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ます。まさに氷河の世界を満喫できる冒険です。6月中旬～10月中旬に

企画されています。中でも7、8月は、人数が集まれば毎日開催するほど

人気のコース。www.bergsteiger-pontresina.ch

約1時間30分　 初級 春～秋

ハイキングをしながら氷河の歴史を

学べるのがモルテラッチ谷。現在

のモルテラッチ駅の所まであったと

いう氷河が溶けて後退していく間

に、土地を削り取って形成されて

きた谷です。年代が記載された標

識があり、その年に氷河がどこま

であったかが分かるようになってい

ます。谷の奥にある氷河へ平たん

な道をひたすら一直線。

2時間30分　 初級～中級 春～秋

駅から谷の右側の林道に入ると間もなく展望ポイントとして知られるチ

ュネッタChünettaへ。木々はなくなり、谷の上を平行してのびる道を2

時間ほど行くと、ベルニナアル

プスの登山の拠点として100年

以上の歴史を誇るボヴァル小屋

Chamanna da Bovalに到着。ピ

ッツ・ベルニナ、ピッツ・モルテ

ラッチと、そこから流れる氷河

の迫力ある眺望は感動的です。

モルテラッチ・チーズ工房 Alp Schaukäserei Morteratsch

駅から歩いて数分のところにあるチーズ

小屋。大鍋を使った伝統のチーズ作りが

見学可能（7～9月末）。チーズの販売もお

こなっている。前日までに予約すれば、

チーズブランチを楽しむことができる。

www.alp-schaukaeserei.ch
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ばらく行くと山の北側の展望が開けます。最後の急登をこなせば、小さ

なケルンの積まれた山頂へ到着。360度の眺望を存分に楽しみましょう。

帰りの下り道はより慎重に。

★標高が高いので、少しでも天候悪化の恐れがあれば中止してください。大きな事故に

つながる可能性があるので無理は禁物。天気に恵まれれば、楽しくダイナミックなアル

プスを満喫できるコースです。

2時間　 中級　 夏～秋

山頂の展望レストランでのんびりと

眺望を楽しんだ後は、ケーブルから

眼下に見えていた道を下りてみまし

ょう。南の展望ポイントとして知ら

れるサス・クエダーSass Quederを

抜け、1時間ほど下ると深い青緑の

色をした神秘的な湖ディアヴォレッツァゼーDiavolezzaseeへ。ケーブル

の真下をくぐり、眼下のベルニナ谷と正面の山々の眺望を楽しみながら

も、足元と岩場に咲く珍しい高山植物やコケ類に注意しながら、ケーブ

ルの麓駅まで。距離は長くないコースですが、岩が多い急な下り道で雪

が残っている場所もあるので、普段山歩きに慣れた方におすすめ。

ディアヴォレッツァ Diavolezza

ベルニナ・ディアヴォレッツァ駅の先にあるケーブル乗り場から、125

人乗りの大型キャビンで約10分。そこは万年雪をかぶった3000～

4000m級のベルニナアルプスと氷河が広がる銀世界です。山頂にあるレ

ストランは中からも大きな窓を通して迫力の眺望が楽しめますが、天気

が良ければ外のテラス席がおすすめ。アルプスの絶景と澄み切った空気

のもと味わうビールや食事は格別です。

氷河横断コース

ディアヴォレッツァ山頂駅に朝9～

10時集合。山岳ガイドの引率で、ペ

ルス氷河Persgletscherを横断し、イ

スラペルサIsla Persaを渡り、モル

テラッチ氷河まで約4時間の氷河横

断トレッキングを楽しむことができ

② ディアヴォレッツァ→ベルニナ・ディアヴォレッツァ

③ モルテラッチ駅←→モルテラッチ氷河

④ モルテラッチ駅←→ボヴァル小屋
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2時間30分　 中級　 夏～秋

シルヴァプラナ湖のほとり、スール

レイからコルヴァッチに上る中間の

駅ムルテールからは多彩なハイキン

グが楽しめます。代表的なコースの

ひとつが、スールレイ峠をこえて、

ロゼック氷河の待つ谷へと結ぶコー

スです。ムルテール駅を出発して、

少し下った後、歩きやすい坂道をゆ

っくりと上っていきます。スールレ

イ峠からはベルニナアルプスをぐる

り見渡すパノラマビューが楽しめま

す。山小屋レストランがあり、ひと

休みするのも良いでしょう。峠を越

えるとロゼック谷までの下り道。途

中は急な道もあり注意が必要ですが、

美しい山々と高山植物などが楽しめ

ます。谷の末端まで下ったら、ホテ

ルレストラン・ロゼックグレッチャ

ーに到着。眼前に広がる氷河の風景

を存分に堪能しましょう。ここから

ポントレジーナまでは、①のコース

をさらにハイキングしていくか、馬車便で戻ることができます。

ホテルレストラン・ロゼックグレッチャー

Hotel Restaurant Roseggletscher

ベルニナアルプスと氷河を眺めながら

食事を楽しむことができる。秋のシー

ズンに味わえるシカなどのジビエ（狩

猟肉）料理は有名。またデザートビュ

ッフェも最近は人気がある。部屋数は

少ないが宿泊も可。

馬車便

車が乗り入れ禁止のロゼックの谷へ馬

車便が定期運行している。この馬車便

は公式時刻表にも掲載されており、イ

ンターネット時刻表でも検索できる。

空いていれば乗れますが、定員が限ら

れるので予約をしておいたほうが確実。
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2時間～2時間30分（片道） 初級　 夏～秋

谷の奥にそびえる山並と氷河の織り

成す絶景が自慢のハイキングコース。

ポントレジーナ駅を出て右側に少し

進むと、定期馬車便の乗場がありま

す。ここから林道へ入りスタート。

川沿いに背の高い針葉樹林が続き、

リスもしばしば姿を見せます。野鳥

も多く、手をさしのべると指先にと

まるほど。小さな沢を渡り、川の対

岸の絶壁から滝が流れ落ちているの

が見える頃、林道を抜け一気に視界

が広がります。谷の奥にはピッツ・

ベルニナ、ピッツ・ロゼックというベ

ルニナアルプスを代表する山々と、

間を流れるチエルヴァ氷河とロゼッ

ク氷河の雄大な風景が楽しめます。

ホテルレストラン・ロゼックグレッ

チャーでひと休みした後、歩いて帰

るか、または定期馬車便を使うとよいでしょう。馬車からはハイキング

とはひと味違った風景を楽しむことができます。

1

2

ポントレジーナ ポントレジーナ 1774m1774m

サンモリッツ 

ピッツ・ ツ・ 
ベルニナ
4049m

ピッツ・ロゼック 
3937m

ピッツ・コルヴァッチ 
3451m

ピッツ・ 
モルテラッチ 

3751m

チエルヴァ氷河 チエルヴァ氷河 チエルヴァ氷河 
ロゼック氷河 ロゼック氷河 

コルヴァッチ コルヴァッチ 
  3305m  3305m

ムルテール 
2704m

スールレイ 
1877m

■ポントレジーナ＝ロゼックグレッチャー（馬車で約10分）

12月中旬～4月中旬、6月上旬～10月中旬

■スールレイ＝ムルテール（7分）

11月下旬～5月上旬、6月下旬～10月中旬

www.corvatsch.chInfo

運行期間 

運行期間 

① ポントレジーナ←→ロゼックグレッチャー（ロゼック氷河）

② ムルテール→フォルクラ・スールレイ（スールレイ峠）
→ロゼックグレッチャー（ロゼック氷河）

オーバーエンガディン D ロゼックグレッチャー
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す。秘境の里といった雰囲気満点。

ここから広々した林道をひたすら下

ると、シルス湖ほとりにあるポスト

バスの停留所、プラウン・ダ・レイ

Plaun da Lej にたどり着きます。

★途中に休憩できるレストランはないの

で、飲み物とランチは必ず用意してお

く方が良いでしょう。

マローヤ Maloja

ローマ時代の重要な街道だったマローヤ峠を通りブレガリア谷へと下り

ていく道の入口。画家セガンティーニが晩年暮らした場所で、彼の墓も村

の共同墓地にある。アトリエの奥へ続く道を20分ほど歩いていくと古い

城跡へ到着。今は廃墟だが塔に上って美しい湖と村を望むことができる。

約1時間 初級　 夏～秋

シルス・マリアにある伝統のクラシッ

クホテル「ヴァルドハウスWaldhaus」

の前の林道を抜けて、フェックスの谷

へ。トーマス・マン、ヘルマン・ヘッセ、

ジャン・コクトー、マルセル・プルー

ストなど多くの文人や画人が愛した神

秘的な谷で、まるで時が止まってい

るような錯覚に陥ります。許可証を

持った谷の住民以外は、車の乗入禁

止地区で、馬車の定期便やチャータ

ー便がメインの交通手段。時折聞こ

える馬の蹄の音ですら、どんどん消

えゆくような静けさの中、小道を歩

いていきます。かわいい家々が並ぶプ

ラッタPlattaの集落を抜けて、さらに
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2時間30分～3時間　 中級　 夏～秋

サンモリッツからポストバスでマ

ローヤへ。郵便局前で下車し、来

た方向へ5分ほど戻るとレストラ

ンがあり、その先の黄色いハイキ

ングの標識を目印に左の山中へ入

ります。最初はちょっと急な坂道。

3分ほどで林道に入り、そのまま

道沿いに5分ほど行くと大きな農

家があるので、その脇を抜けて沢

づたいに山道へ。しばらく急な登

りが続きますが、右手に小さな滝

が見えたらもう一息。平らなテラ

ス状に広がる草原に出ます。ここ

から見晴らす谷の風景は最高。な

だらかな道を進むと、石造りの

家々が並ぶ小さな集落ブラウンカ

Blauncaが見えてきます。まさに

「アルプスの少女ハイジ」のような

イメージで、平坦な道をのんびり

行くと木造の民家も多いグレヴァ

ザルヴァスに到着。ここは、スイ

スでヒットしたテレビドラマ版「ハ

イディ」のロケ地となった集落で

1

2

フェックス氷河 

シルス湖 

グレヴァザルヴァス 

プラウンプラウンプラウン・ダ・レイ 
マローヤ 

1817m

フェックス・クラスタ 

シルス・バゼリージャ 
　　  　　  1802m

シルス・マリア 
1815m

① マローヤ→グレヴァザルヴァス→
プラウン・ダ・レイ

オーバーエンガディン E シルス湖

② シルス・マリア→フェックス・クラスタ
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20分ほど行くと、小さな教会が印

象的なクラスタCrastaに到着。花々

が咲き誇る初夏から樹々の黄葉が

美しい秋まで感動的な風景が楽し

めます。

バリエーション

さらに谷奥にあるフェックス氷河ま

で3時間。教会横のホテルレストラ

ン「ゾンネSonne」で一休みしてか

ら出かけると良いでしょう。

馬車便

フェックスの谷は、車が乗り入れ禁止のため馬車便が定期運行しており、

プラッタ＝クラスタ＝フェックス・ホテル（氷河前）を結んでいる。ロゼ

ックの谷と同様に、公式時刻表にも掲載されているほかインターネット

時刻表でも検索できる。定員が限られるので予約が必要。人数が集まれ

ばチャーターも可能。

フェックス・クラスタ教会 Bergkirche Fex-Crasta

文献としては16世紀に初めて登場しているが、建築のスタイルから、も

う少し前に建てられた教会だと考えられている。内部の壁には貴重なフ

レスコ画が残っており、中には1511年と描かれたものもある。

Maienfeld
マイエンフェルト 

Fläsch
フレーシュ 

Unterrofels
ウンターロッフェルス 

Oberrofels
オーバーロッフェルス 

（ハイジドルフ） 

Jenins
イエニンス 

Malans
マランス 

Ochsenberg
オクセンベルク 

（ハイジアルプ） 

『アルプスの少女ハイジ』の故郷としてお馴染みのマイエンフェ

ルト。隣接するイエニンス、マランス、フレッシュとあわせてヘ

アシャフト地区（ビュンドナー・ヘアシャフト）と呼ばれていま

す。先史時代からの歴史があり、ローマ時代には２つの道が交差

する重要な拠点として栄えました。女流ヨハンナ・シュピーリが、

イエニンスでの滞在中に着想し書き上げた『ハイディ』の舞台と

して世界的に有名。物語の中で冬の家がある村として描かれたオ

ーバーロッフェルス（ハイジドルフ）まで歩く赤の道、夏を過ご

した山小屋のあるオクセンベルク（ハイジアルプ）までの青の道

という2つのハイキングコースがあります。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/01/maienfeld/

■ 主要都市からのアクセス

チューリヒから電車で約1時間40分

マイエンフェルト Maienfeld



う。ハイジドルフでのんびり楽しん

だ後は、ウンターロッフェルス村方

面へ下りて、そのままマイエンフェ

ルトへ戻ります。

ワイナリー Torkel

美しいブドウ畑が広がっているマイ

エンフェルト周辺は高品質なワイン

の産地として有名。ブラウブルグン

ダー種を使った赤ワインや芳醇な白

ワインなどがつくられている。ここ

では、試飲も楽しめるワイナリーの

ことを、もともとは木製の圧搾機をあらわす言葉でトルケル と呼ぶことが

多い。各所にあるトルケルに立ち寄って地ワインをぜひ味わってみよう。

ハイジハウス（ハイジ博物館）Heidihaus

オーバーロッフェルス村にあった古い農家を、数年前に観光局が買い取

り、ハイジの物語の頃の生活の様子を伝える博物館をオープン。物語の

中に描かれていた農家の暮らしが再現されている。隣接のショップ「ド

ルフラーダDorflada」では、ハイジハウスの入場券と動物の置き物やシ

ャツなどお土産に最適な小物の数々を販売。オリジナルスタンプを押し

てくれる郵便サービスあり。また周りの草原ではかわいいヤギや羊に触

れあうこともできる。www.heidi-swiss.ch

ハイジホフ Heidihof

ハイジドルフ（オーバーロッフェル

ス村）近くの高台にあるレストラ

ン。のどかな風景と素朴な郷土料理

が魅力です。ホテルとしては26ベッ

トと小規模だが、便利なロケーショ

ンで人気。www.heidihof.ch
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約1時間30分～2時間　 初級　 春～秋

「アルプスの少女ハイジ」の舞台をた

どるハイキング。冬の家のモデルと

いわれるハイジ村まで歩くショート

コース（赤の道）はマイエンフェル

ト駅からスタート。アニメにも登場

していた石造りの塔が印象的なブラ

ンディス城の脇の狭い小道を通り、

壁画が描かれた昔の役場が正面に建

つ小さな広場に出ます。なだらかな

坂道を登ってゆくと、やがて低い石

塀に囲まれたブドウ畑の道へ。しば

らく歩いていくと、ハイジの泉があ

る緑の美しい広場が見えてきます。

ちょっと一休みしたら、途中に放牧

されている羊や牛がのんびりと草を

食む様子を横目に、さらに先へと進

みましょう。高台にあるホテルレス

トラン「ハイジホフ「ハイジホフ「 」が見えたら、ハ

イジ村（ハイジドルフ）と呼ばれる

オーバーロッフェルス村に到着。古

い農家の中にハイジの部屋や台所な

どを再現した「ハイジハウス（ハイ

ジ博物館）」に立ち寄ってみましょ

1

2

イエニンス 
633m

ウンター 
ロッフェルス 

ライン河 

クール バートラガッツ 

ハイジの泉 

オクセンベルク オクセンベルク 
（ハイジアルプ） （ハイジアルプ） 

  オーバーロッフェルス 
（ハイジドルフ） 

マイエンフェルト 
504m

（ハイジドルフ） 

① マイエンフェルト→オーバーロッフェルス

マイエンフェルト
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5時間　 中級　 夏

“ハイジドルフ”ことオーバーロッ

フェルス村から夏の家のモデルとな

った山小屋がある“ハイジアルプ”

まで上り、作者ヨハンナ・シュピ

ーリが暮らしたイエニンス村へと下

るロングコース（青の道）。難しい

コースではありませんが、歩行時

間がかなりあるので、朝、早めに

スタートしましょう。ハイジドル

フまでは ① 赤の道と同じ。ハイジハ

ウスの前からは石壁に囲まれた細い

道を行きます。急な登りですが、

10分ほどでなだらかなところに出

ます。この先の道は営林署の管轄

となる未舗装の林道（許可された車

以外は侵入禁止）。途中にはハイジ

の物語の解説板が設置されていま

す。10番目のサインポストを過ぎ

てしばらく進むと、牛を囲いこむ

ゲートがあります。この先の道へ

開けて入ったら、すぐ閉めてくだ

さい。まもなくハイジアルプと呼

ぶオクセンベルクの牧草地に到着で

す。さらにカルトボーデンの見晴

し台までもうひと登りした後は、イ

エニンスまで森を抜けての下り道。

17世紀にブラウブルグンダー種の

ブドウをもちこんだローアン公の像

を通過し、平坦なブドウ畑の道を抜ければハイジドルフです。平坦なブドウ畑の道を抜ければハイジドルフです。平坦なブドウ畑の道を抜ければハイジドルフ

イエニンス Jenins

チューリヒに暮らし、都会での生活に疲れたヨハンナ・シュピーリが、

女学校時代の友人の住むイエニンス村を訪れ、夏の間滞在を楽しんだこ

とが全ての始まり。隣のウンタ

ーロッフェルスからイエニンス

村までの道は、彼女がよく散歩

しながら、物語の構想を練った

道だといわれている。
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② オーバーロッフェルス→オクセンベルク→
イエニンス→ウンターロッフェルス

Lavin

Zernez

Susch
Ardez

Scuol

Sent

ウンターエンガディン地方は、スイスの東南端に位置するイン河

の下流に広がる谷。ロマンシュ語を話す地域で、紀元前からの古

い歴史と伝統を守っています。秘湯の里としても有名。豊かな大

自然に恵まれた一帯では、スキーやハイキング、サイクリングな

ど１年中アクティビティが楽しめます。セント、タラスプ、アル

デッツ、グアルダなどのかわいい村やツェルネッツにある国立公

園へぜひ足をのばしてみましょう。

シュクオル Scuol
■ 情報：www.myswiss.jp/area/01/scuol/

■ 主要都市からのアクセス

1. チューリヒから電車で約3時間（ランドクアルト経由）

2. サンモリッツから電車で約1時間30分（サメダン経由）

ウンターエンガディン地方 Unterengadin
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グラウビュンデン Graubünden
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プリュイ・レストラン Prümaran Prui

山のパノラマが美しい屋外テラスは150席あり、いつも多くの人で賑わ

っているレストラン。一帯はたくさんの花々が咲き誇ることでも知られ

ており、レストランの周りは牛やヤギがのんびり草を食む牧草地。農家

の素朴な郷土料理が楽しめる。www.prui.ch

シュクオル：村の水飲み場

ウンターエンガディン地方の中心地で、

秘湯の里としても知られているシュクオ

ル。約20種類の鉱泉が現在発見されて

いるが、主に9種類が利用されている。

村の各所には2つの蛇口がついた水飲み

場があり、一方から普通の水、もう一方

からは鉱泉を飲むことができる。

エンガディン・スパセンター Bogn Engiadina Scuol 

シュクオルのスパセンターは、ローマン・アイリッシュ風呂やサウナジ

ャグジー、塩水風呂、室内プールなど設備も充実している。山々の眺望

が楽しめる屋外の温水プールがおすすめ。ハイキングの後はスパで疲れ

を癒し、寛ぎのひとときをどうぞ。www.scuol.ch

タラスプ城　Schloss Tarasp

11世紀まで遡る歴史を誇るタラスプの高い丘に建つ古城は、クール司教、

チロル公、ハプスブルグ家など次々と持ち主は変遷したが、近年、ドイ

ツ人実業家の資金援助により大規模に修復された。6月～10月に数回予

定されているガイドツアーに参加すれば、城の内部見学もできる。

45分　 初級　 春～秋

シュクオルの鉄道駅の近くから出

ているケーブルでモッタナルンス

へ。北斜面に連なる3000m級の

山並の奥はオーストリアの南チロ

ル地方。南斜面の山並の奥はイタ

リアです。駅を背に左に進みまし

ょう。谷と平行して約2000mの

高さで歩いていくので、ほぼフラ

ットな、お散歩感覚の道ですが、

谷を挟んで広がる山のパノラマビ

ューと一面に咲き誇る花々が楽し

い絶景コース。マウンテンバイク

やトロッティバイクの人気コース

でもあります。40分ほど歩いて、

右手にレストランが見えてきたら、

プリュイの駅はもうすぐ。チェアリフトでフタンまで下りて、さらにポ

ストバスでシュクオルに戻ることができる、実に楽なハイキングです。

バリエーション

歩き足りない人は、プリュイからそのままアルプ・ラレAlp Laret方面に

向かい、森を抜けてフタンまで下りてくることもできます。

1
2

シュクオル シュクオル 
1287m

セント セント 
1440m

モッタナルンス 
2150m

フタン フタン 
1335m1335m

プリュイ 
2060m

アルプ・ラレ 

■シュクオル＝モッタナルンス（12分）

■フタン・グロント＝プリュイ（10分）

12月中旬～4月中旬、6月中旬～10月中旬運行期間 

① モッタナルンス→プリュイ

シュクオル
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3時間　 中級　 春～秋

シュクオルからケーブルでモッタナ

ルンスまで上がり、黄色い標識に

従って、① とは逆の方向へスター

ト。最初はマウンテンバイクでも

走れるフラットな砂利道ですが、次

第に道幅は細くなってきます。標

識が設置できない場所は岩についた

赤と白のペンキが目印。勢いよく

水がほとばしる沢を橋で渡り、ち

ょうどコースの半分くらいにあたる

サレツSalezへ。ここはシュクオル

へ下る道との分岐点ですが、その

まままっすぐ進みます。道は徐々

に下りになり、1時間20分ほどで

セントに到着。シュクオルまで歩

いても良いですが、ポストバスが

結んでいます。

エンガディンハウス Engadin House

エンガディン地方の村には、厚い壁、小

さな窓、家の前にある木のベンチ、美し

い壁画という共通の特徴を持ったかわい

らしい家々を見ることができる。とくに

下の漆喰をひっかいて描く“スグラフィッ

ト”技法による幾何学的紋様が印象的。

ハイディ映画 Heidi

ハイディ（ハイジ）の物語の原作者ヨハン

ナ・シュピーリ没後100年を記念して、制

作された現代版ハイディ映画。セント、シ

ュクオル、アルデッツ、ラヴィン、スーシ

ュ、ミュスタイアの谷など、ウンターエン

ガディン地方の村々を舞台に2000年に映

画が撮影された。

② モッタナルンス→セント



Vitznau

Weggis

ー デ デ デ デ デ ル ン 
Einsiedeln

アルプナッハナッハナッハナッハナッハナッハアルプナッハアルプ シュシュシ タッュタッュ ト 
Alpnachstad

Luzern

Engelberg

Altdof

ッ ッ ッ ト ト ト ト 
Andermatt

リギ山周辺：P92～95
（フィッツナウ／ヴェッギス）

ピラトゥス山周辺：P96～98
（アルプナッハシュタット／クリエンス）

ティトリス山周辺：P99～100

ブルンニ山周辺：P101～102
（エンゲルベルグ）
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中央スイス
Zentralschweiz

スイスの中央部に位置し、スイス連邦発祥の地であるとともに、

スイス観光の先駆けとなった地域として知られています。山岳観

光ブームの盛り上がりにともない、王侯貴族や文人、芸術家をは

じめ多くの観光客が、中央スイスの山々に訪れました。そんな歴

史を誇る山々でのハイキングは、美しい湖とスイスアルプスを遠

望できる眺望が魅力です。

www.myswiss.jp/area/04/Info
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中央スイス地方 Zentralschweiz
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A

　 
Kle

　 
Fronalpstock

　 
Stoos

　 
TrTrTreibeibeib 　 

EmmettenEmmettenEmmetten

　 　 
Seelisberg

　 
NiederbauenNiederbauen

　 
Stockhütte

　 
Schlattli

　 
Morschnach

　 
Beckenri

リリギ・ギ・クルム
Rigi KulmRigi Kulm (1750m)

リギ・シュタッフェルヘーエ シュタッフェルヘーエ 
Rigi StaffelhöheRigi StaffelhöheRigi Staf

リギ・ギ・クレステルリ クレステルリ 
Rigi KlösterliRigi Klösterli

クレベル 
Kräbel

リギ・シャイデック シャイデック 
Rigi Scheidegg (1648m) (1648m)

ゼーボーデンアルプゼーボーデンアルプ
SeebodenalpSeebodenalp

キュスナハキュスナハキュスナハト・アム・リギ
Küssnacht am Rigi

アルアルト・ゴルダウ 
Arth-GoldauArth-Goldau (510m)

ヴェッギスヴェッギスヴェッギ
Weggis (435m) (435m)

リギ・カルトバードカルトバードカルトバードカルトバードカルトバードカルトバードカルトバード
Rigi KaltbadRigi KaltbadRigi Kaltbad (1423m) (1423m) (1423m)

フィッツナウフィッツナウフィッツナウ
VitznauVitznau (435m) (435m) (435m) (435m) (435m)

フィアヴァルトシュテッターゼー 
（ルツェルン湖） 

ツーク湖 ツーク湖 

B

C

クライクライクライン・ン・ティティトリストリス
KleintitlisKleintitlisKleintitlis (3033m) (3033m) (3033m) (3033m) (3033m)

ティティトリストリス
TitlisTitlis (3238m) (3238m) (3238m)クライ (3238m)クライクライ (3238m)クライ

エンゲルベルク
Engelberg (1002m) (1002m)

トリュブゼー
Trübsee (1802m)

シュタント
Stand ヨッホパス

JochpaJochpaßß (2213m) (2213m) (2213m)

エングステレンアルプエングステレンアルプエングステレンアルプ
EngstelenalpEngstelenalpEngstelenalpEngstelenalp (1835m) (1835m)ブルンニヒュッテブルンニヒュッテ

Brunnihütte (1860m)

リスティスリスティス
RistisRistis (1605m)

　 
Niederrickenbach

　 
Dallenwil

ewen

iedied

ビュルゲンシュトック
Bürgerstock

　 
Wirzweli

　 
シュタンザーホルン 
Stanserhorn

ピラトゥピラトゥス・ス・クルム
Pilatus KulmPilatus KulmPilatus Kulm (2070m) (2070m)

フレックミュンテックフレックミュンテック
Fräkmuntegg

クリエンスクリエンス
Kriens (492m)

ルツェルン 
Luzern (436m)

ヘルギスヴィル ヘルギスヴィル 
HergiswilHergiswilHergiswilHergiswilHergiswil (449m) (449m) (449m)

アルブナッハシュタット アルブナッハシュタット 
AlpnachstadAlpnachstad (436m)

シュタンスシュタット シュタンスシュタット シュタンスシュタット シュタンスシュタット シュタンスシュタット 
StansstadStansstadStansstadStansstadStansstadStansstadStansstadStansstad (438m)

「天使の里」を意味するエンゲルベルクは、山に囲まれた谷間に12世紀

のベネディクト派修道院を中心に発展した街です。万年雪と氷河が広が

るティトリス山、中腹にあるトリュプゼーやエングステレンゼーなどの

美しい山上湖、花々が咲く草原など、雄大な自然に恵まれた一帯ではハ

イキングをはじめ、パラグライダー、マウンテンバイクなど幅広いアク

ティビティが楽しめます。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/04/engelberg/

■ 主要都市からのアクセス

チューリヒから電車で約2時間10分（ルツェルン経由）

スイスの中央に位置する美しい街ルツェルンは、昔も今もスイスを代表

する観光名所のひとつ。美しい湖と奥に連なるアルプスの山、中世の建

物がつむぎだす絵画のような風景が人々を魅了しています。ピラトゥス、

リギ、ティトリス、シュタンザーホルンなど中央スイスを代表する山々

への小旅行の拠点です。

■ 情報：www.myswiss.jp/area/04/luzern/

■ 主要都市からのアクセス

チューリヒからルツェルンまで電車で約50分

※ フィッツナウまで湖船で約1時間

※ ヴェッギスまで湖船で約40分

※ アルプナッハシュタットまで電車で約20分

※ クリエンスまで市バスで約10分

ルツェルン Luzern エンゲルベルク Engelberg
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2時間　 中級　 春～冬

リギ・クルム駅から黄色の標識を見てシュタッフェル Staffelの方向へス

タート。右側の小さな教会では、日本人のカップルもよく結婚式にやっ

てきます。広い道沿いに学名で名前を示した小さな札が設置された高山

植物があるので注意しながら歩いて

いきましょう。ゴルダウからとフィ

ッツナウからの両方の路線が合流す

るシュタッフェルの駅とレストラン

を越えてさらに進むと、夏にスイス

相撲の大会「リギ・シュヴィングフ

ェスト」が開催される広場がありま

す。登山鉄道の線路と並んでほぼ平

たんな道を散歩のような感覚で歩

き、ホテルレストラン「エーデルワ

イスEdelweiss」が見えてきたら鉄

道路線とは離れ、標識がケンツェリ

Känzel iを示す方向へ。高山植物が

咲く草原を通り、わずかに上りとな

った道を5分ほど行くと木の十字架

が建つ絶景ポイント。やや下りで短

い林道を抜けると、家族連れに人気
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のピクニックエリア。眼下に美しい湖とルツ

ェルンの街が広がっています。その後、切り

立った岩壁が印象的な森を抜けると、岩の中

に小さな教会があります。レストランが見え

てきたらカルトバート到着。ケーブルでヴェ

ッギスまたは登山鉄道でフィッツナウへ下り

ることができます。

リギ・クルム Rigi Kulm

リギ山が最初に文献に登場したのが1353年。17世紀に“山の女王

（Regina Montium）”といわれたことが名前の由来。山岳観光が幕をあけ

た19世紀には、馬や椅子で担がれて訪れた、王侯貴族をはじめに芸術家

や観光客など多くの人を魅了してきた伝統を誇る。山頂へは、リギ・ク

ルム駅から歩いて約10分。北側には13の湖、フランスやドイツのシュ

ヴァルツヴァルト（黒い森）、南側にはティトリスやアイガー、メンヒ、

ユングフラウなどスイスアルプスの名峰を望むことができる。

フィッツナウ＝リギ鉄道 Vitznau-Rigi Bahn

1871年にヨーロッパで最初の登山鉄道として、新型のラックレールを

考案したことでも知られるリッゲンバッハの手によってフィッツナウか

らリギ・シュタッフェルヘーエ

ま で が つ く ら れ 、 2 年 後 の

1873年には頂上のリギ・クル

ムまで開通した伝統の路線。

1937年に電化された。夏期に

はSLの運行もあり。

1

2

リギ・クルム
1750m

アルトアルトアルト・ ・ ・ 
ゴルダウ 
510m

クレベル 
789m

ハインリッヒ ハインリッヒ 
ヒュッテ ヒュッテ 

クルムヒュッテ クルムヒュッテ 

デザルプ 
チェザレンホルツ チェザレンホルツ チェザレンホルツ チェザレンホルツ チェザレンホルツ 
ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ ヒュッテ 

シュヴェンディ 
ヒュッテ 

リギ・ギ・シャイデック シャイデック 
1648m

リギ・ギ・ギ・ギ・カルトバート カルトバート 
1423m1423m1423m1423m

ヴェッギスヴェッギスヴェッギス
435m435m435m

フィッツナウ
435m

リギ・シュタッフェルヘーエ 
1552m

リギ・シュタッフェル 
1604m

リギ・クレステルリ 
1315m

ケンツェリ ケンツェリ 

■フィッツナウ＝リギ・クルム（約30分）

■アルト・ゴルダウ＝リギ・クルム（約45分）

■ヴェッギス＝リギ・カルトバート（約10分）

通年

www.rigi.chInfo

運行期間 

① リギ・クルム→リギ・カルトバート

中央スイス A リギ山
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リギ・カルトバート Rigi-Kaltbad

カルト（冷たい）バート（浴場）という名前が示すように、ここからは効

能の優れた鉱泉が湧き出ており、鉄道が開通するずっと前の16世紀には

すでに、多くの人が訪れた湯治場だった。現在スパはないが、1585年

にリギに初めてつくられた岩の中の小さな教会は残っており、かつての

癒しの水が今も岩肌を流れ落ちている。

2時間30分　 初級　 春～秋

リギ・クルム駅から黄色の標識を見てシュヴェンディSchwändiの方向へ

スタート。シュヴィーツの谷を見下ろしながら、山の端を歩いていきま

す。歩いている途中でたくさんの牛たちに出会うでしょう。夏にはあち

こちで放牧しているのでいつもカ

ウベルの音が山に響いています。

クルムヒュッテKulmhütte、チェ

ザレンホルツヒュッテChäseren-

holzhütteの山小屋を過ぎたら、林

道に入り、しばらく下るとシュヴ

ェンディヒュッテSchwändihütte

到着。小屋のそばにある標識を確

認してデザルプ／クレステルリ

Des Alpes /Klösterliの方面へ。平

坦な道を進み美しい水がキラめく

小川を渡ると、今度はアルプ・ト

リプの山小屋に着きます。道はさ

らにデザルプへと続き、左側の谷

へ下りていくとクレステルリの村

が見えてくるでしょう。鉄道が敷

設される前から多くの巡礼者が訪

れた由緒ある教会があります。こ

こでハイキングを終えて鉄道で帰

ることもできますが、線路を越え

てさらに上り道をいけば、絶好の
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休憩ポイントである山岳レスト

ラン「ハインリッヒヒュッテ」は

もうすぐ。再び、やや急な坂道を

上りリギ・フィルストへ。レスト

ラン「ベアレンシュトゥーベ」を

通り、約15分でリギ・カルトバー

トに到着です。

アルプ・トリプ Alp Trib

人より牛の数が多いといわれるリギ

山の一帯では、昔ながらの山腹に広

がる牧草地（アルプ）で放牧する酪農

農家が点在している。アルプ・トリプ

の小屋では、新鮮なミルクやチーズ、

バターなどを直売している時もある。

リギ・クレステルリ Rigi klösterli

中世の巡礼道の総本山であったアイ

ンジーデルンにも近いリギ山。1685

年に建てられた「雪のマリアのチャ

ペル」と呼ばれる教会があり、鉄道

が開通する以前の16、17世紀から巡

礼者が数多く訪れている。

バリエーション

リギ・フィルストからカルトバートへ

下る前に、レストランの前の道を左

に入っていくと展望ルート「フェル

ゼンヴェークFelsenweg」があります。

絶景のコースです。見はらし台のよ

うになった道からは眼下に湖と奥に広がるアルプスが一望できます。リ

ギ・シャイデックの方まで歩くことはできますが、長距離コースとなる

のでちょっと寄り道感覚で足をのばしてみるのがよいでしょう。

② リギ・クルム→リギ・クレステルリ
→リギ・カルトバート



１時間30分 中級　 夏～秋

クリエンスから空中ケーブル、ま

たはアルプナッハシュタットから

世界一急勾配の登山列車でピラト

ゥス山頂へ結びます。山頂駅を出

たら、ハイキング標識に従ってト

ムリスホルンTomlishornの方向へ

進みましょう。ホテル・ピラトゥ

スクルム前を通り、険しい岩の急

斜面に造られた簡単な道からハイ

キングスタート。スイスアルプス

の素晴らしい眺望を楽しめる簡単な道です。運が良ければ野生のシュタ

インボック（アルプスヤギ）やシャモワ（アルプスカモシカ）にも出会え

るかも。ピラトゥス全体でみると、保護指定されたものを中心に約900

種類の植物が自生しているといわれています。このコースでも、アルペ

ンローゼ、ゲンティアンなど、時期によって種類を変える可憐な高山植

物を見ることができるでしょう。5分ほど歩いたところで、“こだまの穴”

という意味をもつエコーロッホEcholochへ。ちょっと叫んでみてくださ

い。声がこだまになって良く聞こえるはず。左側には険しい岩肌をよじ

登るロッククライマーが見えるかもしれません。山の縁をさらに歩いて
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いくと、まもなくトムリスホルン山

頂へ登る階段に到着。ピラトゥスの

最高地点（2132m）にあたる頂上か

らはスイスアルプスの山々から、フ

ランスやドイツへと続く壮大なパノ

ラマを堪能できます。ピラトゥス山

で最も美しいといわれる夕陽は感動

の風景です。ここで折り返し、帰りは同じ道を戻ります。

バリエーション

山頂の岩山の中をくり抜いてつくられた

500mの道。太古の昔からピラトゥスに住ん

でいたという竜の伝説にちなんだ絵画が展示

されている。ホテル・ピラトゥス・クルムの展

望テラス裏からスタートして、ぐるりと回る

10分ほどのミニコースと30分の大回りコース

がある。ハイキング前にちょっと足をのばし

てみよう。

ピラトゥス登山鉄道 Pilatus Bahnen

アルプナッハシュタットから山頂へ

結ぶ赤く可愛い列車は、傾斜度最大

48％という世界一急勾配を登るラッ

クレール式登山鉄道。美しい木々の

間を抜け、花が咲く草原を越えると、

むきだしになった岩の世界。刻々と

変わる風景を眺めながら鉄道は山頂

へと結ぶ。冬期は雪のため閉鎖とな

るので、反対斜面をクリエンスから

結ぶケーブルを利用すること。

山頂ホテル Kulm Hotel 

1900年建立の伝統を誇る「ホテル・ピラトゥスクルム Hotel Pilatus

Kulm」は、往時の面影を残すノスタルジックな雰囲気が魅力。新しく建

てられた「ホテル・ベルビ

ューHotel Bellevue」ととも

に素晴らしい眺望が楽しめ

る。タイプの異なるレスト

ランがあり、ランチストッ

プに便利。宿泊すれば、朝

日や夕日に染まる山々を存

分に体験できる。

フレックミュンテック 

クリエンザーエック クリエンザーエック 

ピラトゥス・クルム 
2070m

トムリスホルン 

ルツェルン ルツェルン 
436m436m

クリエンス 
492mアルプナッハシュタット 

436m

ルツェルン湖 

1

2

■アルプナッハシュタット＝ピラトゥス・クルム（30分）

5月上旬～11月中旬

■クリエンス＝クリエンザーエック＝フレックミュンテック（30分）

■フレックミュンテック=ピラトゥス・クルム（6分）

通年（整備点検、悪天候による特別運休除く）

www.pilatus.chInfo

運行期間 

運行期間 

① ピラトゥス・クルム → トムリスホルン

中央スイス B ピラトゥス山
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30分　 初級　 春～冬

エンゲルベルクから空中ケーブルを乗

り継いでティトリスへ。ティトリス山

頂の駅から外に出ると辺り一面真っ白

な氷原が広がっています。良く整備さ

れた氷河の道を右側へ下っていくと、

右側には氷河の壁、正面にはまっすぐ

続く氷河の道が開けています。目標は

まっすぐ先にあるシュトッツィック・

エックStozig Egg。歩きやすく平らに

圧雪された道にはポールで分かりや

すい目印がついています。氷河上の

雪道を歩くため、しっかりとしたト

レッキングシューズは必要。平坦で

一直線の道が続くので、のんびりと

ウォーキングが楽しめるでしょう。

氷河の壁と道でひんやりとしたコー

スは、爽やかな空気に包まれていま

す。左側正面にどこまでも続くアルプスの山々、そして眼下にはエンゲ

ルベルク村の壮大な風景が望めます。絶好の展望ポイントであるシュト

ッツィック・エックに到着したら、同じ道を戻りましょう。

1

エンゲルベルク エンゲルベルク 
1002m1002m

ヨッホパス
2213m

エングス エングス 
テレンアルプ テレンアルプ 
1835m

トリュプゼー
1802m

ゲルシュニアルプ 

クライン・ティトリス 
3033m

シュタント 

ティトリス
 3238m

2

1

■エンゲルベルク＝トリュプゼー（20分）

■トリュプゼー=ティトリス（15分）

通年（整備点検、悪天候による特別運休除く）

www.titlis.chInfo

運行期間 

① ティトリス→シュトッツィック・エック
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1時間　 初級　 春～秋

ピラトゥス山へと向かう空中ケーブ

ルの途中駅フレックミュンテック。

ここはスイス最長の夏ソリコース

（スライドコースター）があり人気

のスポット。ハイキング前に試して

みるのも良いでしょう。ハイキング

は、レストラン前のケーブル駅横に

ある標識で確認してクリエンザーエ

ック方面にスタート。森林の中の下

り道をしばらく行くと、緑の牧草地

にでます。“ミューリメス Mülimäs”

と呼ばれる2つの小さな山小屋があ

り、時々ミルクを直売しています。

この辺りは春には野花、夏には高山

植物の花々が咲くポイント。さらに

下っていくと次の分岐点があるの

で、左側のスキーヒュッテ（小屋）

の方向へ。小屋はボランティアの

人々によって管理されています。こ

こで一休みした後、そのまま歩いて

いくと次の分岐点があるので、右側

の道へ。ヴィスバッハWissbachと

いう小川に沿って森林の中を抜けて

いきます。一帯はバーベキュー可能

なピクニックエリアでちょっとした

休憩も可能。さらに歩いていくと、宿泊施設「ナトゥールフロインデハ

ウスNaturfreundehaus」がある最後の分岐点です。標識に従って進み、

右側の小さな橋を渡った後、少し坂道を上るとクリエンザーエック駅に

到着。「レストラン・クリエンザーエック Restaurant Krienseregg」での

んびりと休みましょう。

フレッキ・ガウディ Fräki-Gaudi

フレックミュンテック駅横にある

“フレッキ・ガウディ”は、約1.4kmを

一気に滑り降りるスイス最長のスラ

イドコースター（夏ソリコース）。大

人も子供もＯＫ。（ 10月末～5月

頭まで）。一度体験すると、その爽快

感がやみつきに。回数券もあり。

休 

② フレックミュンテック→クリエンザーエック 中央スイス C ティトリス山



グレッシャーパーク Glacier Park

このコースの下には、氷河の上の万年雪でソリやエアーボード、スノー

チューブ、スノースクーターなど、無料で楽しめる “グレッシャーパー

ク”がある。暑い夏でもここはクールな銀世界。雪のスロープを一気に

滑り降りれば気分爽快！積雪や天候状況が悪くなければ、1年中毎日オ

ープン。ティトリス山頂から6人乗りチェアリフト“アイスフライヤー”

でアクセスできる。

氷河洞窟 Ice Grotto

ティトリス山頂駅にあるアイスグロット（氷河洞窟）で、氷河の中を歩

いて、万年氷に触れてみることができる。青白い光りで幻想的な雰囲気

が漂う氷の世界は感動的。

バリエーション

ティトリス山頂へ結ぶケーブルの途中駅にあたるゲルシュニアルプやト

リュプゼーの周辺は、春から秋にかけてハイキングが人気のエリア。と

くに6、7月には色とりどりの花が咲き誇ることでも知られています。ゲ

ルシュニアルプからウンタートリュプゼー方面のコース1、トリュプゼ

ーの湖畔をゆっくり歩いてまわる

コース2が“マウンテンフラワー

トレイル Mountain Flower Trail ”

としてオープン。高山植物の種類

の案内板が設置されています。

1時間30分ほどの簡単な道なの

で、ハイキング初級者におすすめ

です。
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50分　 初級　 春～秋

エンゲルベルクから空中ケーブルでリスティスへ上り、チェアリフトに

乗り換えて、ブルンニ山頂（標高約1860m）へ向かいます。リフトを下

りた横にある山小屋「ブルンニヒ

ュッテ」は、登山客用の簡易宿泊

施設とレストラン。パノラマテラ

スからはティトリス山を中心とし

た雄大な山の眺望が広がっていま

す。裏には、ハートの形をしてい

ることからハートの湖という名が

ついたヘルツリゼーHärzliseeがあ

り、静かな湖面に山々が映る様は

感動的な美しさ。ブルンニヒュッ

テを右手に見ながら、すぐ下の坂

を下っていきましょう。チェアリ

フトに沿って進んでいくと右側に

は森林、左側には牧草地が広がる

道へ。春には一面が黄色の花畑、

夏には高山植物が見られるポイン

トです。このコースは正面に万年

雪が美しいティトリスと中央アル

プスの山々を望みつつ、下る一本
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① ブルンニヒュッテ→リスティス

1

エンゲルベルク エンゲルベルク 
1002m1002m

ブルンニヒュッテブルンニヒュッテ
1860m1860m

リスティス
1605m

■エンゲルベルク=リスティス（5分）

通年（整備点検、悪天候による特別運休除く）

■リスティス=ブルンニヒュッテ（10分）

通年（整備点検、悪天候による特別運休除く）

www.brunni.chInfo

運行期間 

運行期間 

中央スイス C ブルンニ山
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道なので、迷う心配はありま

せん。途中、左手に一件の酪

農家の建物が見えますが、そ

のまま道に沿ってゆっくりと

下っていきます。周辺ではパ

ラグライダーも盛んで、カラ

フルな飛行を目にすることも

多いでしょう。眼下に約600m

の大きなソリコースが右へ左へとカーブしているのが見えてくれば、め

ざすリスティスはもうすぐ。さらに下っていくと、トランポリンやブラ

ンコなどそろった子供達の遊び場があり、リスティスへ到着。駅の横に

ある「レストラン・リスティスRestaurant Ristis」は広いテラスでくつろ

ぐ観光客でいつも賑わっています。

キッツェルプファート Kitzelpfad

今から100年以上前に、セバスチャン・

クナイプ神父が考案したクナイプ療法

は、水やハーブの力を借りて、人間に本

来備わっている自然治癒力を高めるとい

うもの。ブルンニ山頂にあるヘルツリー

ゼー Härzliseeの周りには、裸足で水や

土、小石などの上を歩くことで感覚を刺

激するという方法を取り入れたミニトレ

イル（約220m）がある。その名も「くす

ぐったい小道」という意味の「キッツェ

ルプファート」。湖の横のベンチのとこ

ろに荷物置き用の棚があるので、ここで

素足になって湖の周りの小道を歩いてみよう。砂利、小枝、粘土、丸太、

コルクなど感触の異なる道の上を歩いたり、水の中にひざまで入ったり

とユニーク。1周は約15分。水温は夏でも18度ほどと冷たいので、6～

9月の天気の良い日にどうぞ。最後に足を洗うための水道と足ふき用の

ペーパーも用意されている。
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Lausanne

VeveyMorges

Nyon

Genève

Aigle

Montreux
Les Diablerets

Château-d'Oex

GruyèresGruyèresGruyèresGruyèresGruyèresGruyères

シャトーデー シャトーデー シャトーデー シャトーデー 

レ・ディアブルレ ディアブルレ ディアブルレ ディアブルレ 
モントルー モントルー モントルー モントルー モントルー モントルー モントルー   モントルー   

ヴヴェイ 

ジュネーヴ ジュネーヴ ジュネーヴ 

ニヨン ニヨン ニヨン 

モルジュ 

ローザンヌ グリュイエール グリュイエール グリュイエール グリュイエール グリュイエール グリュイエール 

エーグル エーグル エーグル エーグル エーグル   エーグル   

レ・ディアブルレ周辺：P104～105
■イズノー→ピヨン峠

■レ・ディアブルレ→ピエール・ダール小屋

テーマ ナルシスの花畑を歩く：P106～109

テーマ ブドウ畑を歩く：P110～111

レマン湖地方
Lake Geneva Region

レマン湖周辺からジュラ山脈の南端の一帯を占めるヴォー州（レ

マン湖地方）は、“スイスのリビエラ”といわれるエレガントな湖水

地方、ジュラ山脈の麓で素朴な山里が点在するジュラ地方、雄大

な氷河を抱く山岳リゾートのアルプス地方、のどかな畑が広がる

田園地方という4つの異なる表情を持っています。昔から芸術家、

王侯貴族などが集まる場所で、今も古城や高級ホテル、有名人の

別荘が多いことでも知られています。とくに湖水地方では色あざ

やかな野の花が咲き誇る春のハイキングや、黄金色にきらめくブ

ドウ畑を歩く秋のハイキングなど、季節を感じる個性的なコース

が楽しめるでしょう。

www.myswiss.jp/area/08/Info
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う。ピヨン峠から村の方向へ150mほど歩

き、最初の小道を左側に入ります。道沿いに

歩いていくと氷河から流れる美しいダール

の滝へ。その後、何度も清流を渡りつつ、小

さな谷の中の道を進み村へと到着します。

7～8時間 中～上級 夏

村の中心を流れる川の源流へと向かう

上級者向きコース。駅から川に沿って

歩いていきます。クリュ・ド・シャン

Creux de Champへと続く旧道へ。い

くつかの小屋を過ぎた後、吊り橋があ

りますが渡らないで、左の木々に沿っ

て進みます。まもなく放牧地と離れ、

赤白の線が入った標識がある山道へ。

いくつもの沢を渡り、最初は森の中の

急な上り、その後、広い放牧地をジグ

ザグに上っていきます。氷河から流れ

る急流が越え、木々や草が少なくなっ

てくると岩場ゾーンへ。険しい道をあ

がっていくと、目的地であるピエール

ダール小屋Refuge de Pierredarが見え

てきます。登山小屋で宿泊することもできるので、一泊して翌朝、帰り

道を戻るのが良いでしょう。

Glacier 3000

ツァンフローラン氷河を中心にディアブルレ氷河など大小8つの氷河が連

なってできた広大な雪原「Glacier 3000」は、スノーアクティビティが、1

年を通して気軽に楽しむことができる。セルージュ山頂にはケーブルと

同じく有名建築家マリオ・ボッタが手がけたレストラン「Botta 3000」が0」が0

ある。www.glacier3000.ch

レ・ディアブルレ Les Diablerets

レマン湖地方アルプスの素朴な山村。奥の山の上に広がる標高3000mの

氷河群で小悪魔達（仏語でレ・ディアブルレ）が遊んでいたという伝説に

由来する。山や氷河など、周囲を豊かな自然に恵まれており、多彩なハ

イキングが楽しめる。
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1時間10分 初級 夏～秋

レ・ディアブルレの北にある小高い山

イズノーIsenauの中腹にあたるラ・マ

ルネーシュLa Marnècheへは約2時間

30分かけて歩いていくルートがありま

すが、ロープウェイでイズノー駅まで

上りましょう。途中、窓からはトゥー

ル・ダイからパラ山脈までの雄大なパ

ノラマや、谷に広がる牧草地で牛や羊

が放牧されているのどかな情景を楽し

むことができます。イズノー駅に到着

したら麓から上ってくるコースに合流してスタート。駅の上にある山小

屋レストランの下に続く歩きやすいルートをゆっくりと下っていきます。

一帯はアルペンローゼの群生が見られるポイント。40分ほど歩くと美し

いルトー湖 Lac de Retaudへ到着。木々に囲まれた湖は鏡のように静ま

りかえって、幻想的な雰囲気。目の前には Glacier 3000として有名なセ

ルージュScex Rougeの山頂も見えています。レストランもあるルトー湖

畔でゆっくりした後は、牧草地や森の中に続く小さなルートに沿ってハ

イキング。約30分でコル・デュ・ピヨン（ピヨン峠）に到着です。

バリエーション

ピヨン峠にはバス便が接続していますが、ダール川に沿ってレ・ディアブ

ルレ村まで歩く約1時間30分のハイキングを組み合わせても良いでしょ

レマン湖地方 Lake Geneva Region

① イズノー駅→ルトー湖→ピヨン峠

③ レ・ディアブルレ←→ピエールダール

エーグル エーグル 

グランコンパン 
4314m4314m

オルデンホルン オルデンホルン オルデンホルン 
3123m3123m

モンブラン 
4807m4807m4807m

キュラン キュラン 
2789m

ダン・デュ・ミディ 
3257m

レ・ディアブルレ 
3210m3210m

レ・ディアブルレ ディアブルレ 
1151m1151m

Glacier Glacier 
30003000

イズノー

ルトー湖 
ピヨン峠 

ピエールダール小屋 ピエールダール小屋 

ロイシュ 

1

2

レ・ディアブルレ周辺

■レ・ディアブルレ＝イズノー（13分）

12月中旬～4月下旬、6月中旬～9月下旬

www.diablerets.ch

■レ・ディアブルレ＝コル・デュ・ピヨン（14分）

通年 www.postauto.chInfo運行期間 

Info

運行期間 
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Theme Walk：ナルシスの花畑を歩く レマン湖地方 Lake Geneva Region

ナルシスの花畑を歩く

1

2

3
4

5
ヴヴェイ ヴヴェイ 

ブロネイ
シャンビィ 

ソンルー ソンルー 

レザヴァン レザヴァン 

モントルー モントルー 

ラリィ ラリィ 

レ・レ・プレイヤード プレイヤード 

レマン湖 

ヴヴァロン・ド・ヴィラール

シャトーデー方面 

ロッシェ・ドゥ・ネ

グリホン グリホン 

コー コー 

オー・ド・コー コー 

モンペルラン モンペルラン モンペルラン 

リヴィエラ地方に残る伝説の白い花

水仙によく似た可憐なナルシスNarcissesの花は、4月末から6月の初め

にかけて、丘一面に白く群生することから「五月の雪」と呼ばれ、昔か

ら愛されてきました。ベルエポック時代には、“スイスのリヴィエラ”

といわれるモントルー／ヴヴェイ地方のシンボルとしてナルシス祭りが

開かれ、世界中にナルシスの花が送られたといいます。近年、デリケー

トな花であるナルシスが減少し、絶滅が心配され始めたことをうけて、

1999年にはスイス景観保全基金の

指定プロジェクトとなり、地元に

保護協会（リヴィエラ・ナルシス）

が発足し、ナルシスの群生を守り

伝統の風景を取り戻すための活動

に取り組んでいます。

www.narcisses.ch

■
■
■

ナルシスの群生地

■1■ Mont Pèlerin（モンペルラン周辺）

■2■ Les Pléiades（レ・プレイヤード周辺）

■3■ Les Avants（レザヴァン周辺）

■
■
■4■ Caux（コー周辺）

■5■ Glion（グリオン周辺）

コー周辺 Caux

コー → パコ：1時間45分
Caux→ Paccot

モントルーからロッシェ・ド・ネ山

頂へ結ぶ路線上にあるコー駅から

スタート。テラス状になっている

高台なので、眼下にレマン湖、正

面にダン・デュ・ミディなどフレン

チアルプスの山並が広がるパノラ

マビューが自慢。お城のようなコ

ーパラスホテルの建物を見ながら、

その先の教会の脇の道を3分ほど

上ると、再び車道へ。さらに道に

沿って歩いて行き、小さなホテル

「オステルリ・ド・コー Hostellerie

de Caux」や小屋が見えてきたら

オー・ド・コーの駅はもうすぐ。季

節にもよりますが、もうナルシスはあちこちに咲いています。ここから

は電車の線路沿いに続くやや急な上り道。斜面に咲く美しいナルシスの

花々が楽しめるでしょう。そのままジグザグに登ること約15分で、ク

レ・ディ・ボー Crêt d’y Bau 駅へ。ナルシスが咲く斜面を見ながら、景

色の良いジグザグ道を上っていきます。2軒のシャレーを過ぎると道は

なだらかになりパコ駅に到着。線路を横切ると、左手にレマン湖を見下

ろし、右手にダン・ド・ジャマン Dent de Jaman の岩峰を仰ぐ広々した

牧草地に出ます。少しのんびりしたら、パコ駅から鉄道でモントルーま

で戻りましょう。

コーパラスホテル Caux-Palace Hôtel

20世紀初めに建てられ、多くの文人

や映画スター、王族、貴族などに愛

されてきたスイスが誇る豪華ホテル

だったが、二度の世界大戦のため、

ホテルとしての門を閉じて、戦後、

重要な会議などがおこなわれるコン

フェレンスセンターとなった。

4

今でもモントルー／ヴヴェイの上に広がる小高い山で、今でも美しい姿を見

ることができます。桜前線のように開花を予測することは難しいが、標高が

低い方から高い方へと順々に咲いて

いくので、高さを調節して群生地を

探してみれば、可憐な白い花畑に出

会えるでしょう。シーズン中は、地

元観光局や協会でガイドハイキング

が企画されているので、そのコース

に参加することもできます。

C Caux-Information



Theme Walk：ナルシスの花畑を歩く レマン湖地方 Lake Geneva Region

ナルシスの花畑を歩く

ロッシェ・ド・ネ Rochers-de-Naye

レマン湖とアルプスを見渡す眺望が

美しいロッシェ・ド・ネ。春にはまだ

雪が残っていることもあり、山の中

腹で“ナルシスの雪”を見た後に、

ここで本物の雪を体験することもで

きる。夏は高山植物やマーモットと

のふれあいが楽しめる人気スポット。

レザヴァン周辺 Les Avants

ソンルー ←→ セルニョール: 1時間30分 Sonloup ←→ Cergnaule

モントルーからシャトーデー方面に

向かうゴールデンパスラインの路線

に乗ってレザヴァンで下車。赤いケ

ーブルカーに乗り換えてソンルーま

で上りましょう。車窓からもすでに

ナルシスの花が見えています。ソン

ルー駅前の素朴なホテル・レストラ

ン「オテル・ド・ソンルー Hôtel de

Sonloup」を過ぎ、舗装の林道を道

に沿って歩いていきましょう。ナル

シスだけでなく可憐な野の花が、左

右に広がる丘を彩り、屋根の葺き方も独特な民家が点在する印象的な風

景が楽しめます。約20分で3方向に道が分岐するセルニョール。近くに

あるレストランで、一休みしたら同じ道を戻ります。

レザヴァン→ソンルー→レザヴァン: 1時間30分～2時間
Les Avants→Sonloup→Les Avants

レザヴァンからソンルーの一帯は、あちこちでナルシスの花が見られる

地域。中でもレザヴァンからソンルーまでケーブルカーに乗らずに上り、

ソンルーからル・キュブリィ Le Cublyを経由してレザヴァンまで結ぶ道

は“ナルシスの道 Le Chemin des Narcisses”と呼ばれる公式ルート。かわ

いらしいナルシスマークの標識が設置されています。

レ・プレイヤード周辺 Les Pléiades

レ・プレイヤード→ラリィ: 40分 Les Pléiades→Lally

ヴヴェイから小さな登山鉄道でブロネイを通り、レ・プレイヤードまで約

40分。時折、車窓からも美しいナルシスの野が見え隠れしています。

レ・プレイヤードに到着したら、山頂まであと少しなので上ってみまし

ょう。周辺には美しいナルシスの花

畑もあちこちに。素朴なレストラン

の奥にから続く道は、「天体の道（ア

ストロ・プレイヤード）」という周遊コ

ースになっています。スになっています。スになっています 山頂から駅に戻

り、線路を越えたら、ナルシスの花

が彫り込まれた木の標識があるの

で、小さなゲートを押して、下り道へ

と進みます。広い道に沿ってゆっく

りと下りていくと、やがて牧草地の

間の狭い道へと変わっていきます。

放牧されている牛たちのカウベルの

音が聞こえてくるかも。草原を越えると、今度は別荘など木造のシャレー

が建ち並ぶ道へ入ります。家々の前に広がる草地は、荒らされてないた

めナルシスの宝庫。私有地なので、許可なく中に入ることはできません

が、沿道から美しい花畑を楽しみましょう。しばらくするとラリィ駅に

到着。体力があれば、ブロネイのほうまで下りていく道に続けることも

できます。もし、時期が早くこのコースでまだ花の開花していない時は、

ラリィからブロネイのコースを歩けば、ナルシスに出会えるでしょう。

ブロネイ Blonay

ヴヴェイから約15分のところにある

ブロネイ。12世紀に建てられた美し

い古城を中心に古い住宅や別荘など

も多い。フレンチアルプスとレマン

湖という代表的な眺望が楽しめる。

ブロネイ駅からシャンビイ駅まで、動く鉄道博物館Chemin de fer-

musée Blonay-Chambyとして5～10月の土・日には蒸気機関車が運行。

シャンビイ駅の手前にある20世紀初頭の鉄道車庫では、蒸気機関車、電

車、トラムなどを見ることができる。www.blonay-chamby.ch

天体の道 Astro Pléiades

プレイヤードとは日本で昴またはプレアデ

ス星団と呼ばれている星。スイス人宇宙飛

行士クロード・ニコリエ氏が名付けた、天

体の遊歩道「アストロ・プレイヤード」が

ある。オブジェや観測器などが設置された

ミニコースは20分ほどで1周できる。

3

2
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Theme Walk：ブドウ畑を歩く レマン湖地方 Lake Geneva Region

ブドウ畑を歩く

レマン湖に広がる葡萄のテラス

スイス第2位のワイン生産量を誇るヴォー州（レマン湖地方）。中でも湖

の上に丘陵状に連なるラヴォー地域の風景の美しさは格別です。ブドウ

栽培農家のため畑の間を縫うようにつくられた道からは、広がるブドウ

畑とその奥にアルプスの山並、レマン湖のキラめく絶景が堪能できます。

そんなブドウ畑の道を、昔ながらの雰囲気を残す村を訪ねながら、お散

歩感覚のハイキングで楽しんでみてはいかがでしょう。とくにブドウ畑

が黄金色に染まる秋は感動的。9月頃から始まる収穫作業や収穫の祭に

も出会えるかも。もちろん、道の途中に点在している小さなワイナリー

や居酒屋に立ち寄ってみるのも地ワインを試してみるのもお忘れなく。

ローザンヌとモントルーの間の上に広がるワイン生産地域はラヴォーと呼ば

れています。ワインのボトルに書かれている地方や地区、村の名前などの産

地銘柄をアペラシオンAppellationといいますが、ラヴォーは「ヴヴェイ／モ

ントルーVevey-Montreux」「シャルドンヌChardonne」「サン・サフォラン

St.Saphorin」「デザレーDezaley」「エペス／カラマンEpesse et Calamin」「ヴ

ィレットVillette」「リュットリLutry」という7地区に分かれています。ハイキ

ングコースとしてラヴォー全体を貫通するローザンヌからシヨン城（約33km）

は約8時間35分のロングコースもありますが、地区ごとにある簡単コースか

ら歩いてみてください。

2 シャルドンヌ（ケーブル駅）←→シャルドンヌ駅：）←→シャルドンヌ駅：）← 45分

3 シェーブル駅→サン・サフォラン駅： 30分

3 シェーブル駅→リヴァ（港）：55分

4-5 エペス→デザレー→エペス：1時間15分

5 キュリー駅→エペス→リエ→キュリー駅：1時間5分

6 ル・シャトラール→アラン→グランヴォー→シュノー：40分

6-7 ラ・コンヴェルシオン駅→シャトラール→リュットリ：50分

6-7 ラ・コンヴェルシオン駅→グランヴォー：1時間5分

3 サン・サフォラン地区 St.Saphorin

シェーブル→サン・サフォラン→リヴァ：1時間10分
Chexbres→St.Saphorin→Rivaz

ヴヴェイから、Train des Vignes（ブド

ウ畑の列車）と呼ばれるローカル線

に乗ってシェーブルへ。駅を出たら

右の方向へ進み、ブドウ畑コースの

標識 Parcours des Vignes を確認し

てスタート。鉄道の下をくぐりシェ

ーブルの村へ。中央の通りをしばら

く歩くと道が2つに分かれるので、

リヴァRivaz方面を示す標識を確認し

て右側へ。ブドウ造り農家が点在す

る小道を過ぎると美しいブドウ畑の

入口です。そのまま標識に従って、サン・サフォラン村までブドウ畑の

間の散策を楽しみながら約30分の下り道。サン・サフォランは石畳の道

や石造りの教会が立ち並び中世の面影を残す小さなブドウ造り農家の村

で、アルプス、レマン湖畔、ブドウ畑の絵はがきのような眺望が広がって

います。います。います 村へ立ち寄った後は「ジルのブドウ園「ジルのブドウ園「 La Vigne à Gilles」があった

分かれ道の所まで来た道を戻りましょう。モントルー生まれの有名な詩

人、音楽家であったジャン・ヴィラール・ジルに捧げる記念碑がある小さ

なブドウ畑です。そこからリヴァに向かってまた見晴しの良いブドウ畑

の道を約30分。かわいい家々が並ぶリヴァ村を通り、道沿いにレマン湖

へと下っていきます。鉄道か湖船でヴヴェイやモントルーと結びます。

ワイナリー／パント　Caveaux / Pinte

レストランだけでなく、郷土料理とワインが楽しめるパントや、試飲や

直売をしているワイナリー（カヴォー）など各所で自慢の地ワインを味

わうことができる。ブドウの収穫が一斉

に お こ な わ れ る 秋 に は 発 酵 途 中 の

“Moutムー”を試してみては。甘いブド

ウジュースとワインの中間で、発砲酒の

ように舌ではじける感覚が特徴的。地元

産のサラミやチーズと一緒にどうぞ。

ヴヴェイ ヴヴェイ モントルー モントルー 

レ・プレイヤード 

1

2
3

45
6

ローザンヌ ローザンヌ ローザンヌ リュットリリュットリ ヴィレットヴィレット キュリー リヴァ リヴァ サン・サフォランサフォランサフォラン

シェーブル シェーブル シェーブル 

ラ・コンヴェルシオン コンヴェルシオン コンヴェルシオン 

フリブール方面 

レマン湖 

モンペルラン モンペルラン 

Vevey-MontreuxVevey-MontreuxV

ChardonneChardonneChar
St.SaphorinSt.Saphorin

DezaleyEpesse et 
CalaminVilletteVilletteVLutry
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■
■
■
■

■

■
■

■1■ ヴヴェイ／モントルー地区 Vevey-Montreux

■2■ シャルドンヌ地区 Chardonne 

■3■ サン・サフォラン地区 St.Saphorin

■4■ デザレー地区 Dezaley

■5■エペス／カラマン地区
Epesse et Calamin

■6■ヴィレット地区 Villette

■7■リュットリ地区 Lutry
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Swiss Hiking

スイスで出会う花・樹葉

野や山に咲く可憐な花々や木々の美しさで知られるスイス。四季折々に

感動的な出会いが待っています。春の花畑から小さな高山植物、秋の黄

葉や紅葉まで種類もいろいろ。その年の気候や標高によって時期は異な

りますが、旅の間にめぐりあう一期一会を楽しみしましょう。

プリムラ・アウリクラ：サクラソウ科

学名：Primura auricula 5月～6月

プリムラ・ヒルスタ：サクラソウ科

学名：Primura hirsuta 5月～7月

アルペンローゼ：ツツジ科

学名：Rhododendron ferrugineum 6月～8月

コッホ・エンツィアン：リンドウ科

学名：Gentiana acaulis 5月～8月

ソルダネラ・アルピナ：サクラソウ科

学名：Soldanella alpina 5月～7月
※別名でアルプスのベルと呼ばれている

エーデルワイス：キク科

学名：Leontopodium alpinum 7月～8月

高山植物

花 畑

レーヴェンツァーン（西洋タンポポ）：キク科
学名：Taraxacum officinale 4月～7月
※独語、仏語ともライオンの歯という意味

※ 別名でクーブルーメ（牛の花）と呼ばれている

ベルク・マルゲリーテ：キク科
学名：Leucanthemum adustum 6月～9月

トロールブリューメ：キンポウゲ科

学名：Trollius europaeus 5月～6月

ナルシス：ヒガンバナ科

学名：Narcissus poeticus 4月～5月 樹 葉
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山岳交通

●登山鉄道やケーブルは点検・修理のため1～2週間ほど不定期で運休す

る場合があるので注意

●強風に弱い空中ケーブルは悪天候の時に運休する場合があるので前も

って再確認

●夏は日が長く夜9時頃まで明るいため、感覚的に余裕だと思いこみ、

うっかり最終便に乗り遅れたりする危険があるので注意

健康管理

●疲れていたり体調を崩している時は無理をせずにあきらめる

● 登山鉄道やケーブルなどで一気に高度をあげたりすると高山病になる

こともある（とくに風邪気味だったり疲れていたりする時）。とにか

く気分が悪くなったら下山して静かに休むこと。耳がおかしくなるこ

とがあるが、標高に慣れてくると自然と治るので、無理な耳ぬきはし

ないように

●ケガや捻挫などは良くあること。簡単な応急処置で対応できないもの

は、地元の病院へ。医療費は本人の全額負担となるので旅行保険に入

っておく方がよい

環境・マナー

山岳地域では企業、住民がアルプスの自然にできる限りの配慮をしてい

ます。自然を楽しみにハイキングをする旅行者が、自然を壊すようなこ

とは避けるようにしてください。

●タバコの吸いガラやゴミを捨てたりしない

●ほとんどが保護されている種なので、むやみに高山植物を摘み取った

り踏んだりしない

ハイキングコース

●コース途中にトイレ休憩などをとれる場所がないルートも多いので、

出発前のケーブル駅、レストランなどですませておくこと

●山の天気は変わりやすいもの。天気の悪い時に中上級コースはさける

●ハイキングコースとして道は整備されている。コースをはずれて山の

斜面を歩いたりするのは危険

●疲労防止のためにも、適度な水とともにチョコレートや飴などでこま

めに栄養補給するとよい

ハイキングの注意とアドバイス
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