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ýerná v Pošumaví, Volary, Passau

16 22 25
景や遠い昔の記憶を秘めている多くの遺産が存在してい
ます。モルダウ川とクシェメシュスキー・ポトク
(Kremezsky potok) 沢の合流地点近くの高い崖に中
世の巨大でロマンチックなディフチー・カーメン (Divci
kamen) 廃墟があります。ズラター・コルナ (Zlata
Koruna) 市に行くと、南ボヘミアでゴシック式建築物
としては最も美しいとされる旧シトー修道会の修道院、
印象的なジーモフ (Rimov) の25か所の巡礼がご覧にな
れます。川下り愛好家だけでなく、歴史好きな人もよく
知るチェコ共和国内で最南の町、ヴィシー・ブロッド
(Vyssi Brod) 市にはこの地方の支配者ロジュンベルク
貴族が13世紀に設立した修道院があり、この修道院は南
ボヘミアで最も美しく最高の遺産に数えられている他、
ロジュンベルク家のお墓としても利用されています。
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a savings of 50%
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The Český Krumlov Card
opens four doors
to discover the town
four ways
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Holašovice

More details can be found at:

冬のスポーツが好きな方のためにモダンなスキーセンタ
ー、スキーアリーナ・リプノ (Skiareal Lipno) がご
ざいます。お子様連れのご家族やスキー合宿は特に歓迎
です。宿泊総人数3500人の大きさで、冬の快適な休暇を
過ごしたい方の大部分を収容可能です。スキー上級者に
は少し離れたオーストリアのスキーセンター、シュテル
ンシュテイン
(Sternstein)、
シェーンエーベン
(Schoneben)、そしてホフフィフト (Hochficht) をご紹
介します。クロスカントリーをされる方には、シュマヴ
ァ(Sumava)国立公園やリプノ (Lipno) ダム周辺何百
キロにも及ぶクロスカントリーとスケート用のコースが
お勧めです。これらのコースのスタート地点にはたいて
い車か電車で行けるため便利です。最近注目を集めてい
るのが、この地域の何キロも続く長いスケートコースで
す。凍ったリプノダム上のこのコースはスケーターには
もちろん、ベビーカーを押しながらスケートを楽しみた
い家族にとってもうってつけの場所です。ダムの平らな
氷面はクロスカントリースキーやハイキングの方にも好
まれています。

www.ckrumlov.cz/card

12
11

Otáčivé hlediště

Castle Český Krumlov
(Castle Museum and Castle Tower)
Regional Museum
Museum Fotoatelier Seidel
Egon Schiele Art Centrum

Kaplice, Linz

チェスキー・クルムロフからたった20キロの所にチェコ
共和国内で最大の水面積を持つ（4870ヘクタール）リプ
ノ (Lipno) ダムがあります。このダム池では様々な
スポーツが楽しめ、レクリエーション地として有名なた
め、水遊びや水上スポーツ好きな方の拠点としてもチェ
スキー・クルムロフを利用していただく事ができます。
魚釣りをするにはまさに天国、ヨット乗りには経験者・
初心者を問わずヨットやいかだ船の貸出サービスがござ
います。足漕ぎ船、電池モーター付きの船やボートの貸
し出し店も数多くあります。また、このダムはウィンド
サーフィンやカイトサーフィンの愛好家にもたいへん人
気です。自分で道具を持ち込む経験者はもちろん、イン
ストラクター付きで試してみるだけの初心者も、誰もが
満足するに違いありません。
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TRANSPORT
ACCOMMODATION
EATING OUT
PLACES TO VISIT
CULTURAL TIPS
PHOTOGALLERY
MAPS
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www.ckrumlov.cz

www.ckrumlov.cz/transport
www.accommodation.ckrumlov.cz
www.gastronomy.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/sightseeing
www.ckrumlov.cz/highlights
www.fotogalerie.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz/maps

Infocentrum Český Krumlov / Náměstí Svornosti 2 / 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 621-2 / Fax: +420 380 704 619 / E-mail: info@ckrumlov.cz
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Rožmberk nad Vltavou,
Vyšší Brod, Lipno, Linz
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時代の跡を追って…
1 お城・シャトー
この城はヨーロッパ中を見渡してもプラハ城に次いで2番
目に広いお城であると同時に、町の主な見どころで建築
記念物でもあります。二つのガイド付き見学ルートでは1
6世紀から19世紀にかけての内装をはじめ、塔の頂上から
の景観、五つの中庭、お堀に住む熊、そして全世界で唯
一の当時のままのバロック時代の劇場がご覧いただけま
す。2011年より、第二中庭に年中無休の観光情報センタ
ーと城の博物館が新しくオープンする予定です。広大な
城の裏手には、一部にロココ様式を含む豪華なバロック
式庭園もございます。庭園内にはベラリア東屋や階段状
噴水がございます。
インフォメーション： +420 380 704 711

2 聖ヴィート教会
後期ゴシック時代の大聖堂です。赤い屋根の上に白く細く
輝く塔は、城の塔と供にチェスキー・クルムロフの町の独
特なシルエットを作り上げています。三翼形大聖堂建築を
堪能できる他、15世紀前期のゴシック時代フレスコ画や精
細なアーチ、前期バロック時代の祭壇、またはルネサンス
式の墓石もご覧いただけます。

3 セイデル写真博物館
20世紀の写真撮影の開拓者ヨゼフ・セイデル写真家のアト
リエは、修復こそされていますが当時のまま残されており
、驚きと共に「一体今年は何年だったかしら？」と思わず
にはいられないお客様は少なくありません。展示物はすべ
て当時の物でありながら、まだ利用可能なものばかりです
。写真機、拡大機などが所蔵されています。当時の美しい
写真や絵葉書、オリジナルのガラスネガやセイデルの個人
所有物が、２０世紀初頭の良き時代、第一チェコ共和国時
代を思い起こさせてくれます。
インフォメーション： +420 380 712 354

4 郷土博物館
３万４千個以上の展示物が、町とその周辺の豊かで長い歴
史を物語っています。旧イエズス会経営の高校として建設
された市内最古のバロック式建築物は2010年6月、改装を
終えて再オープンいたします。再開に際して、チェスキー
・クルムロフ市設立700周年を祝う展示会が催されます。
インフォメーション： +420 380 711 674

5 町のガイドツアー
プロのガイドが歴史や現代の面白い話を交えながら、市内
の最も美しい場所、最も興味深い場所へご案内いたします
。町の持つ神秘的な雰囲気がより一層深くなる夜のツアー
もお勧めです。ガイドツアーは主だった世界共通語によっ
て行われます。インフォメーション： +420 380 704 622

6 オーディオガイド
独り歩きが好きな方にはオーディオガイドを片手に町を歩
かれることをお勧めします。コースも時間も自由気ままな
一人歩きが可能です。オーディオガイドはインフォメーシ
ョンセンターにて借りることができます。
インフォメーション： +420 380 704 622

7 いかだで観光
いかだに乗って“水の中でも濡れない”特別な町の観光ツ
アーを楽しみませんか。在りし日の筏師の衣装を身にまと
ったガイドの解説を聞きながら旧市街の中を愉快に蛇行し
ているモルダウ川から町を望み、川からしか見る事のでき
ない素敵な町角をご覧いただけます。
インフォメーション： +420 380 712 508

静かに、ミューズの神々が語っている…
8 エゴン・シーレ アートセンター
エゴン・シーレ (1890-1918) の表現主義派の画家の名前
を冠した広大なルネサンス様式の建物にあるアートセンタ
ー（もと市営ビール醸造所）では世界の有名な画家の作品
を展示しています。エゴン・シーレ氏のグラフィックアー
トや水彩画は常展されています。3000平米に及ぶギャラリ
ーはサルヴァドル・ダリ、
マルク・シャガール、
アンディ・ウォーホル、オスカル・ココシュカなどの有名
画家の作品が展示されている事で有名です。
インフォメーション： +420 380 704 011

9 国際アートギャラリー・チェコ文化ギャラリー
お城の第二中庭にあるバター倉庫 (Maselnice) と第四中庭
にあるヴァーツラフ王の地下倉庫 (Vaclavsky sklep) のギ
ャラリーでは彫刻やデザインも含めたあらゆる芸術分野の
作品をご鑑賞いただけます。
インフォメーション： +420 380 715 753

10 写真ハウス
このギャラリーは、写真愛好家の間でチェスキー・クル
ムロフが大変人気である事を物語っています。主に現代
のチェコ人写真家の作品が展示されていますが、他にも
忘れてはならないのは常展のヤン・サウデックの絵や写
真、アルフォンス・ムハ（ミュシャ）のポスター、サル
ヴァドル・ダリの作品たちです。
インフォメーション： +420 380 712 206

博物館、地下
11 おとぎ話の家－人形博物館
子供たちはもちろんのこと、同伴者、大人も200体以上の

人形展示をお楽しみいただけること間違いありません。
マリオネット個体毎の展示だけでなく、歴史上のできご
とやお祭りの再現、1815年製の自動おもちゃ劇場もご覧
いただけます。インフォメーション： +420 380 713 422

12 マリオネット博物館

もと聖ヨシュトバロック式教会の屋根裏にあるこの博物
館では、昔のマリオネットや劇に使用する背景の他に国
民マリオネット劇場所蔵の木彫刻の素晴らしい作品も展
示されています。マリオネットたちは夢見るような子供
と大人の目をお待ちしています・・・。
インフォメーション： +420 380 711 175

13 建築史・工芸博物館

修復士の目で見たチェスキー・クルムロフの各家に関す
る資料が展示されています。普段見過ごしてしまうよう
な建築のディテールも説明によって歴史と関連づけられ
、大変興味深いものとなります。この展示は一般生活の
中にある物に不思議を発見させてくれるでしょう。また
、専門家による講演や中世音楽のコンサートなどもこの
建物内で行われています。
インフォメーション： +420 380 711 681

14 拷問博物館
ここでは人間が人間にさせられると思えないほど無慈悲
な技が紹介されているので、訪れる人は中世の重苦しい
空気を吸い込むことになるでしょう。親指つぶし、骨折
車などの拷問具に蝋人形が置かれていることでより実感
を伴う展示になっています。
インフォメーション： +420 380 766 343

15 ワックス・ミュージアム－蝋人形博物館

中世の飲み屋や錬金術師の作業場に紛れ込んだり、中世
の職人の技をのぞくといった、この博物館ならではの体
験ができます。また博物館では、有名なロジュンベルク
貴族の一人ペトル・ヴォック、ヴァーツラフ・ハヴェル
大統領, T.G. マサリク初代チェコ大統領、ヤン・パヴ
ェル2世、マイケル・ジャクソンなどの蝋でできた著名
人との出会いが待っています。
インフォメーション： +420 380 712 236

16 石墨鉱山
かつての石墨鉱山の見学は神秘的な雰囲気や冒険感を与
えてくれます。広大な鉱山の見学は子供連れの家族でも
楽しんでいただけます。ヘルメットやつなぎを着用し、
鉱山鉄道に乗ったり、徒歩で近代の石墨採鉱歴史をたど
ったりします。 インフォメーション： +420 380 711 199

17 ビール醸造所見学

1560年まで遡るエッゲンベルクビール製造の歴史の秘密
を垣間見ることはビール愛好家だけの喜びではありませ

ん。見学にはガイドによる詳しい解説に加え、ビール工
場見学に欠かせない未殺菌処理状態のビール試飲をお楽
しみいただけます。
インフォメーション： +420 380 711 426

18 天文台・展望台クレチ（Klet）
ブラネンスキー・レス (Blanensky les) 山脈の最高蜂ク
レチ (Klet) （標高 1083 m） の山頂では星に近づく事が
できます！チェコ最高標高を誇る天文台では天文台見学
や天体観測が可能です。山頂の展望台に上ると、晴天時
にはアルプス山脈まで見渡せます。山頂まではロープウ
ェイ（ホルボフ（Holubov）駅から）に乗って上ることも
可能ですが、チェスキー・クルムロフから歩いても1時間
半しかかかりません。 インフォメーション：天文台
+420 380 711 242; 展望台 +420 724 700 300

クルムロフでもスポーツを
19 ゴルフ
町の中心からたった５km程行ったスヴァホヴァ・ルホト
カ (Svachova Lhotka) 市の、18ホールのゴルフコース
がゴルフ愛好家の皆様をお待ちしています。快適なひと
ときを過ごしていただく為、このクラブにはウェルネス
の他、南ボヘミアスタイルのレストランを含むホテルも
ございます。インフォメーション： +420 606 754 570

川下り
川とその周辺の建築物の美しさを同時に堪能するにはカ
ヌーまたはラフトに乗って川を下る以外ないでしょう。
ヴィシー・ブロッド (Vyssi Brod) からチェスキー
・クルムロフ (Cesky Krumlov) まで、 またはズラ
ター・コルナ (Zlata Koruna) を経由してボルショフ
(Borsov) まで更にヴルタヴァ川を下る事が可能です。
ボート・道具を貸出しいたします
インフォメーション： +420 380 704 622

サイクリング
シュマヴァ (Sumava) 山脈の麓にある穏やかな丘陵は
サイクリングロードがたくさんあり、サイクリング天国
と言えるでしょう。大変人気のコースとしては、ボレテ
ィツェ (Boletice) 軍隊訓練地区、リプノ (Lipno)
ダム南岸、クレチ (Klet) 山が挙げられます。たいてい
のコースでは美しい自然や文化遺産を望みながらのサイ
クリングが楽しめます。自転車レンタル店や修理店もた
くさんございます。
インフォメーション： +420 380 704 622

テニス、スカッシュテニス、水泳、ボーリング
寒い時もあいにくの雨の時もチェスキー・クルムロフで
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余暇を満喫していただくために、室内スポーツ施設も充
実しています。テニス愛好家には室内外のテニスセンタ
ー、町の中心から数歩の所にはスカッシュテニスセンタ
ーがございます。ここにはスカッシュコート3面、フィ
トネスやサウナ、25メートルの室内プールや子供用プー
ルがあります。夜は8レーンのボーリング場でお楽しみ
ください。インフォメーション：+420 380 704 622

乗馬やスクーターの旅
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チェスキー・クルムロフの町の面積は決して広くはあり
ませんが、興味を引くものが数多くあるため多くの旅行
者の足が疲れるようです。幸いなことに町とその周辺を
疲れを知らずに見て周る方法がいくつかございます。車
が好きな方は四輪車、スクーター、またはセグウェイも
この機会に試してみませんか。アクティブな方にはキッ
クボードでのクレチ (Klet) 山頂からの滑走をお勧め
します。また、チェスキー・クルムロフでも例に漏れず
馬の背中からの眺めが最高です。地元の乗馬クラブが乗
馬での自然散策をアレンジします。
インフォメーション： +420 380 704 622

その他のお勧め
以下の興味深いイベントや祭り、文化行事のリストがチ
ェスキー・クルムロフへいらっしゃるきっかけになれば
幸いです。2月には旧市街の通りを民衆の楽しげで伝統
的な謝肉祭パレードが練り歩き、文化シーズンは「魔法
のクルムロフ」祭りで幕を開けます。一番人気の祭りと
しては間違いなく、6月、夏至に合わせて行われる時代
まつり「五弁薔薇の祭り」が挙げられるでしょう。初夏
に開催される「室内音楽祭」、それに「古代音楽祭」が
続き、「チェスキー・クルムロフ国際音楽祭」は国際的
にも有名な文化行事となっています。夏期は屋外の回転
客席劇場で様々な劇をお楽しみいただけます。季節が夏
から秋に代わる頃、人気高い「聖ヴァーツラフ祭り」が
行われ、文化的で美食的な体験ができるでしょう。それ
以外にも「バロック芸術祭」、ズラター・コルナ修道院
の「ロイヤル音楽祭」、EKOFILM映画祭、「ヨーロッパ
文化遺産の日」、「障害者の日－バリアフリーデー」、
「ジャズ音楽祭」などなどチェスキー・クルムロフを訪
れる機会はたくさんございます。

郊外
山歩き
クルムロフ一帯も南ボヘミアの一部として、いわば山歩
き天国であると言えるでしょう。そこには美しい自然風
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地図のリンク
お子様でも楽しめます

年中無休
ガイド付き
Český Krumlov Card

