ファンタスティック街道
バーデン・ヴュルテンベルク州で
見逃がせない１０のハイライト

花の島マイナウ

花の島マイナウ

メーアスブルク

マイナウ島は四季折々の美しい花を楽しむことができる、ボーデン湖に浮 か
ぶ島です。150 年にわたって島には多種多様な植物が集められました。 マイ
ナウ島が花の島として知られるようになったのは、スウェーデン王家 の家系
をルーツに持つ、レナート・ベルナドッテ伯爵の功績です。彼の子 孫たちは
現在も島にあるバロック様式の城に居住しています。 島は温暖な 気候で、
ドイツでは珍しいヤシやシトラス類も生育します。3 月から5 月 にかけては
温室で蘭が楽しめます。数千種類のチューリップが春を告げま す。数百種類
のシャクナゲ、薫り高いバラ、多年生草木や色とりどりのダ リアなどが順次
咲き乱れます。陸の花々のみならず、20 種類近い水連や蓮 など水辺の花々
も見られます。島のレストランでは花をテーマにしたラン チや美味しいケー
キとティータイムも楽しめます。

メーアスブルクは花の島マイナウ島とボーデン湖を挟んで対岸にある街です。
フェリーを使って船でマイナウ島へ向かうのもお勧めです。ボーデン湖のドイ
ツ側南向きの斜面一面にブドウ畑が広がる、良質の白ワインの産地です。州立
醸造所では、ほかでは入手困難な貴重なバーデンワインを購入できます。湖畔
に面した下町と丘の上の上町から成り立っています。湖畔のプロムナードは湖
からの眺めが美しく、お土産物やレストラン、カフェが立ち並ぶリゾート感
いっぱいの観光地です。アルテスシュロス（古い城）を中心とする上町の方が
歴史的に古く、二つの地区を繋ぐ坂道（シュタイク通り）付近は色鮮やかな美
しい木組みの家が軒を連ねます。マルクト広場近くの蔦が絡まる フォトジェ
ニックなホテル・レーヴェン（獅子亭）があります。向かい側は1250 年から
続く歴史ある有名なワインレストランツム・ベーレン です。

メーアスブルク

www.meersburg.de/en/

www.mainau.de/en/

ブライザッハ
ブライザッハはフランスとの国境の街です。街の象徴ミュンスター大聖堂
が立つミュンスターベルクの丘から、街の全体が見渡せます。西にフラン
ス側のヴォージュ山脈、東にドイツ側の黒い森と２つの高地に挟まれた、
ライン川が流れる低地です。このあたりでは珍しい火山が作った地勢です
が、約4000 年前から人が住んでいます。太陽王と呼ばれたルイ16 世の時
代はフランス領でした。この時代の凱旋門が街の中に残っています。ドイ
ツ側からも、フランス側からも鉄道、バスまたクルーズ船でアクセスしや
すい街です。アルザスのコルマールに向かう道の途中の街、ヌフ＝ブリ
ザックと2008 年から姉妹都市です。近くのカイザーシュトゥールは有数
のワイン生産地です。ワインセラーの訪問、テイスティング、ブドウ畑の
散策など、ワイン好きな方々には楽しみがたくさんあります。

ブライザッハ

バーデン・バーデン

コンスタンツ

バーデン・バーデンはヨーロッパの夏の首都とも呼ばれる、エレガントな国
際都市です。街の規模は大きくありませんが、世界的に有名な音楽会をはじ
め展示会や国際会議が多く開かれます。2500 席を持つフェストシュピール
ハウスはドイツ国内有数のオペラハウスです。黒い森のおひざもとで、街に
は自然があふれています。温泉保養地としてもよく知られていて、水着を着
て気楽に楽しめるカラカラテルメ、ローマ時代からの歴史を感じさせるフ
リードリッヒ浴場と2 つの趣の異なった温泉施設があります。隣接するフラ
ンス料理の影響を大きく受けたグルメの街でもあります。街の周辺に広がる
ブドウの栽培地は、人気のブドウ品種リースリングの産地です。おいしいワ
インと美食、一流の芸術と高級ショッピングが楽しめる世界中のセレブにも
知られた休暇地です。

コンスタンツの旧市街には洗練された博物館が多く立ち並びます。歴史的
な出来事が実際に起こった場所で、歴史を体感することができる街です。
過去の出来事から未来を探索する手がかりが得られる、芸術文化の宝庫で
す。ボーデン湖畔最大の街コンスタンツではショッピングはもちろん、
様々な水辺のアトラクションも体験することができます。カフェ、ワイン
バー、レストランではこの町ならではの食材が楽しめます。山の産物ワイ
ンから湖の恵みである魚と山海の食材に出会うことができる町です。街と
自然、水辺と市場、といったコントラストが楽しめ、またお祭りや各種の
イベントが多く開催されます。コンスタンツは一年365 日、花が咲き乱れ
る春、吹く風が心地よい夏、黄金の秋そしてロマンチックな冬と四季折々
の魅力を持つ街です。

www.baden-baden.com/en

バーデン ・ バーデン

www.constance-lake-constance.com/

www.breisach-urlaub.de

ティティーゼー

ゲンゲンバッハ

チュービンゲン

ティティーゼーは黒い森高原地方観光のハイライトです。太陽は山の稜線
に登り、森の木々の間に沈みます。 爽やかなそよ風が吹く高原です。森、
湖、川のせせらぎ、滝、伝統工芸。そして自然の恵みの味といった、黒い
森の魅力のすべてがここに詰まっています。森の木を使って、長い冬の間
の家内産業として発展したカッコウ時計は、マリー・アントワネットがフ
ランスへお輿入れする際や文豪ゲーテが旅した街道に乗って世界中に広ま
りました。名産の燻製生ハムやサクランボケーキは、この地方ならではの
味です。高低差の少ない初心者向けのハイキングルートがたくさんありま
す。湖のクルーズ、湖を巡るSL, 気軽に山に登れるケーブルカーと多様な
交通手段が整備されています。湖畔のプロムナードの散策やカフェで一休
みと、ゆっくり時間をかけて滞在したい観光地です。

ゲンゲンバッハは言葉なしに美しい小さな街です。木組みの家、城門、塔、
街を巡る路地と小道、街を流れる小川のせせらぎと、気軽に散策が楽しめま
す。街の中心マルクト広場には、アドヴェントカレンダーで有名な市庁舎が
立っています。12 月に入るとクリスマスまで毎日一つずつ市庁舎の窓が開
き、クリスマスまでの日を楽しみに待ち望みます。テーマは年によって異な
ります。いままでにシャガールやアンディ・ウォーフォールといった有名
な芸術家の作品が取り上げられました。2020 年はサン・テグジュペリ作の
「星の王子様」がテーマです。良く知られた作品が暖かなライトに照らされ
た窓に浮かび上がります。このあたりにはバーデン地方の料理や特産のワイ
ンが楽しめるレストランが集まっています。フランスとの国境が近く、料理
のおいしい街としてもよく知られています。

チュービンゲンは1477 年設立9 人のノーベル賞受賞者を輩出した名門大
学、またドイツ最古の大学の一つ、チュービンゲン大学がある大学町で
す。チュービンゲンは知識と知能の街ともいわれます。大学の施設は丘の
上の城をはじめ、町中の建物に分散しています。旧市街は第二次世界大戦
で破壊されていません。中世の雰囲気を残す旧市街と大学町ならではの躍
動する若さを併せ持ち、ドイツ人が住んでみたい街の上位にランクされて
います。街の中心をネッカー川が流れ、シュトッハカーカーンと呼ばれる
小舟での遊覧が風物詩です。12 月のクリスマスマーケット時期に開かれ
る”チョコラート“ChocolART”は世界最大級のチョコレートのお祭りで
す。合わせて旧市街の歴史的な建物がプロジェクトマッピングで彩られま
す。舌にも目にも楽しいチュービンゲンを代表するお祭りです。

ティティーゼー

www.gengenbach.info/

コンスタンツ

www.tuebingen-info.de/en

www.visitblackforest.info/

メーアスブルク
バーデン・バーデン

コンスタンツ

ホーエンツォレルン城は1 千年の歴史を持つプロイセン王、ドイツ皇帝の
城です。最初の城郭は15 世紀に壊され、18 世紀には一時期廃墟となりま
した。19 世紀にフリードリッヒ・ヴィルヘルム4 世によって現在の姿に再
建された、ホーエンツォレルン家の子孫個人所有の城です。近くのヴュー
ポイントから丘の上に立つ美しいお城の姿が望めます。豪華絢爛な伯爵の
間、青のサロンやフリードリッヒ大王のたばこケース、王の冠、甲冑など
プロイセン王家所有の宝を集めた宝物庫と、お城の内部も見ごたえがあり
ます。クリスマス時期には城内でクリスマスマーケットが開かれます。現
在の城主ゲオルク・フリードリッヒ・フォン・プロイセンはビール醸造を
学び、2017年からお城でビール造りを始めました。夏には城内のビアガー
デンの菩提樹の木陰で、プロイセンピルスナーを楽しめます。

チュービンゲン

www.burg-hohenzollern.com
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絶景の中でピクニック
ワイン畑をハイキング

ヴァインハイムはドイツ旅行の出発点であるフランクフルト空港から、ファン
タスティック街道への入り口です。人気の観光地ハイデルベルクの北15 ㎞の
ところに位置する愛らしい街です。初夏から秋にかけては、街の中心にあるヘ
ルマンスホーフ植物園の藤棚の道が見事です。淡い紫色の藤の大きな房は見ご
たえがあります。川辺のゲルバーフィアテル（皮なめし職人たちが住んでいた
地区）には、趣のある木組みの家が多く残っています。ロマンチックな雰囲気
を持つ街の散策にお勧めの地区です。旧市街の中心にあるマルクト広場にはレ
ストラン、ビストロやカフェが集まっています。ドイツの郷土料理だけでな
く、イタリアンや各国料理も楽しめます。日本ではなかなか味わえない、バー
デンワインを楽しめるワインレストランもたくさんあります。

ゲンゲンバッハ

花の島マイナウ

ホーエンツォレルン城

ホーエンツォレルン城

www.weinheim.eu/
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ヴァインハイム

絶景の中でピクニック

ホーエンツォレルン城

ワイン畑をハイキング

ファンタスティック街道

モデルコース

ファンタスティック街道は、南西ドイツの個性的な10都市を結ぶ街道です。街道とは言っても、決まった「道」があるのではありませ
ん。巡り方は旅する人の自由です。ファンタスティック街道の北の街ヴァインハイムと、南の外れのボーデン湖を結ぶとおおよそ400㎞
です。フランクフルトへ飛んで北から南へ旅することも、バーゼルやチューリヒから北の街を目指すこともできます。ファンタスティ
ック街道の10の都市を結べば、クリスマスマーケットから中世の街並み、お城まで、王道のドイツを感じる旅ができます。木組みの家
並、温泉療養地、ワイン、ドイツ皇帝の城、黒い森、ボーデン湖に浮かぶ花の島とドイツのすべての魅力がここにあります。目だけで
なく舌をも楽しませてくれるグルメレストランや、高級リゾートホテルの設備も整っています。文豪、音楽家、文化人の足跡も多いと
ころです。彼らはファンタスティック街道の魅力に魅せられて、たくさんの作品を生み出しています。

ヴァインハイム

ホーエンツォレルン城

マンハイム

ツアー１

ハイデルベルク

クリスマスマーケット巡り

ゲンゲンバッハ→ティティゼー（106㎞）→コンスタンツ（95㎞）→ホーエンツォレルン城（125㎞）

コンスタンツ

ゲンゲンバッハ：市庁舎の窓を使った世界最大のアドヴェントカレンダー
ラヴェンナ峡谷：森の中のクリスマスマーケット 時間によって色が変わる鉄道高架橋のイルミネーションはまるで光
の海に沈んでいるよう
コンスタンツ：ファンタスティック街道で一番大きなマーケット 雑誌GEOでドイツのクリスマスマーケットベスト10
に選ばれた ボーデン湖畔から旧市街にかけて光あふれる美しい伝統的な小屋が立ち並ぶ
ホーエンツォレルン城：王家のクリスマスファンタジーは毎年12月のアドヴェント期間中開かれます。お城内部見学も
可能です。
中庭に立つ小屋ではクリスマス時期ならではの食の食べ歩きが楽しめます。レストランではクリスマス特別メニューが
提供されます。

ツアー２

カールスルーエ

バーデン・バーデン

ワインの産地巡り

シュトゥットガルト

テュービンゲン

ヴァインハイム→ブライザッハ（221㎞）→メーアスブルク（164㎞）

ティティーゼー

ドイツ語でワインはヴァイン 街の名前の通りヴァインハイムは貴重なバーデンワインが味わえる街
ブライザッハはドイツ有数のワイン産地カイザーシュトゥールのおひざ元 ワインのほかスパークリングワイン「ゼク
ト」も有名 ワインセラー巡り、ブドウ畑のハイキングやブドウ収穫用のトラクター試乗
メーアスブルクの州立醸造所見学と質の良いバーデンワインの試飲

ラヴェンナ渓谷のクリスマスマーケット

ゲンゲンバッハ

ウルム
ホーエンツォレルン城

ブライザッハ
ティティゼー

ツアー３

ファンタスティック街道

文化巡り

マイナウ島

バーデン・-バーデン→チュービンゲン（142ｋｍ）→マイナウ島（149㎞）

メーアスブルク

ドイツ有数の温泉地バーデン・バーデンで世界のセレブをも魅了する温泉文化を体験
有名な詩人、哲学者を多く輩出しているチュービンゲン大学の博物館には、近くのユネスコ世界遺産「氷河期時代の洞
窟」から出土した「彫刻作品」が展示されている
花の島マイナウでガーデン文化を堪能 バラの月と呼ばれる6月には1千種以上もの花の女王が咲き乱れる

コンスタンツ

ゲンゲンバッハ

チュービンゲン

花の島マイナウ

ブライザッハ

バーデン ・ バーデン

ヴァインハイム

