報がつまっています。な情報がつまっています。

詳しい情報、チケットの予約・購入、パンフレットのご請求は、お近くの旅行

代理店へお問い合わせください。
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陽光がまぶしく降り注ぎ、アルプスが活気づく季節です。3000m級の

山上にも可憐な高山植物が咲き誇ります。草も十分成長した頃、山の牧

草地で放牧がスタート。緑の草をのどかに食む牛や羊、ヤギなど横目に

見ながらのアルプスの雰囲気満点のハイキングが楽しめます。また、山

の峠越えや山上湖をめぐるハイキング、氷河横断トレッキングも夏のお

楽しみ。暑い日には、美しい湖畔や河川沿いのコースもおすすめです。

夏のハイキング（６～９月）

果樹園の林檎や桜、桃など可愛い花々や野の花が咲き始めると、街や湖

畔の散策が楽しい春の到来です。やがてアルプスの里にも春が訪れ、山

の牧草地にタンポポやキンポウゲなど黄色の野花が一面に咲き出せばメ

ルヘンの世界。続いてクロッカス、リンドウ、アネモネなど早咲きの高

山植物も顔を出してきます。フレッシュな新緑の木々や草、雪解けの水

があふれる小川や滝など、春のハイキングは生命の息吹に満ちています。

春のハイキング（４～６月）

世界に誇るスノーパラダイスとして知られるスイスでは、スキーと並ん

でウィンターハイキングが盛んです。各地で歩きやすく圧雪された専用

コースが整備されています。最近ではスキーよりもハイキングやソリな

どを楽しむ人の数の方が多いほど。子供から大人まで、銀世界の散策を

楽しんでいます。一年で最も美しく雪化粧した名峰を眺めながらのハイ

キングは、冴え冴えとした美しさが印象的です。

冬のハイキング（１２～３月）

空が澄み渡り、風が涼しくなる秋はハイキングに絶好のシーズン。山も

街も黄色や赤色に染まっていく美しい季節です。とくに山では、あざや

かに色づく木々と初雪をかぶったアルプスとの贅沢なコンビネーション

が見られるかも。また湖畔の丘や谷に広がるブドウ畑は、光を受けてオ

レンジや黄金色に輝いています。収穫を祝う村祭りや、ワインや栗、ジ

ビエやキノコなど旬の味覚に出会えるのも、秋の楽しみのひとつです。

秋のハイキング（９～１１月）

Swiss Hiking

四季のハイキング
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■ハイキング標識

スイスのハイキングコースには、目的地の方向や所要時間、標高などが

表示された黄色の標識が、全国に共通で設置されています。標識の設置

できないところは、岩や木の幹にペンキでぬられており、コースを常に

確認できるようになっているので安心。ケーブル駅のまわりなどコース

の多いところは、はじめに道を取り違えると元に戻るのが大変なので、

スタート地点での注意が必要ですが、分岐点などのポイントには必ず方

向を示す標識があるので、目的地の地名を確認して進みましょう。同じ

目的地でも、所要時間や難易度の異なる多彩なルート選択が可能なので、

自分のレベルや時間にあわせてコースを組み立てることができます。

黄色の標識（一般的なコース）

矢印の先端に赤い線が入ったもの（ややハードな中・上級向けコース）

※青い線が入ったものは登山道です。

※赤色の標識はサイクリング用のものなのでご注意を。

■ハイキング地図

標識があるので地図がなくても歩けるわけだが、地図をもって確認しな

がら歩くのもハイキングの楽しみのひとつ。地名や地形を確認しながら

進めば、自分の歩いている場所を良く理解できるでしょう。地域ごとに

充実のハイキング地図がつくられており、いずれも地元の観光局や書店、

駅のキヨスクなどで購入することができます。

スイス一の地図メーカー『Kümmerly & Frey 』発行の地図

ハイキングコースが赤線で記入されていて

使いやすい。 標識の色とあわせており、黄

色の表紙がハイキング用マップ。赤は標識

同様サイクリング用なので注意しよう

スイス国土地理院発行の地図

主に登山家用の詳細なものだが、ハイキン

グコースに赤い線が記入されているものも

あるので、確認して購入するとよい

現地観光局や鉄道会社発行の地図

その土地のハイキングコースが紹介されて

おり、安価で販売または無料配付している。

情報の正確さや精度はまちまちだが、専門

的でない分だけ分かりやすいものが多い

■ハイキングの服装

１日の中でも温度差が激しく、天候によっても温度がかなり変化するス

イスでは１年を通して、温度調節ができるような服装の準備が肝要です。

晴天で無風の日なら半袖Tシャツでちょうど良い時期でも、曇りや風が

あると長袖の薄手または中厚のフリースが必要になることも。常に薄手

のフリース2枚か中厚のフリース1枚を持ち歩き、Tシャツをベースに、

状況に応じて重ね着して、こまめに調節するように心がけましょう。ま

た変わりやすい山の天候を考慮して、風除けと雨具を兼ねてゴアテック

ス製のウェア上・下（ウィンドブレーカーのようなもの）や、フリースま

たはセーターをバックパックに入れておくことをお薦めします。寒さの

感じ方には、個人差があると思われますが、耳や頭、首、手など部分的

にカバーするだけでも、突然の寒さに対応できます。軽いマフラーや手

袋、帽子は効果的です。

アンダーウェア（ベース）

汗をかいた時に濡れたままだと体温を奪われるので、吸湿性や速乾性に優れ

た素材がおすすめ。

★ 化繊と綿が混紡になった半袖Tシャツまたは長袖Tシャツ

★ クイックドライパンツ（速乾性のハイキング用長ズボン）

ミドルウェア

突然の寒さに対して重ね着するものなので、軽くて保温性の高い素材がおすすめ

★ 中厚または薄手のフリースまたはセーター。寒がりの人は１枚追加。

アウターウェア

寒さ対策でもあるが、雨具を兼ねることもあるので防水性、保温性、通気性

の良い素材がおすすめ。フード付きのほうがより完璧。

★ ゴアテックス製ウェアの上下（その他、防水素材のもの）

Männlichen 1 Std. 30 Min Eigergletscher 50 Min.
Kleine
Scheidegg
       2061m

Faulhorn 2 Std. 30 Min. Schwarzhorn 2 Std. 50 Min.
First
       2168m

Swiss Hiking
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【コース記号の説明】

所要時間

実際に歩いて計測したおおよその時間ですが、歩く早さに関しては個

人差があるので、あくまで目安としてみてください。途中の休憩時間

などは含まれていません。

難易度

体力レベル（基本的に距離の長さやアップダウンの多さなど）

※技術マーク がついている場合は、険しい山道が含まれる山歩き

経験者向きのコースです。

時期

年によっても気候が異なるので一概にいえませんが、そのコースでハ

イキングが楽しめるおすすめ季節

【マップ記号の説明】

空中ケーブル（大型ゴンドラ） バス

空中ケーブル（ロープウェイ） 鉄道

ケーブルカー（フニクラ） 山小屋（ヒュッテ）

チェアリフト レストラン

ホテル・レストラン

コース案内
Hiking Route

本書で紹介しているのは、ほんの一部のコースです。簡単な散歩

程度のコースから中上級コースまで、幅広いコースを抜粋してい

ますが、掲載できなかった地域にも無数の魅力的なコースが点在

しています。またひとつのコースでも、下りではなく上りのコー

スにしてみたり、途中から別ルートに入ってみたり、とさまざま

なバリエーションが考えられます。現地で最新情報を入手して、

季節や天気、体力などをふまえて、それぞれのハイキングをお楽

しみください。

8

●おすすめ靴選び

お散歩感覚のコースを歩くだけなら、スニーカーやウォーキングシューズ程

度でも大丈夫ですが、基本的にはトレッキングシューズをご用意ください。

靴は裏底が厚く滑らない素材でグリップのよいものを★。足首を安定させ雪

や砂利などの進入も防ぐため、足首まであるハイカットのものがベストです。

雨が降った時やぬかるんだ道があることも考えられるので、防水加工がされ

たもの、または水がしみ込んでこない素材のものがおすすめ。購入前には、

十分に履いて歩き、登り下りなども試して、自分の足にフィットするものを

選ぶようにしましょう。カラーやデザインだけで選ばないように注意。

★ イタリアのビブラム社が開発して各メーカーに採用された通称ビブラムソ

ール（底）とよばれるようなもののタイプが代表的

■携行品
スイスではストックをもって歩く人をよく見かけます。ストック（杖）があ

ると安定感がまして楽に歩けることと、バランスをとってリズム良く歩ける

ので、足や膝の負担を軽減できるからといわれています。必須ではありません

が、持っていると意外に役立つ便利なものは他にもいろいろあります。例えば、

日本に比べて非常に乾燥しているスイスでは、保湿クリームやリップクリー

ムもおすすめ。また夏の暑い陽射し対策はもちろん、冬でも雪の照り返しが

強いので、日焼け止めクリームやサングラスは必需品。気にいったものなど

がある場合、日本から持っていくのも良いですが、水やお菓子、ストックな

ど、現地調達できるものは、現地で探して購入してみてはいかがでしょう。

■ ヴァレー／ヴァリス地方：P11～42
■ ベルナーオーバーラント地方：P43～64
■ グラウビュンデン地方：P65～88
■ 中央スイス地方：P89～102
■ レマン湖地方：P103～111

＜チェックリスト＞　　
□ 手袋、マフラー
□ 帽子 ※風で飛ばされないよう、ストッパーつきは便利

□ サングラス

□ 日焼け止めクリーム

□ リップクリーム

□ 飲料水 ※現地で中サイズのペットボトルを購入すると良い

□ チョコレート、一口羊羹、ナッツ類、飴など
※カロリーが高く、食べやすいもの。小袋入りのものが便利

□ バックパック
※肩への負担を軽減するため肩紐は幅が広くクッションが入ったものがおすす

め。ウェストにもベルトがついたものなら安定はさらに良い

□ ストック
※現地のスポーツショップでも購入できる。レンタルできる所もあり

□ 救急用品 ※絆創膏や消毒薬など

□ 小さなポーチ ※小物整理に便利

[データ出典]

●標高：高低差の激しいスイスでは、同じ場所でも資料により標高が異なり

ます。本書では基本的に、駅の標高は公式時刻表、山の標高はスイス国土地

理院発行地図の数字を基準にしています。その両方で確認できない場合は、

現地観光局が提供しているデータを採用している箇所も一部あります。

●交通情報：起点となる町までのアクセス、各コースマップ下の所要時間、

運行状況などの情報は、スイス公式時刻表に基づいています。情報は変更に

なることもあるので、あらかじめご了承ください。また山岳交通は、強風や

大雨、雪などの天候状況により突然運休になる場合もあります。

●地名表記：4つの国語をもち、方言も多いスイスの地名は複雑です。日本語

では存在しない発音や、現地でも方言によって異なる呼び方が存在します。

本文中では便宜上、その地域で主に話されている言語に基づき、音が一番近

いと思われるカタカナで表記しています。
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ベッ ト マーア ル プ プ プ プ プ   プ   プ プ   プ 
BettmeralpBettmeralp

リ ー リ ー リ ダ ー アル アル プ プ 
Riederalp

フィー シ シ シ ュ   
FieschFieschFiesch

サー サー サー ス ス ス フ ェ ー   
Saas FeeSaas FeeSaas Fee

ツェ ツェ ツェ ル ル ル マ ッ ト 
ZermattZermattZermatt

シエ シエ ー ー ル ル 
SierreSierre

ロイ カ ー バ ー ト ト ト ト 
LeukerbadLeukerbadLeukerbadLeukerbad

マル マル マル テ ィ ニ ィ ニ ィ 
MartignyMartignyMartigny ヴェ ル ビ エ   

Verbier

シオ ン 
Sion

モンタナ モンタナ モンタナ モンタナ 
Crans MontanaCrans MontanaCrans MontanaCrans MontanaCrans Montana

ア ア ニ ヴ ィ エ ィ エ ィ の谷 
AnniviersVaVal d'

アレッチ地方 アレッチ地方 アレッチ地方 アレッチ地方  

ツェルマット周辺：P12～20
■ブラウヘルト／スネガ／ゴルナーグラート

■シュヴァルツゼー

サースフェー周辺：P22～30
■レングフルー ■ハンニック

■プラッティエン ■クロイツボーデン

アニヴィエの谷：P31～33
■サンリュック

アレッチ地方：P34～39
■リーダーアルプ

■ベットマーアルプ／フィーシャーアルプ

テーマ ビスを歩く：P40～42
■フォルクラ峠（マルティニ） ■クラン・モンタナ

ヴァレー／ヴァリス地方
Valais / Wallis Regionlais / Wallis Regionlais / W

マッターホルンなど数々の名峰を抱きアルプスの心臓部ともいわ

れるヴァレー地方は、山や自然を愛する人々を惹き付けてやみま

せん。険しい岩肌と高くそびえるアルプスの山と氷河、素朴な伝

統の息づく谷、モザイクのようなブドウ畑など、奥深いヴァレー

の自然と文化を体験するなら、ハイキングがおすすめです。

www.myswiss.jp/area/09/Info
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A : ブラウヘルト／スネガ／ゴルナーグラート周辺　P14～18

① ブラウヘルト→スネガ（3つの湖めぐり）

② スネガ→トゥフテルン→ツェルマット

③ スネガ→フィンデルン→ツェルマット

④ ゴルナーグラート→リッフェルベルク

⑤ リッフェルアルプ→スネガ

B：シュヴァルツゼー周辺 P19～20

① シュヴァルツゼー→ツムット →ツェルマット

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

名峰マッターホルンを抱くツェルマットはアルプス観光の王道。ガソリ

ン車乗り入れ禁止のリゾートなので、静かな環境と清らかな空気が保た

れています。街の中の交通は電気自動車または馬車でカバーされており、

ケーブルや登山鉄道が結ぶ、ゴルナーグラートやロートホルン、スネガ、

クライン・マッターホルンなど絶景が広がる展望台からは1年を通じて、

雄大なアルプスの山々や氷河を存分に満喫できるでしょう。四季折々に

楽しめるハイキングが一番の人気です。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/zermatt/www.myswiss.jp/area/09/zermatt/www.myswiss.jp/area/09/zermatt

■ 主要都市からのアクセス

1：チューリヒから電車で約4時間40分（ブリーク経由）

2：ジュネーヴから電車で約3時間30分（フィスプ経由）

A

B

ツェルマット Zermatt
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続くので、足元に十分注意しなが

ら、慎重に歩いていきましょう。谷

が見えて来たら、グリンジーゼー

は、もうすぐ。雄大なマッターホル

ンをバックに、レルヒ（カラマツ）に

囲まれた美しい湖は、絶好の撮影

ポイントです。次は3つ目の湖ライ

ゼーに向かって、狭い上り道、続い

てほぼ平らな道を40分ほど歩いて

いきます。ケーブルカーが右手に見

えたら、まもなく到着。夏には、ピ

クニックや湖水浴などを楽しむ人で

賑わっています。その先の緩やかな

坂道を5分ほど上れば、スネガ駅で

す。スネガからは、ケーブルカーで

ツェルマットに戻ることもできます

が、更にハイキングを続けてもよい

でしょう。

バリエーション1

少し大回りルートになりますが、グリンジーゼーの後、グリュンゼーをま

わり、モージーゼー、ライゼーと5つの湖を巡るコース（約4時間）も可能。

バリエーション2

または、グリンジーゼーからグリュンゼー方面に進み、そのままリッフェ

ルアルプに抜けるハイキングコースもおすすめです。（⑤参照）

スネガ Sunnegga 

標高2288mのスネガ展望台へは、地下

を走るケーブルカー「スネガエクスプレ

ス」でツェルマットからわずか3分。マッ

ターホルンから連なる山々のパノラマを

気軽に楽しめる眺望ポイントのひとつ。

ここにはアルプスに生息するマーモット

が観察できる場所もある。スネガ駅横の

レストランは、座席数も多く、晴れた日

にはテラスから雄大なマッターホルンを眺めることができる。

2時間 初級 初夏～秋

スネガからトゥフテルンの集落を通ってツェルマットに戻るコース。ま

ずはスネガ展望台でマッターホルンの眺望を楽しんだ後、ハイキング標

14

2時間～2時間半　 初級～中級　 夏～秋

ツェルマットからスネガを経由して

ブラウヘルトまで上ります。駅を出

たら、ハイキング標識に従って、右

のステリーゼー方面へ。目の前に

は、マッターホルンやモンテローザ

などスイスを代表する名峰群が広

がっています。前方にフィンデルン

氷河を見ながら、約45分。平坦な道

を進んでいくとステリーゼーに到着。

天気の良い日には、湖にマッターホ

ルンが映る湖のひとつです。ここで

のんびりした後は、来た道を10分ほ

ど戻り、次なる湖グリンジーゼーを

目指します。途中、稀少なエーデル

ワイスの群生に出会えるかもしれま

せん。しばらく、岩場の細い坂道が

2

3

4

5

1

3

2

1

ツェルマット ツェルマット 
1631m1631m

スネガ
2293m

ブラウヘルト
2577m

ロートホルンロートホルン
3100m3100m

シュトックホルン
3413m

ゴルナーグラート ゴルナーグラート ゴルナーグラート ゴルナーグラート 
3089m

ゴルナー氷河ゴルナー氷河
ローテンボーデン ローテンボーデン ローテンボーデン ローテンボーデン 

2819m2819m2819m2819m

モンテローザ
4634m4634m

リスカム 
4527m

ブライトホルン 
4164m

フィンデルン氷河 フィンデルン氷河 ホーテーリ ホーテーリ 
リッフェルホルン ルホルン 

リッフェルべルク 
2582m

フィンデルンバッハ 

フィンデルン フィンデルン 

リッフェルゼー リッフェルゼー リッフェルゼー リッフェルゼー 

ステリーゼー 

グリンジーゼー グリンジーゼー グリンジーゼー 

グリュンゼー グリュンゼー グリュンゼー 

モージーゼー モージーゼー モージーゼー モージーゼー 
グリンジーゼー 

モージーゼー 
グリンジーゼー 

ライゼー ライゼー 

トゥフテルン 

リッフェル 
アルプ 
2210m2210m

マッターホルン
4478m

ブラウヘルト／スネガ／ゴルナーグラート

■ツェルマット＝スネガ（3分）

12月中旬～4月下旬、5月末～10月中旬

■スネガ＝ブラウヘルト（7分）

12月下旬～4月下旬、6月上旬～9月末

www.bergbahnen.zermatt.ch

■ツェルマット＝ゴルナーグラート（42分）

通年　 www.ggb.chInfo運行期間 

Info

運行期間 

運行期間 

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

① ブラウヘルト→スネガ

3つの湖巡りコース

ツェルマット A

② スネガ→トゥフテルン→ツェルマット
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約1時間30分～2時間　 初級　 夏

ゴルナーグラート展望台で眺望を存

分に楽しんだ後、ハイキング開始。

冬にはスキー場にもなる広い斜面を

下っていきます。しばらくして、線

路の左側を歩く道へ。ゴルナー氷

河と4000m級の山並が楽しめます。

約20～40分くらい下っていき、ロー

テンボーデン駅の近くにさしかかれ

ば、目指すリッフェルゼーはもう

すぐ。逆さマッターホルンの美し

さで有名な山上湖リッフェルゼーの

周辺では誰もが足をとめ、しばし

その空間を味わっています。その

後は下り道を道沿いに進み、リッ

フェルベルクへ。眼下にホテルや

駅が見えてきたら到着。この後、

リッフェルアルプまで鉄道に乗って

いくこともできますが、ハイキン

グを続けることもできます。

バリエーション3

日本人に人気が高いのは、ゴルナー

グラートのひとつ下、ローテンボー

デン駅で下車し、コースのハイラ

イトであるリッフェルゼーをまわっ

てリッフェルベルクまでのミニハイ

キング。約40分ほどなので、時間

のない方や歩き慣れていない方には

おすすめ。

ゴルナーグラート・モンテローザ鉄道 GGB

マッターホルン観光の王道、ゴルナーグ

ラート展望台へと結ぶ登山鉄道。ツェル

マットを出発した列車は急勾配をのぼり、

リッフェルアルプを過ぎた頃、森林限界

へ。だんだん迫ってくるようなマッター

ホルンの眺望が楽しめる絶景路線。沿線

はハイキングコースの宝庫なのでハイカー

にも人気。
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識に従ってスタート。比較的、平

坦で歩きやすい道が続きます。マッ

ターホルンやヴァイスホルンなど見

ることができるポイントで、途中

には、ところどころベンチが設置

してあり、ゆっくりと眺望が楽し

めるようになっています。トゥフ

テルンは石葺き屋根の家々が並ぶ、

かわいらしい雰囲気。集落を抜け

ると、今度は林道を通ります。夏

は涼しい木陰が爽やかで、秋には

黄色やオレンジに色づくレルヒが美

しい道です。木立を抜けると、再

びマッターホルンが見えてきます。

そのままツェルマットまで約50分。

2時間　 初級　 初夏～秋

スネガの展望台から、ライゼーを

まわり、ポストカードやカレン

ダーなどにも良く使われる角度の

良いマッターホルンの眺望と美し

い集落とのバランスがまさに絵画

的なフィンデルンを通ってツェル

マットに戻るコース。スネガから

すぐ見える山上湖ライゼーにまず

は向かいます。続いて、マッター

ホルンをバックに山小屋が建ち並

ぶエッゲンの集落へ。さらに坂道

を下っていくと、ネズミ返しのあ

るヴァレー伝統の建築が特徴的な

フィンデルンがみえてきます。中

心にある白いチャペルとマッター

ホルンは絶好の撮影ポイント。し

ばらく下り坂を歩いていき、カラ

マツの林を抜けるとやがてフィン

デルンバッハの川にかかる鉄橋を

渡る登山鉄道が見えてきます。そ

の後、線路を渡ってヴィンケル

マッテン方面へ。かわいいチャペ

ルのある集落を抜けるとまもなく

ツェルマットへ到着です。

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

③ スネガ→フィンデルン→ツェルマット

④ ゴルナーグラート→リッフェルベルク
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ゴルナーグラート Gornergrat 

モンテローザからマッターホルンま

で、4000m級の雄大な山並とゴル

ナー氷河という雄大なパノラマが楽

しめるビューポイント。山頂には

ホテルレストランがあり、屋外テ

ラスはいつも多くの観光客でにぎ

わっている。ゴルナー氷河とマッ

ターホルンの息を飲むような絶景を眺めながらの食事は感動の思い出。シ

ンプルでかわいいホテルに宿泊することも可能。最近は、早朝運行の列

車とホテルでの朝食をセットにしたご来光パックも企画されている。

約2時間　 初級　 夏～秋

鉄道線路を渡り、秋には黄葉が美

しいカラマツや深い緑色のマツ林を

抜け、ほぼ平坦で歩きやすい道を

進み、美しい山上湖グリュンゼー

へ。緑（Grün）の湖（See）という

名前の通り、美しいエメラルドグ

リーンが印象的な湖です。近くに

ホテル・レストランもあるので休憩

することもできます。その後は、

フィンデルン氷河から流れる小川を

こえて、氷河が後退して跡に残さ

れた荒涼としたモレーンを過ぎると

木々に囲まれたグリンジーゼーに到

着。ここからは ① のルートに合流し

て、スネガまたはブラウヘルトに歩いていくことができます。

リッフェルアルプ Riffelalp

リッフェルアルプ駅から上は森林限界となるので、美しい森の木々と

マッターホルンを一緒に楽しむならここでストップ。100年以上の歴史

を誇る5ツ星ホテル「リッフェルアルプリゾート」へは、駅からレトロな

トラムでどうぞ。マッターホルンの素晴らしい眺望を楽しめるロケー

ションで、クオリティの高いレストランや外のカフェだけの利用客も多

い。ヴァレー伝統の建築スタイルを

取り入れた建物と、ジャグジーなど

快適な設備を完備した部屋、バルコ

ニーからのマッターホルンビューが

そろったホテルは、一度は宿泊して

みたい憧れの宿。

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

⑤ リッフェルアルプ→スネガ（またはブラウヘルト）

約3時間　 初級～中級　 夏～秋

2002年末に登場した8人乗りの高

速ケーブル「マッターホルン・エ

クスプレス」に乗って約12分で

マッターホルンの麓、シュヴァル

ツゼーへ。駅からは、マッターホ

ルンの迫力ある雄姿を望むことがで

きます。少し横道を下っていくと

美しい山上湖が見えてきます。小

さなチャペルがある静かな湖でしば

しのんびりしたらシュタッフェルア

ルプへ下る道へ進みましょう。し

ばらく歩いていくと、隠れていた

マッターホルンの北壁が間近に見え

てきます。夏には高山植物も咲く

広々とした草原の間の道をしばら

く下っていくと、林道の入口へ。そ

の手前は、正面にツムット氷河、右にダン・ブランシュを望むポイント

です。牛の放牧小屋が点在するシュタッフェルのレストランでは地元産

のチーズや素朴な郷土料理が食べられるかも。さらに谷を下っていくと

左手にツムットのダムが見えてきます。すぐ先に標識があるので、チェッ

クしてツムット方面へ。ダムの真下の橋を渡り、ツムットの集落に出た

1

2

1

テテオオドド
ゥゥ
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ルル

氷氷
ル

氷
ルル

氷
ル

河河
氷

河
氷

ゴゴ
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ゴ
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ゴ

ナナルナル
ーー氷氷河河

ツツムムッットト氷氷
河河

氷
河

氷氷
河

氷

ツェルマット ツェルマット 
1631m1631m

フーリ
1861m

シュヴァルツゼーシュヴァルツゼー
   2581   2581m

トロッケトロッケナーシュテック ナーシュテック ナーシュテック 
2927m

フルックザッテル フルックザッテル フルックザッテル 
3365m3365m3365m

クラインクライン・マッターホルン
3818m3818m

フルク 

ツムット ツムット ツムット ブラッテン ブラッテン 
ツムゼー ツムゼー 

シュタッフェル シュタッフェル 

ヘルンリヒュッテ ヘルンリヒュッテ 

ブライトホルン
4164m

マッターホルン
4478m

■ ツェルマット＝フーリ＝シュヴァルツゼー（12分）

通年（11月の点検日除く）

www.zermattbergbahnen.chInfo

運行期間 

① シュヴァルツゼー→ツムット→ツェルマット

マッターホルントレイル Matterhorn Trail

ツェルマット B シュヴァルツゼー
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ら、あとは、氷河から流れる美しい小川ツムットバッハに沿って、ツェ

ルマットまで道なりに下っていきます。

バリエーション1

ツムットの分岐点からツェルマットではなくフーリまで行き、ケーブル

で下ることもできます。また、ツムットから先の道を右に折れて、素朴な

家々が建ち並ぶツムゼーやブラッテンの集落をまわって下るコースもお

すすめ。体力に自信がない方なら、フーリからツェルマットまで下りる区

間のみのコースにすれば約1時間～1時間30分の簡単ハイキングです。

バリエーション2

シュヴァルツゼーからは、マッター

ホルン登山の拠点として有名なヘ

ルンリヒュッテ（マッターホルン

小屋）へ上る道もあります。登山

家のほかにも、マッターホルンに

最も近い山小屋までのハイキングを

楽しむ人も多く見かけます。約4時

間ほどの道中には、かなり急な上りや、岩にとりつけられた鉄の階段、

残雪が残っている道などもあるので、必ず天候の良い日にチャレンジし

ましょう。山歩きの経験がある中上級者向きコースです。

シュヴァルツゼー Schwarzsee 

黒い（Schwarz）湖（See）という名

前の通り深い色をたたえた静かな

湖。湖畔にひっそりとたたずむ白い

チャペルが印象的。マッターホルン

は周りを取り囲む岩山に隠れてしま

うが、湖からは、オーバーガーベル

ホルンやブライトホルンなど4,000m

級の壮大な山々を見渡すことができる。

クライン・マッターホルン Klein Matterhorn 

フーリからトロッケナーシュテック経由でケーブルを乗り継ぎクライン・

マッターホルンへ。ヨーロッパで一番高い展望台（3883m）から望む雄

大なパノラマは必見。またアルプス

最高地点にあるアイスグロット（氷にあるアイスグロット（氷にあるアイスグロット（

の洞窟）では氷と雪の世界を体感

できる。マッターホルンの真下の氷

河の上に広がる万年雪のゲレンデ

は、夏でもスキーやスノーボードが

楽しめる人気スポット。
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ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

A :レングフルー周辺　P24～25

① レングフルー→ シュピルボーデン

② シュピルボーデン→ サースフェー

B: ハンニック周辺　P26

① ハンニック→ サースフェー

C：プラッティエン周辺　P27～28

① プラッティエン→ サースフェー

② プラッティエン→ ブリタニアヒュッテ

D：クロイツボーデン周辺　P29～30

① クロイツボーデン→ サースグルント

A

B

アラリンホルン、アルプフーベル、ドームなどの4,000m級の山々が連

なるミシャベル山群の麓で、いくつもの氷河に囲まれたサースフェーは、

“アルプスの真珠”と呼ばれている美しい氷河村です。伝統の山小屋や

風習が今も息づく素朴な山里の情景と、氷河や名峰が織り成す雄大なス

イスアルプスの絶景が楽しめます。四季折々に異なる多彩なハイキング

コースがそろっています。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/saasfee/www.myswiss.jp/area/09/saasfee/www.myswiss.jp/area/09/saasfee

■ 主要都市からのアクセス

ブリークからポストバスで約1時間

1：ジュネーヴからフィスプまで電車で約2時間30分

2：チューリヒからブリークまで電車で約3時間

D

C

サースフェー Saas-Fee
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デンの駅はもうすぐ。夏には西洋

アザミなどが一面に咲いているで

しょう。

2時間～2時間30分　 中級　 夏～秋

レストランに向かって右側の道か

らスタート。サースフェー村を眼

下に見ながら下っていくと、ケー

ブル路線の下にあたる小さな谷間

にたくさんのマーモットの巣穴が

つくられている場所へと到着しま

す。通常は警戒心が強い動物です

が、ここでは餌づけされているの

で、人なつっこいのが特徴。この

コースにはこの場所のほかにも3か

所ほどかわいいマーモットと出会

えるポイントがあります。雄大な

フェー氷河の眺望はもちろん、夏

には多彩な高山植物の花々との出

会いも楽しみながら、さらに下っ

ていきましょう。所々急な斜面も

あるので足下に注意。コースの中

間地点にさしかかる頃、美しい林

道を抜けるとレストラン・グレッ

チャーグロッテが見えてきます。

ちょうど一息ついて休憩するのに

最適。レストランを後にしたら、

木立の間を抜けて再び広い道に合

流。川のせせらぎを聞きながら木

の橋を渡り広い斜面を下ったとこ

ろには一面にクローバー畑。正面

にケーブル乗り場や村の建物が見

えはじめたら、20分ほどで終点の

サースフェーに到着です。

★マーモットの餌はシュピルボーデンレストランで購入することができます
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1時間～1時間20分　 中級　 夏～秋

フェー氷河やスイス国内の山として

一番の高さを誇るドームを中心と

するミシャベル山群を一番身近に

感じられるコース。ケーブル駅す

ぐ横の柵のところに、エーデルワ

イスが咲いていることもあります。

展望台レストランから案内標識に

従いサースフェー方面へ下っていき

ましょう。左側に迫力あるミシャ

ベル山群やフェー氷河を間近に眺

めながら、広い斜面を歩いていき

ます。しばらく行くと、幅が狭い

道や比較的急な道、短い鎖場を通

過する箇所もあるので、足下に気

をつけながら慎重に進みましょう。

その後は、岩の間を歩くほぼ平坦

な道。途中、シュタインボック（ア

ルプスヤギ）に出会えるかも知れ

ません。アイスフォール（氷の滝）

が激しく割れている迫力のフェー氷

河を右側に見ながら、しばらく下

ると、眼下に見えるシュピルボー

1

2

サースフェー サースフェー 
1798m1798m

レングフルーレングフルー
2872m2872m

シュピルボーデンシュピルボーデン
2461m2461m

ミッテルアラリン ミッテルアラリン 
 3462m

フェルスキン フェルスキン 
 2997m 2997m 2997m 2997m

モレニア 

ブリタニア ブリタニア ブリタニア ブリタニア ブリタニア 
ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ 

レストラン 
グレッチャーグロッテ 

アラリンホルン
4027mシュトラールホルン

4190m

リンプフィッシュホルン
4199m

アルプフーベル アルプフーベル 
4206m

テーシュホルン
4491m

ドーム
4545m

フェー氷河 

■サースフェー＝シュピルボーデン＝レングフルー（約20分）

12月上旬～5月上旬,  6月下旬～10月中旬

www.saas-fee.ch/bergbahnenInfo

運行期間 

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

① レングフルー→シュピルボーデン

② シュピルボーデン→サースフェー

サースフェー A レングフルー
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2時間　 初級　 夏～秋

サースフェー自慢の山々を、他と

は異なる角度から楽しめるハイキ

ングコースです。サースフェーか

らケーブルで上り、プラッティエ

ン駅の横からハイキングスタート。

広い緩やかな斜面を標識に従って

のんびりと下っていきましょう。

20分ほど歩くと、サース谷で一番

古い山岳レストランだった小屋（現小屋（現小屋（

在は閉業）が見えてきます。その

旧レストランの横を抜け、ジグザ

グ道を少しずつ下りながらサース

フェーへ。まわりにはレルヒの

木々が多く、黄色やオレンジに色

づく秋のハイキングもおすすめ。

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

1

2

サースフェー サースフェー 
1798m1798m

ミッテルアラリンミッテルアラリン
3462m

フェルスキンフェルスキン
29972997mm

プラッティエンプラッティエン
2573m2573m

ブリタニアヒュッテ ブリタニアヒュッテ 

アラリン氷河 アラリン氷河 
ホーラウプ氷河 ホーラウプ氷河 

シュヴァルツベルク氷河 シュヴァルツベルク氷河 シュヴァルツベルク氷河 

フェー氷河 

アラリンホルン
4027m

シュトラールホルンシュトラールホルン
4190m

モンテローザ
4634m

■サースフェー＝プラッティエン（12分）

12月中旬～4月下旬、7月上旬～9月下旬

www.saas-fee.ch/bergbahnenInfo

運行期間 

① プラッティエン→サースフェー

サースフェー C プラッティエン
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1時間30分　 初級　 夏～秋

サースフェーからケーブルでハンニッ

クまで上り、駅のすぐ正面にある標

識を見て左側、レストラン・アルペ

ンブリック方面へ進みましょう。駅

に隣接するレストランの横を歩いて

いくと、すぐに分岐点があるので左

に下りる道へ。広く緩やかな道ぞい

に、切り株に彫り込まれた伝統的な

木の仮面をいくつも見ることができ

ます。山小屋の横を通り、やがて林

道へ入ってしばらく歩くとレストラ

ンに到着。標識でホーネッグ方面を

チェックして進むと、林道を抜けた

あたりでレストラン・ホーネッグが

見えてきます。その後は、広く平坦

な下り道を、折り返しながらサース

フェーへ。

バリエーション

アルペンブリックからは、サース

フェーを愛したドイツ人作家カール・

ツックマイヤーが毎日歩いたハイキ

ングコースがあります。緑の標識に

従ってサースフェーまで彼の歩いた

道をたどってみるのも良いでしょう。

サースフェー サースフェー 
1798m1798m

ハンニック
2340m

アルペンブリック ホーネッグ 
1

■サースフェー＝ハンニック（10分）

12月下旬～4月下旬,  5月下旬～10月中旬

www.saas-fee.ch/bergbahnenInfo

運行期間 

① ハンニック→サースフェー

サースフェー B ハンニック
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4時間～4時間30分　 中級　 夏～秋

サースフェーの下に位置するグル

ントの村から、ケーブルでクロイ

ツボーデンへ。レストランの横に

ある人造湖が、奥にみえるミシャ

ベル連峰と一緒になって美しい風

景を描き出しています。クロイツ

ボーデン駅のやや上の所から「花

の遊歩道（アルペンブルーメン・

プロムナード）」がスタート。時期

によって咲いている場所、花の種

類が異なりますが、エーデルワイ

ス、ゲンティアン、アルペンロー

ゼなど、花の写真付きの説明板が、

200枚ほど設置されています。こ

のコースは通常の高山植物園での

観察と違い、岩の間の登山道のよ

うなルートなので、高山植物とワ

イルドな山や氷河の魅力を両方味

わえるハイキングです。途中、頭

上を見上げれば迫力のトリフト氷

河、西側にはミシャベル山群など

壮大なパノラマが広がっています。

28

レストラン プラッティエン Restaurant Plattjen
比較的新しく清潔なレストラン。テ

ラス、室内ともに十分な座席数が

あり、スイス国内最高峰ドーム山

を中心とするミシャベル山群をのぞ

むビューポイント。

2時間30分　 中級　 夏

プラッティエンに上ってから、サー

スフェーとは反対側の標識に沿っ

て、登山家に有名な山小屋ブリタ

ニアヒュッテやフェルスキン方面へ

向かって歩いてみるのも良いでしょ

う。1時間～1時間半くらい歩いた

あたりには、現在では稀少なエーデ

ルワイスの群生が見られることがあ

ります。途中、岩場の細い道やアッ

プダウンの厳しい道もあるので、足

元に十分気をつけながら慎重に歩き

ましょう。

ブリタニアヒュッテ Britanniahütte

1912年に建てられたブリタニア

ヒュッテ（3030m）は、名峰に囲ま

れ、多くの登山家たちが集まるサー

スフェーを代表する山小屋。アラ

リンホルンやシュトラールホルン

などへの登頂や、氷河越えのオー

トルート（山越えの道）の拠点でも

ある。

バリエーション

フェルスキン駅からなら、同じく

らいの標高を進むので天気が良け

れば、初級者でも歩いていけるで

しょう。ただし雪の上を歩くので

しっかりした装備は必要。およそ

45分のトレッキングです。

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region

② プラッティエン→ブリタニアヒュッテ　 1

サースグルント サースグルント 
1562m1562m

クロイツボーデンクロイツボーデンクロイツボーデン
2405m

ホーサースホーサース
3105m

ラッギンホルン
4010m

トリフトホルントリフトホルン
3395m

ヴァイスミース 
4027m

トリフト氷河 

メリッガ氷河 メリッガ氷河 

■サースグルント＝クロイツボーデン（12分）

12月下旬～4月下旬、6月中旬～10月中旬

www.hohsaas.infoInfo

運行期間 

① クロイツボーデン→サースグルント

アルペンブルーメン・プロムナード Alpenblumen Promenade

サースフェー D クロイツボーデン
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道にそって下っていき、観察道が

終わると、麓のサースグルントま

で、さらにジグザグ道をひたすら下

りていきます。

バリエーション

サースグルントへの分岐点でそのま

ま下りていく道があるのですが、美

しいチャペルのあるトリフトをま

わっていくコースもおすすめ。の

どかな放牧地の雰囲気満点のトリ

フトアルプには、レストランもあ

るので疲れたら一休みするのも良い

でしょう。その先、道はケーブル

の路線の下をくぐり、比較的歩き

やすいジグザグ道をゆっくりとサー

スグルントまで下っていきます。

ホーサース Hohsaas

クロイツボーデンからケーブルで

12分。ホーサースの展望台まで上

れば、眼前にヴァイスミースとト

リフト氷河、ミシャベル山群、モン

テローザまで4,000m級の山々が連

なる壮大なパノラマを堪能できる。

宿泊施設にもなっている山岳レス

トランの目の前は迫りくる山と氷河の世界。

クロイツボーデン Kreuzboden

サース・グルントからケーブルで12分。クロイツボーデンはミシャベル

山群の絶景が楽しめる人気スポット。目の前にある人造湖は、奥に広が

る山並や氷河の眺望を湖面に映し、絵画のような美しさをみせてくれる。

駅前にあるレストランは夏期には定食とアラカルトメニューが楽しめる。

天気の良い時はパノラマテラスがおすすめ。

31

ローヌ谷からヴァレーアルプスに向かってのびる谷のひとつで、

シエールからポストバスで結んでいます。数百年も続く共同体の

制度など伝統の習俗が残るグリメンツGrimentz、サンリュック

St-Luc、シャンドランChandolin、ツィナールZinal、ヴェルコ

ランVercorinなど、隠れ里の情緒にあふれる谷に点在する村々か

らは、豊かなアルプスの自然と素朴な雰囲気を満喫する多彩なハ

イキングが楽しめます。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/anniviers/

■ 主要都市からのアクセス：サンリュック

シエールからポストバスでヴィソワ乗り換え約45分

1：ジュネーヴからシエールまで電車で約2時間

2：チューリヒからシエールまで電車で約4時間

シエール
Sierre

ヴェルコラン
Vercorin

ヴィソワ
Vissoie

グリメンツ
GrimentzGrimentz

ツィナールツィナール
Zinar

サンリュック
St-Luc

シャンドランシャンドラン
ChandolinChandolin

アニヴィエの谷 Val d’AnniviersVal d’AnniviersV

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region
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道にそって下っていき、観察道が

終わると、麓のサースグルントま

で、さらにジグザグ道をひたすら下

りていきます。

バリエーション

サースグルントへの分岐点でそのま

ま下りていく道があるのですが、美

しいチャペルのあるトリフトをま

わっていくコースもおすすめ。の

どかな放牧地の雰囲気満点のトリ

フトアルプには、レストランもあ

るので疲れたら一休みするのも良い

でしょう。その先、道はケーブル

の路線の下をくぐり、比較的歩き

やすいジグザグ道をゆっくりとサー

スグルントまで下っていきます。

ホーサース Hohsaas

クロイツボーデンからケーブルで

12分。ホーサースの展望台まで上

れば、眼前にヴァイスミースとト

リフト氷河、ミシャベル山群、モン

テローザまで4,000m級の山々が連

なる壮大なパノラマを堪能できる。

宿泊施設にもなっている山岳レス

トランの目の前は迫りくる山と氷河の世界。

クロイツボーデン Kreuzboden

サース・グルントからケーブルで12分。クロイツボーデンはミシャベル

山群の絶景が楽しめる人気スポット。目の前にある人造湖は、奥に広が

る山並や氷河の眺望を湖面に映し、絵画のような美しさをみせてくれる。

駅前にあるレストランは夏期には定食とアラカルトメニューが楽しめる。

天気の良い時はパノラマテラスがおすすめ。
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ローヌ谷からヴァレーアルプスに向かってのびる谷のひとつで、

シエールからポストバスで結んでいます。数百年も続く共同体の

制度など伝統の習俗が残るグリメンツGrimentz、サンリュック

St-Luc、シャンドランChandolin、ツィナールZinal、ヴェルコ

ランVercorinなど、隠れ里の情緒にあふれる谷に点在する村々か

らは、豊かなアルプスの自然と素朴な雰囲気を満喫する多彩なハ

イキングが楽しめます。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/anniviers/

■ 主要都市からのアクセス：サンリュック

シエールからポストバスでヴィソワ乗り換え約45分

1：ジュネーヴからシエールまで電車で約2時間

2：チューリヒからシエールまで電車で約4時間

シエール
Sierre

ヴェルコラン
Vercorin

ヴィソワ
Vissoie

グリメンツ
GrimentzGrimentz

ツィナールツィナール
Zinar

サンリュック
St-Luc

シャンドランシャンドラン
ChandolinChandolin

アニヴィエの谷 Val d’AnniviersVal d’AnniviersV

ヴァレー／ヴァリス Valais／Wallis Region
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4時間30分～5時間　 中級

有名な天文台がある山から約6km

に渡って伸びるハイキングコースは

“惑星の道”と呼ばれ、親しまれて

います。サンリュックの村から高速

ケーブルカーでわずか3分。ティニ

ューザ駅からスタート。太陽系の惑

星をかたどったオブジェが、太陽か

らの距離を正確に縮尺し、配置され

ています。広々した平坦な道を歩い

ていくと、すぐ太陽のオブジェに到

着。地面に描かれた大きな円で、中

央にある鎖を持ち上げると日時計に

なるので、試してみてください。水星、金星、地球、火星、木星と横目

に見ながら進み、輪のついた土星を過ぎると道の脇に白いチーズ小屋が

あります。その向こうは天王星。その近くには広々した牧草地があり、

放牧が始まる前の春は一面の花が咲き誇っています。休憩スポットとし

ておすすめ。村へと下りる右の道と、山へ上る左の道への分岐点をまっ

すぐ進むと、小さな沢に差しかかります。3000m級の山々から流れ落

ち、麓の水車小屋へと流れていく小川です。しばらく急な岩場を上って

いくと、頭上の木の間に海王星を発見。伝統を誇る「ホテル・ヴァイス

33
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ホルン」はもうすぐです。ここまで

歩いた人だけがたどり着ける特別な

ホテルです。少しのんびりしたら、

さらに先にある冥王星まで歩いても

良いですが、ここで引き返して戻り

ましょう。さきほどの上りと下り道

の分岐点のところまで戻り、谷沿い

に下りていきます。岩の間に木の根

がはった急な道なので、足元に注意。

約30分弱で水しぶきを上げる滝の

ほとりに出ます。その後は次第に勾

配が緩くなり、舗装道路になったら

サンリュックの村へ到着。

バリエーション

体力にあまり自身のない人は、途中の分岐点でティニューザに引き返す

と良いでしょう。または右下のマウンテンバイクコースでサンリュック

へ戻ることもできます。健脚の方はさらに先にある冥王星まで行って、

そのまま谷奥のツィナール Zinalまで歩いていくことも可能。6時間のロ

ングハイキングです。

天文台 Observatoire François-Xavier Bagnoud

澄んだ空気で知られるティニューザ

の上、標高約2200mに建つ天文台。

研究者だけでなく一般にも天体の魅

力を知ってもらおうと、施設を公開

している。惑星の道のオブジェは、

距離は100万km＝1m、惑星の直径

サイズが1000km＝1cmに換算し

て実際の惑星の配置をベースに緻密に計算されている。

ホテル・ヴァイスホルン Hotel Weisshorn 

標高2337mの山奥にひっそりと建つ

クラシックなホテルは多くの登山家や

ハイカーに愛されている。1882年に最

初の建物を着工した長い歴史を誇る。

食事やお茶だけの利用もできる。

サンリュック St-Luc 

ローヌ河の流れる広い谷から、ヴァレーアルプスの懐深くのびるアニヴ

ィエの谷の小さな村。18-19世紀の水車小屋が残っており、今でも川の

流れを利用して粉をひくことができる。

サンリュック

天文台 

ホテルヴァイスホルン 
ティニューザ 

2182m

サンリュック 
1650m

シャンドラン 
1920m

1

■サンリュック＝ティニューザ（3分）

12月下旬～4月末、5月末～10月下旬

www.funiluc.chInfo

運行期間 

① ティニューザ→ホテルヴァイスホルン
→サンリュック

惑星の道 Chemin Planète
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2時間～2時間30分　 初級　 夏～秋

リーダーアルプからアレッチの森

（アレッチヴァルト）へはロープウェ

イでモースフルー、またはチェア

リフトでホーフルーまで上ります。

そこはアレッチ氷河の末端の部分

にあたり、カラマツやマツ林が続

くアレッチの森を歩きながら、氷

河の眺望を満喫するハイキングコー

スが人気。一帯は自然保護区になっ

ており、珍しい動植物の生態系が

観察できます。しばらく森の中の

ハイキングを楽しんだら、自然保

護センター「ヴィラ・カッセル」の

あるリーダーフルカへ立ち寄るルー

トがおすすめ。ハーフティンバー

様式の美しい外観や洗練された内

装などからは100年の歴史の重みを

感じます。その後はゆっくりとリー

ダーアルプへ戻りましょう。

1
リーダーアルプ リーダーアルプ 
1914m1914m

ベラルプ 
2096m

リーダフルカ 

ユングフラウ 
4158m

アレッチ 
ホルン 
4195m

メンヒ 
4099m

アイガー 
3970m

モースフルー 
2394m

ホーフルー 
2229m

アアレレッッチチ氷氷河河

アアレレッッッチチチののの森森森森

■リーダーアルプ=モースフルー（10分）

12月中旬～4月末、6月中旬～10月中旬

■リーダーアルプ=ホーフルー（12分）

12月下旬～4月末、6月中旬～10月中旬

www.riederalpbahnen.chInfo

運行期間 

運行期間 

① モースフルー／ホーフルー→リーダーフルカ→
リーダーアルプ
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A B

ベットマーアルプ 
Bettmeralp

エッギエッギスホルン エッギスホルン エッギ
EggishorEggishorn

フィーシャーアルプ 
Fiescheralp

ベットマーゼーベットマーゼーベットマーゼー
リーダーアルプ 
Riederalp

ベラルプ 
Belalp

モースフルー モースフルー モースフルー モースフルー モースフルー モースフルー 
MoosfluhMoosfluhMoosfluh

ホーフルー ホーフルー ホーフルー 
Hohfluh

ブラッテン 
Blatten

ベッテン 
Betten

アンデルマット →
Andermatt

← ブリーク 
     Brig

フィーシュ フィーシュ 
FieschFiesch

メレル 
Mörel

ベットマベットマーホルン ーホルン 
BettmerhorBettmerhorBettmerhornn

スイス最大、最長を誇る美しいアレッチ氷河を抱き、亜高山帯、

高山帯の幅広い動植物の生態系や山や氷河の美しさと迫力で世界

自然遺産に選ばれた地域。ガソリン乗り入れ禁止になっていて澄

んだ空気と静かな環境が守られています。リーダーアルプ、ベッ

トマーアルプ、フィーシャーアルプなどを拠点として、変化に富

む大自然を満喫できるハイキングが最大の魅力です。

リーダーアルプ Riederalp

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/riederalp/

■ 主要都市からのアクセス

メレルからグライヒ／リート・メレル経由のケーブルで15分

1：ジュネーヴからブリーク経由メレルまで電車で約3時間

2：チューリヒからブリーク経由メレルまで電車で約3時間20分

ベットマーアルプ Bettmeralp

■ 情報：www.myswiss.jp/area/09/bettmeralp/

■ 主要都市からのアクセス

ベッテンから直通またはベッテンドルフ経由のケーブルで

約7～10分

1：ジュネーヴからブリーク経由メレルまで電車で約3時間10分

2：チューリヒからブリーク経由メレルまで電車で約3時間30分

アレッチ地方 Aletsch Region アレッチ A リーダーアルプ
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アレッチの森 Aletschwald

樹齢800年を数えるマツ林など、スイスでも最古の部類に入る木々が密

集している。（森は1933年に保護指定）亜高山帯、高山帯の幅広い動植

物が見られることでも有名。美しい紅葉が楽しめる秋もおすすめ。

ヴィラ・カッセル Villa Cassel

リーダーフルカにたたずむ瀟洒な邸宅「ヴィラ・カッセル」。現在は自然

保護センターとして利用されているが、もともとは、美しい風景に魅せ

られた英国人アーネスト・カッセル卿が、夏の別荘として1902年に建て

たもの。各地から招かれたゲストの中には、若き日のウィンストン・

チャーチル卿も。その後、一時ホ

テルとして営業をしたが1969年に

閉館。1976年からアレッチ自然保

護センターとして新たな歩みをス

タートさせた。現在は、アレッチ

氷河や森の自然保護に関する展示

を見ることができる。

アレッチ氷河 Aletschgletscher

スイス最長のアレッチ氷河（約24km）を中心としたベルン州とヴァレー

州にまたがる総面積約540km2の広大なエリアは世界自然遺産に登録さ

れている。総称してアレッチ氷河と呼ぶ氷河だが、実際はメンヒから続

くエーヴィッヒシュネーフェルトEwigschneefeld とユングフラウからの

びるユングフラウフィルンJungfraufirn、アレッチホルンの北側に広がる

アレッチフィルンAletschfirnという3つの氷河がコンコーディアプラッツ

Konkordiaplatz にて合流して、大きな氷の河グロッサー・アレッチグレッ

チャー Grosser Aletschgletscher になっている。
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2時間30分　 初級　 夏～秋

キューボーデンと呼ばれていたフィー

シャーアルプからフィーシャーター

ル（谷）を眼下にみながら平坦な道

を、山の横腹に沿うように進みま

す。しばらくして坂になった道を

上っていくと、道の下の方に建物

の土台の跡が見えてきます。それ

は、19世紀に英国人登山家たちで

賑わった「ホテル・ユングフラウ」

があった歴史的な場所です。さら

に歩き続けると、かつてアレッチ

氷河からの水をひいてくるためパイ

プラインを通したトンネルの入口

へ。ほとんど明かりがなく薄暗い

中を約1kmほど歩きます。トンネ

ルを抜けると、パっと視界が開け

て、岩場に小さな山小屋レストラ

ン「グレッチャー・シュトゥーベ」

が見えてきます。その奥の道を少

アレッチ氷河 アレッチ氷河 

フィーシュ氷河 

フィーシャーアルプ フィーシャーアルプ 

エッギスホルン
2878m

メィエレンゼー メィエレンゼー 

ベットマーアルプ
1950m

ベッテン 

ベッベットマー トマー 
ホルン ホルン 
2650m

ペットマーゼー 

シェーン 
ビール 

フィーシュ フィーシュ 
1062m

1

2

■フィーシュ＝フィーシャーアルプ（7分）

12月上旬～4月末、5月末～10月下旬

www.eggishorn.ch

■ベットマーアルプ＝ベットマーホルン（10分）

12月中旬～4月末、6月中旬～10月中旬

www.bettmeralpbahnen.chInfo

運行期間 

Info

運行期間 

① フィーシャーアルプ→メィエレンゼー

アレッチ B ベットマーアルプ／フィーシャーアルプ
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し行けば、澄んだ水をたたえた氷河

湖メィエレンゼーに到着。そこはア

レッチ氷河の絶景ポイントで、ちょ

うど3つの氷河が合流するコンコー

ディアプラッツが正面に望めます。

レストランでのんびり休憩したら、

また来た道を戻りましょう。

★トンネル内を歩くので、ペンライトを

持っていくと良い。そうでなければ注意して進むこと。

グレッチャー・シュトゥーベ Gletscherstube 

メィエレンゼーの少し上の岩場にあ

る山小屋レストラン。簡単な飲み物

や、郷土料理も食べることができる。

登山や氷河トレッキングの拠点なの

で、多くの登山客やハイカーで賑

わっている。5月～10月のみの営業。

メィエレンゼー Märjelensee

エッギスホルンの麓にあたり、アレッ

チ氷河から続く美しい湖メィエレン

ゼー。まさに氷河を間近で感じるこ

とができるスポット。ここから氷河

の上へアクセスすることができるの

で、ユングフラウからの氷河横断ト

レッキングの終点にもなっている。

氷河横断トレッキング

氷河の分岐点であるコンコーディア

プラッツにある伝統の山小屋「コン

コーディアヒュッテ」に一泊し、ユン

グフラウヨッホとメィエレンゼーを

結ぶアレッチ氷河横断トレッキング

ツアーは感動の体験です。詳しくは

地元の登山協会または現地観光局へ。

エッギスホルン Eggishorn

フィーシャーアルプへ戻ったら、ケー

ブルに乗ってエッギスホルンへ上っ

てみよう。最も高い位置からアレッ

チ氷河を見下ろすことができる。ご

つごつした岩と壮大な氷河が広がる

ワイルドなパノラマが魅力。

4～5時間　 中級～上級　 夏～秋

アレッチ氷河と岩山の世界を最も

身近に体感できるルート。両手を

使わなければならないクライミング

ではありませんが、登山用の靴を

はじめ、一通りのしっかりした装

備が必要です。ベットマーアルプ

から、空中ケーブルに乗ってベッ

トマーホルンへ。駅の外に出て少

し岩がちの道を歩いていくと、目

の前はアレッチ氷河。備え付けの

望遠鏡がある展望ポイントを過ぎ

ると、氷河に添った山道が始まり

ます。ゴツゴツした岩だらけの下

り道で、冷え込んだ朝などには岩

が夜露に凍り、滑りやすくなって

いるので注意が必要。正面にはユ

ングフラウ、振り返れば奥にマッ

ターホルンが遠望できるでしょう。

次第に勾配がなだらかになり、今

度はゆるやかな上りになると、澄

んだ水をたたえたメィエレンゼーに

到着。レストランで休憩した後は、

①のコースと同じルートで、フィー

シャーアルプまで戻ります。

ベットマーホルン Bettmerhorn

山頂駅から少し歩いていくと氷河の上に氷河の上にせり出した展望台が

あり、ちょうど氷河がカーブするポイントの美しい眺望が堪能できる。

駅に併設されている展望レストランのテラスから望むヴァレーアルプス

の名峰群は圧巻。カフェテリア形式のカジュアルなレストランになって

おり、一面のガラス窓からの眺望と一緒に食事が楽しめる。

② ベットマーホルン→メィエレンゼー
→フィーシャーアルプ
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