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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ません。

＜健脚度＞
★ 初級者向き
★★ やや健脚向き
★★★ 健脚向き

＜コース混雑度＞
★ 比較的すいている
★★ 平均的
★★★ 比較的混んでいる

●夏期、スキーリフトは運行停止になっていま
すが、現在位置を確認する時に役立ちます。
●山のレストランはシーズン始めや終わりの時
期、休業の場合もあります。登山電車の駅など
でご確認ください。
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特徴

★レストランのメニューもこれで安心！

このガイドの特徴

山のレストランでの昼食も、ハイキングの後
スイス観光に携わって 35 年。スイスアルプ

の楽しみ。しかしメニューは英語やドイツ語表

スに魅せられた筆者が、ツェルマットで特にお

記が大半なので、注文時に四苦八苦する人も多

すすめの 10 コースを厳選しました。スイスは

いようです。このガイドで

初めての方でも安心してハイキングを楽しめる

は、山のレストランでの定

ように、各コースのポイントから、山のレスト

番メニューを写真とともに

ランの利用方法まで網羅。特に個人旅行や、団

紹介しています。

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。

★コース混雑度もチェックできる！
距離や標高などコースの基本情報に加え、混

★持ち運びに便利で軽い！

雑度も記載しました。筆者の判定によるものな

ハイキングの荷物はできるだけ軽くしたいも

ので、シーズンや歩く日によっては必ずしも一

の。紙の書籍だと、どうしても重たくなります。

致しない場合がありますが、大きな傾向として

ハイキングの途中でコースを確認する時も、そ

参考にしてください。
「団体ツアーがめったに

の都度バックパックから取り出すのも面倒。そ

歩かないような、静かなコースを歩きたい」と

の点このガイドなら、必要な部分だけ印刷して

いう場合の目安になり

折りたたみ、ポケットに忍ばせ

ます。

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

◆著者プロフィール

トのホームページより、
「スイス主要列車時刻

和田 憲明

表・料金表」を無料で入手できます。今年度有

スイス政府観光局に在

効なツェルマット地区の登山電車やゴンドラな

職 18 年。主に旅行業界

ど、山岳交通機関の時刻

の販売促進業務に携わ

表や料金表も網羅。

る。 そ の 後、 ス イ ス 専

スイス・サポートのホー

門の旅行会社に在職 10 年。スイス個人旅行

ムページよりお申込みく

の企画、販売、広報宣伝などを担当。

ださい。

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

★大きな文字！

光局認定「スイス・スペシャリスト」
。スイ

ご高齢の方も見やすいよう

ス渡航回数 70 回。総合旅行業務取扱管理者。

に、文字はなるべく大きくし

生活総合情報サイト、All About スイス担当

ました。
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ガイド。

1

全体図

ツェルマット全体図

ツェルマットへのアクセス

このガイドの使い方

ツェルマットへのアクセスは、フィスプ Visp

上のパノラマ地図の青色のライン、❶～❿の

からマッターホルン・ゴッタルド鉄道で約 1 時

番号と、次頁以下の各コース番号が対応してい

間。列車は 1 時間に 1 本ないし 2 本出ている。

る。全体計画を立てた後、必要な部分だけ印刷

チューリヒ、ベルン方面からフィスプまで鉄道

して持っていけば、不要な荷物を省くことがで

の利用。レッチベルグ基底トンネルのおかげで、

きる。重要なページは、無くした時に備えて予

以前よりも所要時間が大幅に短縮された。ジュ

備のコピーを持っていけば安心だ。

ネーブ、ローザンヌ方面からの場合もフィスプ
乗換えが便利。ミラノ方面からの場合は、
ブリー

ハイキングのシーズン

ク Brig で乗換え。サンモリッツやクール方面

ハイキングのシーズンは例年 6 月上旬から 10

から氷河特急がツェルマットまで直通で乗り入

月中旬頃まで。５月でもツェルマット周辺など、

れている。

標高の低いエリアなら歩くことができる。ゴル
ナグラートやリッフェルベルグなど、標高の高
い地点は 6 月下旬～ 7 月上旬頃まで残雪のため
コース閉鎖の可能性がある。現地で確認しよう。
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2

コース
2

逆さマッターホルンを眺めるツェルマット人気随一のコース

コース２

ローテンボーデンからリッフェルベルグ

コースの概要
ツェルマットで人気随一のコースで、山上湖、

テンボーデンよりも全体的に下り斜面が緩やか

リッフェルゼーに映る逆さマッターホルンが有

で、誰でも歩ける初級者向けコースと言える。

名。多くの団体ツアーにも組み込まれているの
で、夏のハイシーズンには行列ができるほどに
なる。スタート地点のローテンボーデン駅のす
ぐ下に見える湖がリッフェルゼーで、湖の前は

データ

カメラを構えたハイカーでいつも賑わってい
標準歩行タイム

1 時間 15 分

距離

3.2 km

間帯がおすすめ。午後は風が強くなることが多

標高差

下り 233 m

く、湖面が波立つと見えにくくなる。

健脚度

★（初級向き）

コース混雑度

★★★（比較的混んでいる）

お勧めシーズン

7 月～ 10 月上旬

る。
逆さマッターホルンを見るには、朝早目の時

コース１で紹介したゴルナグラートからロー
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コース

2

ローテンボーデン ☛ リッフェルベルグ

コースのポイント
❶ ローテンボーデン Rotenboden の駅から
出発。駅を背にして左のコースへ。「リッフェ
ルゼー経由、リッフェルベルグ Riffelberg ま
で 1 時間」の標識を確認しよう。右へ向かうコー
スはリッフェルベルグへの近道だが、リッフェ
ルゼーは経由しない。
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（約 1 時間 15 分）

コース

2
❼

コースのポイント

リッフェルベルグ駅近くの山岳ホテルに

レストランがある。シーズンオフで休業の場合
❷

出発してすぐ眼下に山上湖、リッフェル

は、リッフェルベルグ駅（写真下）のキオスク

ゼーが見えてくる。湖面を逆さに映すマッター

でサンドイッチなど購入可能。

ホルンを堪能しよう。

Column : シュタインボック
高山植物に格別の興味を示すのが日本人ハ
イカーだが、西洋人は動物により興味を示す
❸

ようだ。ロープウェイの中から誰かが動くも
湖の左側（リッフェルホルン側）を通る

のを見つけて、大騒ぎになることもある。

コースもある。この周辺は自然保護地区になっ

スイスアルプスに生息するのがシュタイン

て お り、 湖 畔 に は そ

ボックと呼ばれるアルプス山羊。ドイツ語読

の案内説明版もある。

みは「シュタインボック」で、英語では「ア
イベックス」
。大きな角が特徴で、山岳地帯
のホテルでは、シュタインボックの角を館内
に飾っているのを目にすることもある。
ゴルナグラート～リッフェルベルグ周辺は

❹

シュタインボックの生息エリアなので、運が
リッフェルゼーの先にある二つ目の小さ

良ければ目にすることができるかもしれな

な湖を左に見て進む。
❺

い。

二股の分岐点を右へ。左に入ると、リッ

フェルベルグまで 40 分の大回りコース。ここ
から先は、やや急な下りコースになる。

日中より夕刻が目にするチャンス

❻

リッフェルベルグの駅舎と山岳ホテルが

見えてくる。
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コース

2

Column : ツェルマット周辺の山岳ホテル
ホテル ・ シュヴァルツゼー

3100 クルムホテル ・ ゴルナグラート ★★★
標高 3100 ｍ。スイスアルプスで最も標高の

標高 2583 ｍ。シュヴァルツゼーのゴンドラ

高いホテル。ここに泊まれば、夜明け前に山上

駅付近にある山岳ホテルで、マッターホルンが

湖リッフェルゼーまで歩き、朝焼けのマッター

眼前に迫る。ゴルナグラートやリッフェルベル

ホルンをシャッターに収めることも可能だ。日

グの山岳ホテルに比べ

本からの団体ツアーにも組み込まれ、特に 6 ～

る と 小 規 模 だ が、 団

8 月のハイシーズン中の予約の確保が難しい。

体客はあまり利用しな
い。静かな滞在を楽し
むことができるだろ
う。
【アクセス】ツェルマットの麓駅からゴンドラ
で約 15 分。途中フーリ乗換。
【営業】夏季：6 月中旬～ 9 月中旬
冬季：12 月中旬～ 4 月中旬

【アクセス】ツェルマットから登山電車で 33 分
【営業】 11 月～ 12 月中旬を除いて通年営業

＜山岳ホテル利用の注意点＞
◆最終の登山電車やゴンドラの時刻表を確認。

リッフェルハウス 1853 ★★★★

乗り遅れると泊まれなくなることになる。
◆スーツケースなどの大きな荷物は、麓の村の

標高 2600 ｍ。ツェルマットでゴルナグラー
トと人気の一、二を争う山岳ホテル。このあた

駅の一時預けを利用、または次の目的地に別送。

りから見るマッターホルンの姿が一番美しいと

一泊分の着替えなどを持ってなるべく身軽に移

言われている。全客室バルコニー付き。マッター

動すると便利。

ホルンビューの屋外ジャグジーやサウナなど、
山岳ホテルとは思えないほど設備も充実してい
る。
ホテル名に付いている数字は 1853 年に建て
られたということで、ツェルマットで 2 番目に
建てられた歴史
のあるホテルで
もある。

山岳ホテルでの楽しみは、 山が赤く染まる瞬間

【アクセス】ツェルマットから登山電車で 23 分
【営業】春と秋のシーズンオフ休業期間あり。
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