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●夏期、スキーリフトは運行停止になっているが、

現在位置を確認する時に役立つ。

●山のレストランはシーズン始めや終わりの時期、

休業の場合もある。登山電車の駅などで確認しよ

う。

コースデータ～凡例
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＜標準歩行タイム＞

平均的な休憩時間を含めているため、標識の時間

と必ずしも一致しない。

＜健脚度＞

 　　★ 初級者向き

 　★★ やや健脚向き

 ★★★ 健脚向き

ハイキング地図～凡例
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　スイス観光に携わって 35 年。スイスアルプ

スに魅せられた筆者が、エンガディン地方で特

におすすめの 10 コースを厳選しました。スイ

スは初めての方でも安心してハイキングを楽し

めるように、各コースのポイントを写真ととも

に紹介。特に個人旅行や、団体ツアーの自由時

間を利用してハイキングを楽しみたい方などに

最適です。

★持ち運びに便利で軽い！

　ハイキングの荷物はできるだけ軽くしたいも

の。紙の書籍だと、どうしても重たくなります。

ハイキングの途中でコースを確認する時も、そ

の都度バックパックから取り出すのも面倒。そ

の点 PDF 版のこのガイドなら、必要な部分だけ

印刷して折りたたみ、ポケット

に忍ばせておくだけ。とても軽

く、好きな時にいつでも取り出

すことができます。

★時刻表など最新情報も無料で入手できる！

　このガイドをご購入の方にはスイス・サポー

トのホームページより、「スイス主要列車時刻

表／料金表」を無料で入手できます。今年度有

効なエンガディン地方の登山電車やケーブル

など、山岳交通機関の時

刻表や料金表も網羅。ス

イス・サポートのホーム

ページよりお申込みくだ

さい。

★大きな文字！

ご高齢の方も見やすいよう

に、文字はなるべく大きくし

ました。

★レストランのメニューもこれで安心！

 山のレストランでの昼食も、ハイキングの後

の楽しみ。しかしメニューは英語やドイツ語表

記が大半なので、注文時に四苦八苦する人も多

いようです。このガイドでは、主なメニューの

記載例も独・英・日で併記。

注文したものの、何が出て

来るか判らない！といった

ことも避けられるでしょう。

★これであなたもエンガディン地方通に！

　ロマンシュ語やスグラフィットなど、スイス

の中でも異彩の文化を保つエンガディン地方。

ハイキングの情報だけでなく、エンガディン地

方に関わる興味深い話もコラムで紹介しまし

た。

このガイドの特徴

特
徴

◆著者プロフィール

　　和田　憲明　　　　　　　　　　　　　　

スイス政府観光局に在

職 18 年。主に旅行業界

の販売促進業務に携わ

る。その後、スイス専

門の旅行会社に在職 10 年。スイス個人旅行

の企画、販売、広報宣伝などを担当。

2008 年に（株）スイス・サポート設立。ス

イス個人旅行の情報を発信中。スイス政府観

光局認定「スイス・スペシャリスト」。スイ

ス渡航回数 70 回。総合旅行業務取扱管理者。

生活総合情報サイト、All About スイス担当

ガイド。
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　エンガディン地方の中心地、サン・モリッツへ

のアクセスは、クールから鉄道で入るのが一般的。

チューリヒ中央駅からの場合、まずスイス国鉄の

インターシティ（都市間急行）でクールまで所要

約 1 時間 10 分。クールでレーティッシュ鉄道に

乗り換え、2 時間でサン・モリッツに到着となる。

トゥージスから先は、世界遺産に登録されている

アルブラ線の区間。

　クールの手前、ランドクワルトで乗り換え、フェ

ライナトンネルを通ってウンターエンガディン地

方のサグリアインス　Sagliains 経由、エンガディ

ン地方に入るルートもある。

　イタリアのボルツァーノから列車とバスを乗り

継いで入るルートもあり、ドロミテ方面からのア

クセスに利用できる。ボルツァーノからサン・モ

リッツまで所要約5時間30分。途中乗り換え4回。　

　上のパノラマ地図の緑色のライン、❶～❿の番

号と、次頁以下の各コース番号が対応している。

全体計画を立てた後、必要な部分だけ印刷して持っ

ていけば、不要な荷物を省くことができる。重要

なページは、無くした時に備えて予備のコピーを

持っていけば安心だ。

エンガディン地方へのアクセス

全
体
図

エンガディン地方全体図

このガイドの使い方

さらにルガーノからパームエクスプレス（バス便）

を利用してサン・モリッツに入るルート、オース

トリアのランデックからバスを乗り継いでシュク

オール経由で入るルートもある。



コース１
フォルクラ峠からの大景観を堪能

ムルテールからフォルクラ峠経由、ロゼック谷
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　出発地点はコルヴァッチへ上がるロープウェイ

の中間駅、ムルテール Murtel。ここからフォルク

ラ峠 Fuorcla Surlej を経てロゼック谷に降りてい

く。フォルクラ峠はベルニナアルプスの大パノラ

マが広がる人気のスポット。エンガディン地方を

代表する絶景ポイントとして不動の人気を誇る。

　峠を過ぎるとベルニナの名峰と氷河の眺めを堪

能しながらロゼック谷までつながる下りのコース

が続く。ゴールはロゼック谷奥のレストラン。近

くを流れる川の音が心地よい。

　ここで休憩をとった後は、ポントレジーナまで

馬車のサービスがある。サン・モリッツからちょ

うど良い一日ハイキングとなるだろう。

データ

標準歩行タイム 4時間

標高差 上り 55m　下り 755m

健脚度 ★★（やや健脚向き）

コースの概要

コ
ー
ス
１

ポントレジーナの鉄道駅付近で待機する馬車
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　ハイキングの前にコルヴァッチ展望台に上がっ

てみよう。標高 3451 ｍのピッツ・コルヴァッチ（写

真下）をはじめ、ベルニナアルプスの大パノラマ

が広がる。ロープェイの麓駅はスールレイ。シル

ヴァプラーナの村とは湖を挟んだ位置にあり、

サン・モリッツからバス便が出ている。 バスはスー

ルレイを経由するものと経由しないものがあるの

で、時刻表の確認が必要。

　中間駅のムルテールに戻

り、ハイキングのスタート

となる。ロープウェイはベ

ルグバーネン・インクルー

シブ (P46）が有効。

コースのポイント

コ
ー
ス
１

ムルテール ➡ ロゼック谷　（4時間）
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❺ 2 番目の左右の分岐を右へ。左のコースはロ

ゼック谷 Val Roseg に最短で向かうコースだ

が下りの急斜面が続

く。ここではコアッツ

小 屋　Chana. Coaz 

方面、右の大回りコー

スを歩く。

❻ 下りの一本道コースが続く。谷の反対側に

はベルニナアルプスの景観が広がり、斜め下方

には氷河が解けた水が作った湖が見えてくる。

小川の上にかかる木

の橋をいくつか渡り

ながら徐々に高度を

下げていく。

❼ 左右の分岐点を左に進む。黄色い標識で、

左のコース、アルプ・オッタ Alp Ota 、ロゼッ

ク　Roseg を確認しよう。右のコアッツ小屋　

Chna. Coaz に向かわないよう注意。

❽ ロゼック谷を目指して、下りの一本道が続

き、谷底を流れる川の音が聞こえてくる。徐々

に標高も低くな

り、コース両側

の草木の緑も深

くなってくる。

❾ つづら折りの下りコースを進む。アルプ・

オッタ Alp Ota の石造りの小屋があり、ここを

過ぎてしばらく進むと林間

コースに入る。

❿ ロゼック谷を流れる川を右に見ながら前方

のレストランを目指す。

コ
ー
ス
１

❶ ムルテールの駅舎を出て、すぐに分かれ道が

ある。黄色い標識のフォルクラ・スールレイ （峠）

Fuorcla Surlej や、ヴァル・ロゼック　

Val Roseg の方向へ進

む。反対方向はフルチェ

ラスやスールレイ（麓）

に降りてしまうので間違

えないようにしよう。

❷ 幅 1 ｍ以上ある比較的歩きやすいコースが続

く。最初の短い区間は緩やかな下りで、スキーリ

フトの下をくぐる。このあたりは森林限界の上な

ので、視界を遮るものはほとんど無い。ムルテー

ルからフォルクラ峠まで約 1 時間。途中までほと

んどアップダウンがないが、後半は登りのシグザ

クコースになる。北側

の斜面で朝早い時間帯

は夏でも気温が上がら

ないので、十分な防寒

対策が必要だ。

❸ やや急な登りを上がりきった地点がフォルク

ラ・スールレイ（峠）。それまで姿を隠していたピッ

ツ・ロゼック、ピッツ・ベルニナ、ロゼック氷河、チェ

ルバ氷河などの素晴らしい景観が広がる (P4 画像

大）。小さな湖の湖面

に写る景観を前に休憩

したい。峠には石造り

の山小屋があり、その

近くの黄色い標識には

ロゼック谷 Val Roseg 

まで１時間 15 分とあ

る。

❹ 山小屋を過ぎて最初の左右の分岐はどちらも

同じ場所に出るが、より緩やかな右側のコースへ。

コースのポイント
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コ
ー
ス
１

Column：ロゼック谷

　エンガディン地方の数ある谷の中でも、人気の一、二を争うのが

ロゼック谷だ。「ロゼック」はドイツ語読みで、現地で使われるロ

マンシュ語読みでは「ロゼッチ」と発音される。

　サン・モリッツの隣村、ポントレジーナから南西に伸びた谷で、

谷奥にホテル兼レストラン「ホテル・ロゼックグレッチャー」（写

真右）がある。通常のレストランに加え、セルフサービスのレスト

ランもあり、お昼時はいつも大勢のハイカーで賑わっている。

　ここで紹介したコースではフォルクラ峠からロゼック谷に降りる

コースを紹介しているが、ポントレジーナから馬車またはハイキン

グで谷奥のレストランまで足を伸ばすことができる。なお、谷は車

の乗り入れが禁止されている。

　ロゼック谷は野生動物の宝庫とも言える谷で、リス、アルプス山

羊、アオガラなどの小鳥を目にする機会もある。おおぜいのハイカー

が行き交うため、ある程度人間にも慣れているようで、手を出して

暫く待つと小鳥が留まることもある。

　ポントレジーナからのハイキングは川沿いのなだらかで快適な

コース。谷奥のホテルが近づくと視界が一気に開け、ベルニナの山

と氷河の素晴らしい景観が現れる。ポントレジーナの鉄道駅から谷

奥のホテルまで歩くと約 1 時間 45 分。馬車は一日 4 ～ 5 本往復し

ており、片道約 1時間。料金は片道で 20 スイスフラン。

　馬車の利用は現地で予約が必要だが、空いていればそのまま乗る

ことができる。馬車の予約は、078-944 75 55。悪天候時は運行中

止になる場合がある。ロゼックグレッチャーのレストラン内に馬車

の予約受付デスクがある。予約がない場合

は早目にデスクで予約を済ませよう。

　健脚ハイカーなら谷奥のホテルからチェ

ルバ小屋 Ch.na da Tschierva への往復ハ

イキングがお勧め。片道の標高差約600メー

トル、往復の歩行時間約 5 時間のコースで、

小屋からはチェルヴァ氷河をはじめ、エン

ガディンの山と氷河が眼前に迫る。小屋は

例年 6月中旬～ 10 月上旬のオープン。

　　　　

ここで人気のデザート、 アップルシュトゥルーデル

レストランの横には氷河から流れ出る水を集めた川が流れる


