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自然の宝もの.
様々な角度からツェルマットを発見しましょう。



新ロープウェイの建設　　トロッケナーシュテッグ～マッターホルン
グレイシャーパラダイス間、及びマッターホルングレイシャーパラダ
イス～テスタグリジア間
2014年にむけての大プロジェクトとして、トロッケナーシュテッ
グに既存のロープウェイと平行に走る、3本のロープを使った循
環式ロープウェイの建設が予定されています。また、近い将来、マ
ッターホルングレイシャーパラダイスとイタリア側のテスタグリジ
アを連絡するロープウェイが 1基建設され、夏の観光客もロープ
ウェイに乗って、ツェルマットからイタリアのチェルヴィニアに行
けるようになります。スイスとイタリア、特にミラノを結ぶ新しい
旅行ルートができるのです。
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マッターホルン・アルプスの中で最も魅力的な山
アルプスには印象的な名山がいくつもありますが、マッターホルンの魅力
に勝る山はありません。マッターホルンが「山の王様」と呼ばれるのは、
決してその高さ（4478m）からではなく、その崇高な美しさからです。一
目見れば忘れられない雄姿は、アルプスの中でも他に類を見ないほど神
秘的です。世界で最も多く撮影されている山、マッターホルンは趣のある
太陽光線の反射の中に聳え、人々を魅了し、思いもよらない憧れを抱か
せます。

ツェルマット ー そこはパラダイス
人口5,600人のツェルマットは標高1,620メートルにあり、38座もの
4,000m級の山々に囲まれています。ガソリン車の無いこの観光地に
は、一年中、世界中から山や自然、スノースポーツの愛好者が憩いを求め
てやってきます。
ここマッターホルンスキーパラダイスは、最も高いところにあるというば
かりでなく、世界屈指の設備を持ち、365日オープンしているスノースポ
ーツエリアです。
動植物にとってのツェルマットは、壮大な自然のパラダイスです。高山植
物の種類は1000種以上に及び、エーデルワイスなど、保護指定された
花もあちこちで目にすることができます。全長400キロに及ぶハイキン
グコースは、標識で分かりやすく表示されており、松林を抜け、ロマンチ
ックな湖を通り、氷河まで延びている印象深いコースもあります。ハイキ
ング中に、アルプスマーモットやシャモワ、アイベックス、鹿などの野生
動物に遭遇したり、空高く輪を描く鷲を目にしたりされることでしょう。

Zermatt Bergbahnen AG
Zermatt Bergbahnen AGは純粋にロープウェイのみを経営する企業
であり、同種の企業としてはスイス最大の規模を誇ります。ヨーロッパで
最も高いところにある展望台までロープウェイを運行するこの会社はス
ポーツファンだけでなく、世界中からやってくる観光客のために趣向をこ
らした企画を提供しております。

「ヨーロッパの水の城」と言われているスイスは、2012年、「水の国スイ
ス」をスローガンとして掲げています。水は命を授けてくれます。自然の
営みにも、我々人類が生きていくためにも水が必要です。数多くの湖、
氷河や滝は、お客様を魅了し、エネルギーを与えてくれます。この忘れ
難い体験をいつまでも続けていただけるように、ツェルマットは全力で
水という資源を大切に保護していきます。

氷河の上、泉のほとり、ショッピング中、宿泊、スポーツ、入浴、息抜き
ツェルマットにいれば、どんな時でも何をするのにも退屈しません。はて
しない冒険へのインスピレーションの源泉となるところです。

アクセス
ツェルマットは世界で最も写真に撮られている山、マッターホルンの麓の
村です。全長30km のニコライ渓谷の奥、ヴァリス州のイタリア国境側
にあります。

ツェルマットはチューリッヒ、ジュネーブ、ミラノの国際空港からわずか
数時間で到着できます。

所要時間 電車 チャーターバス
チューリッヒ空港 ーツェルマット 3.5 時間 3.5 時間
ジュネーブ空港 ー ツェルマット 3.5 時間 3.0 時間 

ミラノ空港 ーツェルマット 4.0 時間  3.5 時間

マッターホルンとツェルマット

貴重な水を大切に守ります

未来を奏でるミュージック
ツェルマットベルグバーネン社は、2002年以来、合計　約3億2千万
スイスフランの投資をしております。この支出は毎日100%の安全を確
保するという目標を達成するために、大いに役立ちました。そしてま
た、輸送能力の向上も重要な課題です。それにより、待ち時間が短縮
され、お客様はツェルマットで快適に過ごすことができるからです。多
額の出資の甲斐あって、驚くほど優れたスキーエリア・ハイキングエリ
アを開発することができました。そして、私共は既存する全ての安全な
設備を誇りに思っております。

ツェルマットは投資しています

水の年.



ロートホルンへの所要時間 : 
35分（乗り継ぎ時間を含む）

マッターホルングレイシャーパラダイスへの所
要時間 : 
45分（乗り継ぎ時間を含む）

営業時間：
スネッガ/ロートホルン:
5月末～10月中旬　08:00 ～16:40

マッターホルングレイシャーパラダイス:
5月初め～10月中旬　08:30 ～16.30 

ご案内:

matterhornparadise.ch 5

この地下ケーブルは１時間あたり2,200人の輸
送能力があり、短時間でお客様をツェルマット
の有名なサンテラスに運びます。

8人乗りのゴンドラは１時間あたり2,220人
の輸送能力があり、ブラウヘルドまでの乗車
中に雄大なマッターホルンをご覧いただけま
す。

150人乗りのロープウェイは、マッターホルン
が最も美しく見える、標高3,103mのロートホ
ルンに上って行きます。

100人乗りのロープウェイは広大な氷河の真
上を通り、標高3,883mまで上がっていきま
す。

快適な8人乗りのゴンドラは１時間に2,800
人の輸送能力があり、フ―リからシュヴァルツ
ゼーを経由して、標高2,939mまで上ってい
きます。

マッターホルン・エクスプレスのツェルマットか
らトロッケナーシュテッグﾞ間では、往路また
は復路に、特別仕様のＶＩＰゴンドラの御利用
が可能です。素敵なソファーに座って、マッタ
ーホルンの眺望をお楽しみください。

ツェルマット～スネッガ　5分 スネッガ～ブラウヘルド　7分 ブラウヘルド～ロートホルン　7分トロッケナーシュテッグ～マッターホルングレ
イシャーパラダイス　10分

ツェルマット～トロッケナーシュテッグ　30分 とっておきの体験をしてみませんか？

マッターホルングレイシャーパラダイスとロートホルンへの交通

3 地下ケーブル 4 ゴンドラ1 マッターホルン・エクスプレス 2 ロープウェイVIPゴンドラ 5 ロープウェイ
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   8  グレイシャーパレス
5 レストラン 6 売店 7 グレイシャーパレス      へのエレベーター

 2 標高3883m 3 ブライトホルンが目の前
  いところまで上るロープウェイ   にあるパノラマ展望台    に見えるパノラマウィンドウ 4 雪との触れ合い
1 ヨーロッパで一番標高の高

マッターホルングレイシャーパラダイスで夢のようなひと時を
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ヨーロッパ最高の標高を誇るゴンドラ
マッターホルングレイシャーパラダイスはヨーロッパで最も高いところ
にあるロープウェイ駅です。 8人乗りのゴンドラ、マッターホルンエク
スプレスをご利用になれば、ツェルマットからフーリ～シュヴァルツゼ
ー経由で直接トロッケナーシュテッグまで乗り換えずに行けます。ヨ
ーロッパで最も高いところに設置されたロープウェイで、マッターホル
ングレイシャーパラダイス(標高3,883 m )へお越しください。そこは
息をのむほど素晴らしい氷河と万年雪のある山の世界です。

アルプスで最も標高の高い展望台
岩をくり抜いて作られた山頂エレベーターに乗り、アルプス一の標高の
展望台へ行くことができます。フランスアルプス、イタリアアルプス、ス
イスアルプスの4,000m級の山々が38座も後ろに並んでいる上に、ユ
ングフラウが実に優美な姿を見せてくれる、息をのむほどすばらしい
360度のパノラマをお楽しみください。

世界一魅惑的な氷の宮殿
世界一標高の高いところにあるグレイシャーパラスはリニュアルされ、
斬新なデザインになりました。エレベーターに乗って、足を濡らすこと
なく15メートル降りると、そこはもう氷の世界。氷河の不思議な世界が
待っています。
美しく形成された氷、キラキラと輝く氷の結晶、インパクトのある氷の
彫刻品などで華やかさに満ちています。天然のクレバスには実際に入
っていくこともでき、おしゃれな氷のすべり台もあります。氷のベンチ
には毛皮が敷いてあり、一息入れながら、氷の宮殿の雰囲気を楽しん
でいただくこともできます。

Matterhorn glacier paradise 標高3883m
最も標高の高いミネルギーＰ®基準を満たしたレストラン
2008年12月以来、ツェルマットベルグバーネン社が時代にマッチした
インフラとして、お客様に提供している新しいレストランに、どうぞお
立ち寄りください。私たちはこの建物を建設するにあたり、環境にやさ
しいこと、エネルギー効率の良いこと、快適性を非常に重要視しまし
た。これが評価され、このレストランは省エネ建築の基準「ミネルギー
P」に認定された世界一高い所にある建物になりました。
レストラン&ショップ　マッターホルングレイシャーパラダイスは、環
境衛生を十分に配慮した建物です。70度の傾斜のある大きな南側の
壁に、太陽光発電システムが取り付けられており、建物に必要な電力
を自給しています。飲料水を標高差約4,000m以上の場所に運搬す
るのにはコストがかかるので、資源の再利用が必要になります。そこで
浄水機能のある自家下水処理システムを設置し、料理や洗い物に使用
した水を処理してトイレに再利用しています。利用されなかった水は
浄化後に流され、自然環境に返されます。

オーディオ・インフォシステム（音声ガイド）　　
ツェルマット～マッターホルングレイシャーパラダイス
ゴンドラご乗車中にツェルマットの山の世界について音声でガイドい
たします。 ツェルマットとマッターホルングレイシャーパラダイス間の
ゴンドラとロープウェイに、新たにオーディオ・インフォシステムが導
入されました。2012年5月からは、谷駅からヨーロッパで最も高い山
頂駅(標高3,883m)までのご乗車中に、ロープウェイの歴史について、
山頂でのおすすめについて、ツェルマットの素晴らしい山の世界につい
て、沢山の情報をご案内します。往路と復路、各々約45分、ご興味のあ
る方に音声ガイド用ヘッドフォンをご用意しております。

音声ガイドはドイツ語・英語・日本語の他6ヶ国語がございます。
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マッターホルンが手に届くように見える所
マッターホルングレイシャーパレスの谷駅からシュヴァルツゼー駅（標
高2,583m）までは、マッターホルンエクスプレスでわずか15分です。
ここはまさにマッターホルンの足元です。 こちらのレストランのサニー
テラスからは、ツェルマットの素晴らしい山の世界が一望できるので、
ちょっと一休みしていきたいところです。シュヴァルツゼーを訪れたな
ら、他には無い、忘れられない経験となることでしょう。シュヴァルツ
ゼーは牧歌的な雰囲気の湖で、そのほとりには可愛いチャペルがたた
ずんでいます。湖はゴンドラの駅から少し下りたところにあります。こ
こはマッターホルン・トレイル、カラマツの小路など、テーマトレイルの
出発点にもなっています。

シュヴァルツゼー　標高2583m
レストランで休憩を
マッターホルンエクスプレスにご乗車になり、トロッケナーシュテッグ
に到着されたら、マッターホルングレイシャーパラダイスに向かう前
に、こちらで一休みされることをおすすめします。マッターホルンの東
壁がそびえ、眼下にはテオデュル湖、そのすぐ後ろには“氷河の舌”がせ
り出している、実に荘厳な眺めをお楽しみいただけます。
トロッケナーシュテッグには、ビュッフェ式のレストラン≪Ice≫、バー、
ピザ店、レストラン・ショップがあります。

トロッケナーシュテッグ　標高2939m

夏の牧歌的な風景. 素晴らしい景観.
ロートホルン  標高3103m 
絵はがきの風景
鉄道駅からロートホルンの谷駅までは徒歩で約5分です。
ツェルマットの陽だまり、スネッガ(標高2,288m)までは地下ケーブルでわ
ずか5分です。

マッターホルンが最も美しく見える場所
ロートホルンから見るマッターホルンは最も写真写りが良いと言われて
います。その上、ツェルマットを取り巻く4,000m級の山々が38座も見
渡せる所です。ブラウヘルドはフラワートレイルの出発点。日の出ツア
ーやシュテリ湖巡りの後に組み合わせると、ちょうど良いハイキングコ
ースとなります。トレイルでは、他に類をみないほど多様性に富んだ高
山植物を目にすることでしょう。

ツェルマットの美しい湖
かスネッガ　パラダイスからゆっくり歩いて5分でいけるライ湖で瞑想に
ふけってみるのはいかがでしょうか。ブラウヘルドからは歩いて30分
程でロマンチックなシュテリ湖に到着します。湖面に映る逆さマッター
ホルンは美しく、ツェルマットでも最も多く写真に撮られている湖です。
特に途中の道に咲き誇る高山植物は多種多様で、花の好きな方、
写真家にとっては絶対見逃せないところです。

matterhornparadise.ch



日帰りエクスカ
ーション.
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マッターホルン・エクスプレス谷
駅、08.30出発
魅力的なエクスカーションへようこそ。

マッターホルングレイシャーパラダ
イス　09.10
ブライトホルン・パノラマウィンドウか
らの素晴らしい景色、頂上の展望台か
ら38座の4000m級の山々のパノラ
マ、神秘的なグレイシャーパレスにあ
る氷のすべり台やクレバスの通り抜け
体験。そしてその後はレストランでご
ゆっくりお過ごしください。

マッターホルングレイシャーパラダイ
スからロートホルンへ　12.00
氷河を後にして、ツェルマットにもど
り、スネッガ経由でロートホルンへ。

ロートホルン　ピーク  13.00
世界で一番標高の高いところにある
アートコレクションをご覧になった後
は、居心地よいレストラン・ロートホル
ンで一休み。

シュテリゼーへのハイキング　13.30
ツェルマットで最も多く写真にとられ
ている湖へ、ブラウヘルドからハイキ
ング。

ツェルマットの動植物を発見 14.30
マッターホルンを眺めながら、ブラ
ウヘルドからスネッガへ、フラワート
レイルをたどり、アルプスに咲く花
の知識を学ぶことができます。

シュヴァルツゼー　08.45
湖畔に可愛いチャペルのある、牧歌的
な雰囲気のシュヴァルツゼーを経由し
て、ゴンドラはトロッケナーシュテッグ
へと向かいます。トロッケナーシュテ
ッグで乗り換え、ロープウェイで行け
るヨーロッパ一標高の高い、3883m
地点を目指します。



ロートホルン・トロッケナーシュテッグ　日の出ツアー　                                       
朝一番の陽光が山頂を照らし、光と影が織りなす、神秘的な光景を標高
3,103m地点で観るツアー。ロートホルンまたはトロッケナーシュテッグ
で、一日の始まりを迎えてみませんか?きっと特別な思い出になることで
しょう。

氷河がバラ色に染まり、朝一番の光の帯に頂をかすめられたマッターホル
ンが目覚めるその瞬間。豪華な光の演技と4,000m級の山々の眺望。レ
ストラン・ロートホルン／トロッケナーシュテッグの展望テラスで極上の
シーンをお楽しみください。日の出をご鑑賞いただいた後には、バラエティ
ーに富んだアルプス風の朝食をご用意しております。食後のお散歩で、山
の朝の新鮮な空気をご堪能ください。その後は、ツェルマットへ戻ってもよ
し、早朝ハイキング（例えばブラウヘルドのフラワートレイルなど）へ出か
けるもよし。きっと忘れられない思い出になることでしょう。

スネッガで楽しむラクレットとスイスミュージックの夕べ　  
印象に残るグルメツアーはいかがですか？標高2,288 mのレストラン・
スネッガで召し上がる郷土料理≪ヴァリス州のラクレット≫と4,000m
級の雄大なパノラマは、格別の組み合わせです。マッターホルンの雄
姿を眺めながら、「ラクレットとスイスミュージックの夕べ」をお楽しみ
ください。スネッガエクスプレスを利用すれば、わずか5分で素敵な会
場、レストラン・スネッガに到着します。まずはテラスでアルプスの絶景
の中、アルプホルンの演奏に耳を傾けながらアペリティフを。あなたも
アルプホルンを吹いてみませんか?
アペリティフの後はレストラン内で地元産の乾燥肉とサラダの前菜を
どうぞ。メイン料理の「ヴァリサー　ラクレット」を召し上がる頃には
スイスミュージックが雰囲気を盛り上げます。窓の外では山々の頂が
夕陽に赤く輝き始め、続いて氷河から牧草地に至るまで、その彩が変
化していきます。デザートにフルーツサラダを召し上がった後、余韻を
楽しみながら、電車でツェルマットまで戻ります。

 「スネッガで楽しむラクレットとスイスミュージックの夕べ」は氷河特急
の旅の楽しみを確実にふくらませてくれるでしょう。午後はまずツェル
マットにお帰りになり、ホテルのお部屋にお戻りください。ツェルマッ
トの村を見学する時間も十分あります。その後、スネッガに行き、スイ
スの伝統ミュージックの夕べをお楽しみください。もちろん、素晴らし
いマッターホルンビュー付きです。

ツェルマットの山の世界：
ロマンと伝統の天空 山々に響くアルプホルン.
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思い出を永遠に
バリーと一緒に ～ あなたのアルバムに記念の1枚を！
山へ行ったら、スイスの代表的な犬、セントバーナード犬と思い出の写
真を撮りましょう。この犬は気立てのよい血統で、昔から雪崩救助犬と
して、スイスアルプスの山岳救助で活躍してきました。ですからこのセン
トバーナード犬はスイスの象徴の一つと言えるのです。セントバーナード
犬の中で最も大きく有名な四足の人命救助犬は、バリーと言う名前でし
た。バリーの活躍は伝説の英雄として、既に何度も映画化されています。
セントバーナード犬は百年以上に渡り飼育されてきましたが、今日の救
援活動で活躍するにはあまりに大きく、重すぎる犬となりました。しかし
ながら、優しい巨漢という感じの性格、方向確認の正確さ、保護本能に
強いということは変わっておらず、とても頼りになり、穏やかで、人なつっ
こい犬です。

ツェルマットご滞在中、またとないチャンスを利用して、この忠実なセン
トバーナード犬に触れ、一緒に写真、ビデオ撮影をしませんか。

ショッピング
メインストリート沿いに建ち並ぶブティックや専門店は品揃も豊富で、あ
らゆる種類のお土産をお買い求めいただけます。ご希望の名前を刻印し
てくれるスイスアーミーナイフや美味しいスイスチョコレートから、ロレ
ックス、チソット、ランゲ＆シューネをはじめとする数々の世界的に有名
なスイス製の時計に至るまで、あなたが心から欲しいと思われるものが
全て揃っています。 ショッピングオアシスとしてのツェルマットをお楽し
みください。

湖面に映る神秘.



お会いできるのを楽
しみにしております.
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ZERMATT BERGBAHNEN AG 
Postfach 378, 3920 Zermatt, Switzerland, +41 (0)27 966 01 01
matterhornparadise@zermatt.ch, www.matterhornparadise.ch


