コルティーナ・ダンペッツォ
ガイドブック
Ben ruade cà in Anpezo

ドロミーティ –ユネスコ人類の自然遺産

「やぁ、
コルティーナ、君はドロミーティの女王だ！」

（ドロミテ街道のトンネルの壁に書かれてあり現在は消失してしまった、
第一次世界大戦の無名イタリア戦士の銘）

２００９年６月２６日にユネスコが北東イタリアに位置する石
灰質の山々を世界の最も美しい景色の名簿に名を連ねまし
た。そして国際連合が国連教育科学文化機関を通してドロミ
ーティの独特で比類のない景観を正式に承認しました。それ
らによって現在 “ドロミーティの女王”と呼ばれるコルティー
ナ・ダンペッツォの山々も正当に世界の最もみごとな山々と
して承認されたのです。

バラ色に染まったアヴェラーウ山
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コルティーナ・ダンペッツォへよ
うこそ！
BENVENUTI A CORTINA D'AMPEZZO

コルティーナにお越しの皆様へ

Gentili Ospiti,
Nota come la Regina delle Dolomiti,
Cortina vanta una storia millenaria e
una lunga tradizione nel turismo.
La bellezza della “Conca Ampezzana”,
circondata dalle imponenti cime del Pomagagnon, del Cristallo, del Faloria, del
Becco di Mezzodì, della Croda da Lago,
delle Cinque Torri, del Lagazuoi e delle
Tofane, attrae visitatori da tutto il mondo
in qualsiasi periodo dell’anno.
Le numerose attività e manifestazioni
sportive, la vivace atmosfera dei locali del
centro, l’eleganza dei negozi, la qualità
dei ristoranti e l’accoglienza negli alberghi ne fa una delle destinazioni turistiche
più rinomate. Non a caso Cortina fa parte
anche di BEST OF THE ALPS, la prestigiosa Associazione Europea che raggruppa le 11 località montane più esclusive
dell’Arco Alpino.
Speriamo che questa piccola guida vi
possa aiutare a conoscere e valorizzare
meglio i numerosi aspetti legati alle nostre bellezze naturali ed ambientali, alla
nostra cultura e tradizione artigianale
oltre che ad apprezzare la vasta scelta
di specialità gastronomiche senza dimenticare, naturalmente, l’ offerta per lo
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ドロミーティの女王と称されるコルテ
ィーナ・ダンペッツォは、観光都市とし
て何千年もの長い歴史と伝統を誇りま
す。 ポマガニオン、クリスタッロ、ファ
ローリア、ベッコ・ディ・メッツォディ、ク
ローダ・ダ・ラーゴ、チンクエ・トッリ、ラ
ガツオイ、トファーナの壮大な山々に取
り囲まれたアンペッツォ渓谷の美しさ
は、四季を通して世界中からの訪問者
を魅了してまいりました。
数え切れないスポーツイベント、活気に
満ちた中心街、エレガントなお店、質の
高いレストラン、ホテルの手厚いおもて
なしで、最も名高い観光目的地の一つ
となっているコルティーナ・ダンペッツ
ォは、アルプス山脈の最も重要な１1の
山岳都市をまとめる権威あるヨーロッ
パの連盟「Best of the Alps」の一員で
もあります。
この度、ポケットサイズの簡単なガイド
ブックが完成いたしました。これにより、
コルティーナ・ダンペッツォの自然の美
しさと環境、文化や伝統手工芸に結び
ついた多彩な面をより深く知っていた
だき、ショッピングを楽しむのはもちろ
ん、忘れてはならない郷土料理もご賞
味いただければ幸いです。
夏の期間は日本語観光案内所を開設

コルティーナ・ダンペッツォガイドブック

トファーナ・ディ・ロッツェス山
© ARCHIVIO GUIDE ALPINE

shopping. Vi ricordiamo che durante la
stagione estiva Manuela Conte sarà presente presso l’Info Point per rispondere
alle vostre domande in lingua giapponese e darvi consigli utili durante il vostro
soggiorno. Nella speranza che possiate
gradire questo servizio, vi auguriamo un
piacevolissimo soggiorno a Cortina d’Ampezzo!

し、日本語が堪能な現地アシスタント、
マヌエラ・コンテがコルティーナ・ダンペ
ッツォ滞在中のご相談をお受けします。
この試みが皆様のお役に立ち、楽しい
滞在になりますことを願っております。
又、コルティーナ・ダンペッツォの大切
なお客様としてお迎えできますよう、心
よりお待ちしております。

Gramarzè e sanin dapò!
Cortina Marketing Se.Am.
お目通し戴きありがとうございました。
それではコルティーナでお会いしましょう。
コルティーナ観光局

コルティーナ・ダンペッツォガイドブック
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日本語での観光案内所
INFO POINT

コルティーナ・ダンペッツォの中心部、
歩行者天国内にあり、観光のご相談
をお受けします。イタリアの文化に精
通し、日本語が堪能な現地アシスタン

ト、
マヌエラ・コンテが皆様 をお待ちして
おります。また、日本語のパンフレットや
地図もご用意しております。

観光案内所情報

ハイシーズン

シーズンオフ

場所

(７月・８月) 毎日
午前8時30分 〜午後８時
(クリスマスから
イースターまで)
月曜〜土曜
午前9時〜午後７時30分
日曜
午前10時〜午後７時

© PAOLA DANDREA

月曜〜土曜
午前9時〜午後1時
午後２時〜午後７時
日曜
午前9時〜午後1時
観光案内所
（99 ページの地図3番）
* 上記の時間は若干変更する場合がございます。

日本語アシスタント在席情報
時期

６月１9日〜７月３１日
8月：ご要望に応じて（下記時間内に限る）
９月１日〜１０月３１日

曜日

土曜、日曜を除く毎日
１０月：月・水・金

場所

観光案内所（99 ページの地図3番）

時間

午後６時―７時

© PAOLA DANDREA

担当スタッフ
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マヌエラ・コンテ
日本語現地アシスタント
コルティーナ・ダンペッツォガイドブック
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コルティーナ・ダンペッツォは元来畜
産の村で、山に囲まれたその静かで
安全な位置のおかげで早くから発展
し、３０００人にまで達した人口は第
一次世界大戦までそのままでした。経
済はその間に、森林開発と木材取引に
より変化しました。19世紀中頃に鉄道が
通ると、裕福なイギリス人やドイツ人、ロ
シア人旅行者が初めて訪れ、その美しい
山々を目にしました。多くの新聞記事や
ガイドブックにより、間もなくコルティー
ナ・ダンペッツォは世界中で知られるよ
うになります。このようにして、大型ホテ
ルやスポーツ用・観光客用施設が建築さ
れ、コルティーナ・ダンペッツォは、ドロ
ミーティの中心地となりました。
20世紀初頭、スキーを始めとする雪上ス
ポーツによって冬期シーズンの基礎が築
かれ、
１９５６年冬季オリンピックの成功
により、頂点に達します。また、このオリ
ンピックは初のテレビ放送により世界各
国で視聴されました。

コルティーナ・
ダンペッツォの
簡単な歴史

今日、コルティーナ・ダンペッツォの人口
は６０００人に達し、その経済は観光業
に基づいています。夏期には他に類をみ
ない自然の中でのあらゆるレベルのトレ
ッキングルートや山のパノラマを望む散
策道、また冬期には第一級の設備を誇
る１００ｋｍにも及ぶスキーゲレンデが
用意されています。そして、多様な伝統
工芸も経済を補っています。
コルティーナ・ダンペッツォはその地理
的位置により、最初は“晴朗きわまる所”
と呼ばれるヴェネツィア共和国、その後
約４００年間にわたりオーストリアハン
ガリー帝国、そして１９１８年にイタリア
領土となりました。このような状況下で
時を越え、受け継がれた豊かな伝統的
財産が保存されてきたのです。これら
の伝統は、まず地域の環境を守るため
の厳格な建築規制、そしてカラフルな女
性用衣装や快い抑揚のあるラディン語
の方言、家を飾る花に対する愛情など
に現われています。

© ARCHIVIO FOTO ZARDINI

© GIUSEPPE GHEDINA

STORIA E TRADIZIONE

ENROSADIRA – バラの伝承 、 空の魅惑
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ENROSADIRA

– バラの伝承

LA LEGGENDA DELLE ROSE

しばしば夕暮れ時の数秒間、ドロミー
ティの山頂は素晴らしいバラ色に染
まります。 これは、Enrosadira（エン
ロザディーラ、ドイツ語でアルペング
リューエン）と呼ばれる現象で、その「
バラ色になる」を意味する言葉通り、ド
ロミーティ特有の鉱物質を含む岩壁が、
日没と共にピンク色を帯び、そして徐々
に紫色に変わっていきます。 また、古
くからある地元の伝承には、小人たち
が住む魔法の王国の話があります。こ
の王国を治めるラウリン王は、カティナ
ッチョ山にバラが一面に咲き誇る大変
美しい庭を持っていました。人の良い
ラウリン王には、ラディーナという名の

美しい娘がいました。ある日、ラテマル
山の王子は、荒涼とした未開の土地に
咲く見事なバラに興味を持ち、ラウリン
王の王国に踏み入りました。そこでラデ
ィーナを見た王子は激しい恋に落ち、彼
女をさらってラテマル山に連れ帰り、妻
にすることを決めました。娘がいなくな
って打ちひしがれたラウリン王は、王国
の場所を知らしめた花を呪い、昼も夜も
二度と咲かないように命じました。しか
し、夕暮れ時のことは忘れていました。
これが、現在でもなおその時間にドロミ
ーティの山でEnrosadiraが見られる理由
となったのです。

バラ色に染まったソラピッス山
© BANDION.IT
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空の魅惑

L'INCANTO DEL CIELO...

“HELMUT ULLRICH”天文台
Osservatorio "Helmut Ullrich"
“Helmut Ullrich”天文台からは、夜空
に浮かぶ星、惑星、星雲、銀河などが
観賞できます。 標高１７８０ｍの所にあ
り、空が特に濃く澄みきっており、
「空を
跳ぶ矢」と呼ばれるロープウェイの最初
の到着点に位置します。
コルティーナ・ダンペッツォでの夜は、天
文台に隣接した山小屋での夕食がお勧
めです。
（要予約）
www.cortinastelle.eu
イタリア語と英語の見学（要予約）
所要時間：約60分
時 間：夜 9 時 3 0 分（ 春 と
夏 ）、夜 7 時 3 0 分（ 秋 と 冬 ）
料金：一名当たり 10ユーロ
（交通費は含まれません）
（プラネタリウム + 天文台 15ユーロ）
最小催行人数：１０名（参加人数に達し
ない場合は、追加料金がかかります）
問い合わせ：
japan@cortina.dolomiti.eu（日本語可）

“NICOLÓ CUSANO”プラネタリウム
Planetario "Nicolò Cusano"
コルティーナ･ダンペッツォのプラネタリウ
ムでは一定時間、季節、緯度による星、太
陽、月、惑星の動きをシミュレーションで
鑑賞できます。更に日食や月食、合等のよ
うな空の特別な現象のシミュレーション
をフル・ドーム映写することもできます。
www.cortinastelle.eu
イタリア語と英語の見学（要予約）
最大催行人数：６０名
場所：オリンピックスケートリンクの向か
い、コルティーナ・ダンペッツォの中心か
ら歩いて１０分
所要時間：約４５分
時間：午後6時
料金：一名当たり 7ユーロ
（プラネタリウム + 天文台 15ユーロ）
最小催行人数：１０名（参加人数に達し
ない場合は、追加料金がかかります）
問い合わせ：
japan@cortina.dolomiti.eu（日本語可）
（103 ページの地図20番）

アヴェラーウ山

日中の太陽観測観光
天文台で毎週火曜日と金曜日、午前11
時〜12時半（天候などの状況により変
更する場合があります）

© BANDION.IT

（103 ページの地図22番）
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現代美術館

文化

© ARCHIVIO MUSEI DELLE REGOLE D’AMPEZZO

CULTURA

© BANDION.IT

コルティーナ・ダンペッツォの中心街に
は、大変興味深い博物館が複数ありま
す。
様々なイベントや8月に行われる豊富な
芸術プログラム等、見て頂くべきものが
いっぱいの場です。

文化 、 コルティーナ・ダンペッツォ中心街 見どころ１０ヵ所 、
チャーザ・デ・イ・プーペ）のフレスコ画 、 セスティエーリ 、
コルティーナ・ダンペッツォで生き続ける古き伝統 、
中心街に生き続けるコルティーナ・ダンペッツォの有名人たち 、
文化
手工芸品 、 ショッピング

現代美術館
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
(103 ページの地図9番）
２０世紀イタリア造形芸術のコレクション。２
０世紀初期において最も重要な画家
（カンピッリ、デ・キリコ、デ・ピシス他）の
作品が３００点以上集められ、
他の美術館の絵画と合わせ、交替で展示
されます。
Corso Italia, 69
Tel.+39 0436 866222
Tel.+39 0436 2206
museo@regole.it
www.musei.regole.it

文化
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© ARCHIVIO MUSEI DELLE REGOLE D’AMPEZZO

古生物博物館
Museo Paleontologico
Rinaldo Zardini
(103 ページの地図18番）
コルティーナ・ダンペッツォ付近で発見
された海綿動物や珊瑚、三畳紀の化石
などの珍しいコレクションが展示され、
ドロミーティが海の底にあった頃の様
子を物語っています。
古生物博物館では、自然科学者Rinaldo
Zardiniが最初に情熱を注いだ植物学
がセクションとして加わり、更に充実し
ています。
Via Marangoi, 1 / loc. Pontechiesa
Tel.+39 0436 875502
Tel.+39 0436 2206
museo@regole.it
www.musei.regole.it

ウミユリの萼（ガク）

© ARCHIVIO MUSEI DELLE REGOLE D’AMPEZZO

民族博物館
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo
(103 ページの地図19番）
この博物館では、何百年も前の農民の
生活が再現され、貴重な地元の芸術作
品である鉄細工、金銀のすかし細工、寄
せ木細工、黒檀、日用品、そして現在で
もお祭りなどの機会に着られる民族衣
装が展示されています。
日本語のオーディオガイドにより、快適
に伝統と文化に満ちたこの地の歴史に思
いを はせることができます。
Via Marangoi, 1 / loc. Pontechiesa
Tel.+39 0436 875524
Tel.+39 0436 2206
museo@regole.it
www.musei.regole.it

民族博物館

文化
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文化
© BANDION.IT

地元の吹奏楽団
19

コルティーナ・ダンペッツォ中心街
見どころ１０ヵ所

6

IL CENTRO DI CORTINA, 10 LUOGHI DA AMMIRARE

1956年冬季オリンピックのスケートリンク

© DINO COLLI
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1

１９５６年冬季オリンピックのために建
設されたスケートリンク。

2

スキーやハイキングの後にそぞろ歩くコ
ルソ・イタリア通りの歩行者天国。

3

画家のゲディーナ三兄弟によるフレスコ
画が貴重なCiasa de i Pupe（チャーザ・
デ・イ・プーペ）。

4

コルティーナ・ダンペッツォで名の知れ
た一族と１１の「レーゴレ」
（現在セステ
ィエーリと呼ばれる複数の地区の総称）
の紋章が施された旧市役所。

5

聖フィリッポと聖ヤコブ寺院。

文化
20

Ciasa de i Pupe
チャーザ・デ・イ・プーペのフレスコ画
北側の壁の上にはLeonardo da Vinciが
描かれています。
東側のファザードには Raffaello, Dürer,
Tiziano 達画家と共に芸術と学 問（右か
ら左に音楽、進歩、芸術と商業）が表現
されています。 南側のファザードにはア
ンペッツオの生活の光景と人間の4つの
時代が描かれています：幼年期（雪の上
でそりですべる子供達）、思春期（恋人
達の出会い）、円熟期（子供を腕に抱い
た父親）、老年期（ストーブの横に座った
老人）。4つのまるいフレスコ画には、画
家Michelangelo、詩人Dante、ドイツの
作家 Goetheと英国の Shakespeareが
描かれています。白いパネルは、この画
家3兄弟が彼等の才能に挑戦したい人
に対して置かれ、 競争したがっている
ように見えます。

ドロマイト岩でできた高さ６５，８０ｍの
鐘楼（１８５１〜１８５８年建築）。

コルティーナ・ダンペッツォで生き続け
る古き伝統
Tradizione che sopravvive a Cortina

Conchiglia (コンキーリャ・貝殻)と呼ば
れる建造物で、大きなお祭りの際には
市民による吹奏楽団が音楽を奏でる場
所。使用されない時は半円形の舞台だ
けが表面に残され、その他の部分は地
下に姿を消します。

• 吹奏楽団（１８６１年設立）

Casa delle Regole（カーザ・デッレ・レ
ーゴレ）。現代アート美術館と常設展示
会場。

9

聖フランチェスコ教会。

10

世紀に建築、1743年に再建された擁護
の聖母教会

• コルティーナ合唱団（世界中に遠征も
する男性のみの山の合唱団）
• UNIONE DE I LADIS DE AMPEZO
(ウニオーネ・デ・イ・ラディス・デ・アン
ペツォ）。コルティーナ・ダンペッツォの
文化遺産である言語、民間伝承、風習
を保護する団体。
© BANDION.IT

レーゴレ
Le Regole
レーゴレ（イタリア語で規律の意味）と
は、現在でもヨーロッパ、特に山岳地で
多く見られる共有財産制度で、渓谷の
自然領域を大切に共有して利用するこ
とを目的に誕生しました。

© BANDION.IT

地元の吹奏楽団

文化
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中心街に生き続けるコルティー
ナ・ダンペッツォの有名人たち
PERSONAGGI DEL PASSATO CHE RIVIVONO NEL CENTRO DI CORTINA D'AMPEZZO

マクシミリアン1世 1459年―1519年
Massimiliano I d’Asburgo
ハプスブルク家出身のオーストリア大
公、神聖ローマ皇帝。 博識で詩人でも
あり、特に外交的に手腕のある国王でし
た。1511年にアンペッツォ渓谷とカド
ーレ渓谷だけではなく、ドロミー
ティ全ての渓谷を征服し、一つ

アルベール1世、ベルギー国王 1875年-1934年
Alberto I, re del Belgio
の領土にまとめました。 君主としての象
徴や彼の功績はドロミーティの歴史上、
大変重要です。 中心街のイタリア通り
にはマクシミリアン1世の記念碑が置
かれています。

精力的で勇気のある君主で、とりわけ彼
はドロミーティと1907年に始めて訪れた
コルティーナ・ダンペッツォに魅せられ、
亡くなるまでこの街を欠かせない観光地
として選びました。 実際その時からベ
ルギー国王は毎年のようにアンペッツォ
渓谷に訪れ、断りきれない地元ガ
イドと様々なクライミングをし
ました。 それは時が立つにつ
れていっそう深くなり、ドロミ

ーティの女王と呼ばれるコルティーナ・
ダンペッツォと国王の絆となりました。
現在でもなお地元では登山王としての
思い出が根強く残っています。 コルテ
ィーナ・ダンペッツォ中心街から徒歩で
数分のAlexander Hall（古生物博物館
があるアレクサンダーホール）の
前にある小さな公園には彼の
記念碑があります。

© PAOLA DANDREA

© PAOLA DANDREA

ドロミウ 1750年-1801年
Dolomieu

アンジェロ・ディボーナ 1879年－1956年
Angelo Dibona

フランス人の地質学者、鉱物学者、科学
者、疲れを知らない旅行者。研究の為、
幾つかアルプスの頂上にも登りました。
1729年、研究旅行の際に形成されたドロ
ミーティの岩を集め科学的に研究
したため、彼の名を取りドロミ
ーティとなりました。 コルテ
ィーナ・ダンペッツォ中心街

から10分ほどのアイススケートリンク近
くに彼の記念碑があります。Faloria（フ
ァローリア山）の頂上からRio Gere（リ
オ・ジェーレ地区）まで下り、この有名
人を記念する眺望なハイキング
もあります。
（61 ページをご覧
ください）

© PAOLA DANDREA
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アンペッツォ渓谷の山岳ガイドのシンボ
ル的存在。 山岳ガイド、スキーインスト
ラクター、オーストリア部隊のインストラ
クターでもある彼は第一次世界大戦時に
トファーネ山で戦いました。 ドロ
ミーティで最も有名な山岳ガイ

ドの一人で、アルプスにある70以上の山
々の登頂に初めて成功しました。 トファ
ーナ・ディ・ロッツェスの山麓には彼の名
前が付いた山小屋があり、中心街のヴェ
ネツィア広場には彼の功績を讃え
記念碑があります。

© PAOLA DANDREA
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手工芸品

木製の芸術調度品
Lavorazione del legno

クを施した調度品、フィリグラーナとい
う金銀のすかし細工を用いた宝飾品、
自然が生み出すアルニカやエーデルワ
イス等の高山植物で作られた作品など
があります。
コルティーナ・ダンペッツォに来られた
からには、ぜひこれらの工芸品をお持
ち帰りいただき、ご自宅でもちょっとし
たアンペッツオ地方の香りをお楽しみ
ください。

コルティーナ･ダンペッツォの職人

木製の古くからある技法による他には
ない製品で、地元の素材を使用し、こ
の職人技は世代から世代へと受け継が
れていく手工芸品です。

ガラス細工の工程
Lavorazione del vetro

© GIACOMOPOMPANIN.COM

コルティーナ・ダンペッツォの工房や
お店で目にする手工芸品は、山間部
特有の素朴で独創的な芸術表現がさ
れています。アンペッツォ地方の職人
たちは、その才能によって外国でも称
賛され、イタリア国内だけでなく海外か
らもしばしば呼ばれ創作しています。数
ある人気の品には、木製の芸術調度品
や鉄、銅、真鍮、ガラス製品、
マジョリカ
焼きのストーブ、はめ込み細工やモザイ

ガラス細工の技術は年々進歩し、ガラス
の色づけ、溶解、そして鉛を使った接合
の主な３工程に専門化されました。その
工程を組み合わせてランプ、お皿、絵な
ど様々な作品が作られています。

© GIACOMOPOMPANIN.COM

業の例：

文化
24

© GIUSEPPE GHEDINA

ARTIGIANATO

高山植物で作られた飾り
Decorazioni floreali

鍛冶屋職人工房
Botteghe dei fabbri

花や植物がフラワーアートの巨匠たちに
よって繊細で香り高い組み合わせを生み
出すために使用されています。このアー
ティストたちの工房で自然を感じるウサ
ギギク、エーデルワイスなど様々な植物
から生まれた工芸品を鑑賞し、購入する
ことができます。

鍛冶工芸、真鍮、銅、鋼鉄などで製作
された独自の作品をご覧いただける鍛
冶屋職人工房にご案内いたします。そ
の手作り製品の工程では鉄に木材、陶
器、ガラス、布地等を組み合わせ、モダ
ンなコレクションと伝統的なコレクショ
ンが生産されています。
プレゼントとしてお好みの製品が間違
いなく見つけられるでしょう！

文化
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© MANUELA CONTE

フィリグラーナ
Filigrana
髪の毛ほどの細い銀の糸を利用した透
かし細工。古来の技術で生まれる品は、
高い価値を誇ります。

© STEFANOZARDINI.COM

タルカシ
Tarkashi
インドから帰還したJohn Coddington
によって1881年頃コルティーナ・ダンペ
ッツォに持ち込まれた木工技術。様々な
色調の木材の代わりに、真珠層と金属糸
をはめ込んだ木工細工です。

© BANDION.IT

角細工の工程
Lavorazione del corno
鹿の生え変わりによって落ちた角を使
用し、ギフト商品、家具の装飾、首飾な
どが作られています。

文化
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文化
© BANDION.IT
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コルティーナ･ダンペッツォのお店で
購入できるお勧めの土産品

© ROBERTO CASANOVA ROSOLO

ALCUNE IDEE REGALO PRESSO I NEGOZI DI CORTINA D’AMPEZZO

山岳でのトレッキング用アクセサリー

コルソ・イタリア通り

© ROBERTO CASANOVA ROSOLO

© BANDION.IT

ショッピング
SHOPPING

歩行者天国となっている街のメイン・
ストリート、Corso Italia通りとそれに
平行するCesare Battisti通り、そして
XXIX Maggio通りは、ショッピング天
国として知られています。
実際、この通りや他の通りを少し歩くだ
けで、ユニークな工房や独特で珍しい

品物を置くお店が見つかります。
（骨董
屋や宝飾店、花の装飾品や置物、布製
品や地元の手工芸品など。）
店の営業時間は、通常
９：００〜１２：３０／１５：３０〜１９：３０
で、日曜日はほとんどの店が休み。

© ROBERTO CASANOVA ROSOLO

ごちそうに目がない方に・・・

友人や職場仲間の御土産なら・・・

文化
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まだまだ他にもあります。

文化
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絶品グルメ
I PIACERI DEL PALATO

二つの文化が交わるコルティーナ・ダ
ンペッツォでは、その料理の伝統にお
いて、ヴェーネト地方とチロル地方の
異なる二つの地域の味を凝縮してい
ます。ヴェーネト地方の伝統料理とし
ては、ポレンタをベースとしてチーズ、
ポテト、ソーセージ、グーラッシュ、グリ
ルした野菜を添えたもの、チロル地方
のものではカネーデルリとシュペッツル
があります。また、Casunziei（カスンツィ
エイ）はコルティーナ・ダンペッツォの郷
土料理です。
甘いものに目がないのなら、アップルパ
イやザッハトルテ、木の実のタルト、ジェ

料理

ラートの温かいラスベリーソース添え、コ
ケモモジャム入りのオムレツをぜひお試
しください。
ドロミーティの女王コルティーナ・ダン
ペッツォには、レストラン、ピッツェリア、
アグリトゥーリズモ、カフェ、バール、ケ
ーキ店、ビヤホール、ワインバー、山小
屋等がたくさんあり、選ぶのに一苦労す
るほどです。
そして、雲の上で食事をされたい方に
は、山小屋で息を飲む景色の中、絶品
の郷土料理を味わっていただけます。
多くの山小屋は、リフトやロープウェイ
またはジープで到達可能です。

© BANDION.IT

ENOGASTRONOMIA

© BANDION.IT

絶品グルメ , ポルチーニ茸とジャガイモのスープ 、 アンペッツォ渓谷の伝統料理 、
食前酒 、 食後酒
料理

料理
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ポルチーニ茸とジャガイモのスープ
夏の間中ドロミーティの森では、ポル
チーニ茸の探求家が切望する戦利品
で、美食家の味覚を満悦させるポル
チーニ茸を収集します。
もし、新鮮なものが収集できなけれ
ば、これはキノコが乾燥に適していると

いうことで、このような形ですべての食料
品店で販売されます。
キノコとジャガイモのスープは大変美
味しく簡単で、上手にできることを保証
します。

新鮮なポルチーニ茸がない場合は、乾燥
キノコでも構いませんが、流水でさっと
洗い、小鉢に入れたお湯（沸騰していな
い湯）に１時間ほど浸けておいたものを
使用しましょう。
旨味を出すために、キノコを浸していた
お水もスープに混ぜ入れます。
強火で約10分間更に煮込みます。
© FIONA STONE

４人分の材料：

皿に盛ったあと、小さく刻んだチャイブ
をふりかけ、お好みでクルトンを入れて
お召し上がりください。

© FIONA STONE

ジャガイモ 600g / ＊肉 又は 野菜のブイヨン 1リットル（１リットルの水に固形スー
プの素１個 又は 大さじ２杯の顆粒スープ）/ 生ポルチーニ茸100g 又は ＊乾燥ポル
チーニ茸50g / バター 50g / 玉ねぎ 1個 / チャイブ なければ 万能ネギ 少々 / に
んにく 2片
＊コルティーナ・ダンペッツォのスーパーマーケットや食料品店で固形、顆粒スープ
の素、乾燥ポルチーニ茸はお求めいただけます。

ディーノ・ディヴォーナの『ドロミーティ
料理』のご紹介でした

弱火で大きめの鍋にバターをとかし、薄
切りにしたジャガイモ、微塵切りにした玉
ねぎ、つぶしたにんにくを入れ、よく混ぜ
ながら３分ほど炒めます。

そこへスープを入れ沸騰させ、蓋をしたら
火を弱め、２０分ほど煮ます。
さらに小さく切ったキノコを加えます。

© FIONA STONE

© FIONA STONE

© FIONA STONE

料理
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アンペッツォ渓谷の伝統料理
I PIATTI DELLA TRADIZIONE AMPEZZANA

© GIACOMOPOMPANIN.COM

© BANDION.IT

Casunziei
（カスンツィエイ）

コルティーナ風ポテト
Patate all'ampezzana

じゃがいもを地元特産のスペック（燻製
生ハム）と玉ねぎでソテーしたもの。

赤カブ、またはほうれん草の入った半月
形のラヴィオリ。

アップルパイ
小さく切ったリンゴ、干しブドウ、松の実
をシナモンとクローブで香り付けし、パイ
生地で包んだもの。温かいアップルパイ
に粉砂糖をふりかけ、バニラソースまた
は生クリーム、ジェラートを添えていた
だきます。

© BANDION.IT

パンをベースに、スペック（燻製生ハム）
、ほうれん草、チーズなどを混ぜて作っ
たお団子。コンソメスープに入れたり、又
は溶かしバターとパルミジャーノ・レッジ
ャーノチーズをかけて食べます。

© BANDION.IT

Strudel di mele

Canederli
（カネーデルリ)

Spätzle
（シュペッツル）
ほうれん草の入った小ぶりのニョッキ
の生クリームとスペック（燻製生ハム）
和え。

料理
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© GIACOMOPOMPANIN.COM

プッチャ
Puccia

ライ麦粉、薄力粉、香草（クミンの種とフ
ェンネル）で作ったパン。 二種類あり、
一つは柔らかく丸いパンで、もう一つは
カリカリの平らなパン。 サラミと地元の
チーズを合わせて暖めたプッチャは、最
もポピュラーな山小屋料理の一つで、山
でのハイキングに最適です！

料理
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グーラッシュスープ

大麦スープ

牛肉とジャガイモで作ったハンガリー発
祥の辛いスープです。

大麦、角切り野菜、スモーク肉で作った
スープです。

Minestra d'orzo

Spritz（スプリッツ）
プロセッコとアペロール（リキュールの
一種）とソーダ

お問い合わせ：
japan@cortinadolomiti.eu
(日本語可）

Bicicletta
（ビチクレッタ、
自転車の意味）
プロセッコとジンジェリーノで作るアルコ
ール度の低い食前酒。通常は二人前で、
三人前の場合はTRICICLO（トリチーク
ロ、三輪自動車の意味）と呼ばれます。
Hugo（ウゴ）
白ワインとプロセッコとニワトコシロップ

アイスクリーム 温ラズベリ
ー添え
Gelato con lamponi

バニラアイスクリームに温かいラズベリ
ーを添えたデザートです。

料理
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Grappa（グラッパ）
ぶどうのしぼりかすを蒸留してつくる、
アルコール度約４０°のお酒。プレーン
なものから、フルーツやハーブを漬け込
んだものまで数え切れない程の種類が
あります。

© GIACOMOPOMPANIN.COM

© GIACOMOPOMPANIN.COM

食後酒

ソバ粉のケーキ

Torta al grano saraceno
渦巻状のフリッテッラに粉砂糖をふり
かけ、スグリかブルーベリージャムを添
えていただきます。

Sgroppino（ズグロッピーノ）
フルーツ味（通常はレモン又はみかん）
のシャーベットとプロセッコを攪拌した
ドリンク。
レストランの営業時間は各レストランによ
って多少異なりますが、通常、昼は１２：３
０〜１４：００、夜は１９：３０〜２２：００。

© GIACOMOPOMPANIN.COM

Gulaschsuppe

Prosecco（プロセッコ）
辛口スパークリング・ワイン。食前酒とし
て非常に良く飲まれます。

お料理教室と ハーブやフルーツ味の
蒸留酒を試飲
Lezioni di cucina e degustazioni di
grappe
（要予約）

© GIACOMOPOMPANIN.COM

© GIACOMOPOMPANIN.COM

© GIACOMOPOMPANIN.COM

食前酒

料理
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コルティナ・ダンペッツォの夏
ESTATE A CORTINA

コルティナ・ダンペッツォの夏は、山
を愛する人たちにとって、まさしくパラ
ダイス。
山でのバカンスの真髄を知り、他にはな
い貴重な体験をするには、世界遺産ドロミ
ーティの自然に囲まれた４００ｋｍ以上に

及ぶトレイルを歩いてみましょう。草原や
森を気軽に歩いたり、素晴らしい景色を
望むハイキングコースを一周したり、息を
飲むような眺望が続く高山でのトレッキン
グなど、あらゆるレベルで楽しめます。

コンツリーネス山

夏

コルティナ・ダンペッツォの夏 、 山でのインストラクター 、 ドロミーティもうきんの訓練 、
アンペッツォ渓谷ドロミーティの州立自然公園 、 ハイキングリゾート 、 ノルディックウォーキング 、
山あいの湖めぐりハイキング 、 ドロミーティ・スーパーサマー 、 ハイキング・パス 、
標高高い場所でのおもてなし 、 アグリトゥーリズモ 、 惑星のハイキング 、 宇宙のハイキング 、
カモシカのコース 、 ドロミューの小径 、 1914年〜1918年 2014年〜2018年 100周年 第一次世界大戦 、
バイク・リゾート 、 スキル・パーク 、 コルティーナ・バイクパーク 、 遊歩道（旧鉄道） 、 電動アシス
ト自転車 、バイク・パス 、 お勧めルート 、夏クライミング・リゾート 、 ヴィア・フェラータ 、
ランニングのひと夏 、 秋

© MANUELA CONTE

© BANDION.IT

ESTATE

夏
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山でのインストラクター

アンペッツォ渓谷
ドロミーティの州立自然公園

PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA

登山ガイドやネイチャーガイド、その他
数多くの山のプロフェッショナルが、
大人、子供、個人または団体旅行を問

わず、各自の要望に合ったトレッキング
にお供し、ドロミーティの山や歴史、植
物、動物についてもご案内いたします。

PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO

© BANDION.IT

チンクエ・トッリ山

トファーナ山とチンクエ・トッリ山

１９９０年に設立された１１，２００ヘク
タールに及ぶこの州立自然公園は、コ
ルティーナ・ダンペッツォ市内北に位
置します。このエリアは標高３，２００
ｍを超える山を頂点とした壮大な山
々に囲まれ、アイベックスやシカ、ノロ
ジカ、カモシカ、鷲、
マーモットなどが
生息しています。

Via del Parco, 1
Tel. +39 0436 2206
Tel. +39 0436 867707
Fax +39 0436 2269
info@dolomitiparco.com
www.dolomitiparco.com

© GIUSEPPEGHEDINA.COM
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© ENRICO MAIONI

ラガツオイ山頂から望むマルモラダ氷河

ノルディックウォーキング
NORDIC WALKING

夏
42

使用によって関節に負担をかけることな
く、あらゆる筋肉を使います。

© MANUELA CONTE

シンプルなウォーキングに代わるノル
ディックウォーキングでは、ストックの

夏

ビエッラ小屋方面
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1914年〜1918年
2014年〜2018年
100周年 第一次世界大戦
1914-1918 / 2014-1018, 100 ANNI GRANDE GUERRA

© MANUELA CONTE

「チーマ･ガッリーナ」陣地 年代物の
軍服を着た”語り部”の第一次世界大
戦物語
年代物の軍服を着た山岳ガイドと歴
史の専門家が兵隊たちの人生について
お話し、第一次世界大戦の陣地をご案
内させていただきます（イタリア語、英
語、ドイツ語）。

小さなお子様でも可能なこの山歩きは、
息を飲むような有名な頂を眺望に、高高
度で戦った第一次世界大戦の歴史に話
題を合わせてあり、興味深いものです。
お問い合わせ：
japan@cortinadolomiti.eu
（日本語可）

ソラピッス山

ハイキングリゾート
コルティーナ・ダンペッツォの醍醐味
は何と言ってもその自然です。 ハイ
キング愛好家にとってはまさに天国
で、400 km以上に及ぶトレイルでは
軽い運動からスポーツ、アドベンチャー
まで幅広くお楽しみいただけます。 静

夏
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寂の中で自然と対話し、川や湖に流れ
込む澄んだ水流の音に耳をかたむけな
がら、草原や森を気軽に歩いたり素晴ら
しい景色や息を飲む高山のパノラマをご
鑑賞ください。

© ENRICO MAIONI

HIKING

ラガツオイ山頂から望むマルモラダ氷河

夏
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バイク・リゾート
BIKE

美しい自然の中、家族連れ、初心者か
らエキスパートまで誰でも楽しめる自
転車ツアー。

スキル・パーク

遊歩道（旧鉄道）
EX FERROVIA

１９６４年まで、コルティーナ・ダンペ
ッツォにはDobbiaco（ドッビャーコ）と
Calalzo（カラールツォ）を結ぶ鉄道が

通っていました。現在は、心地よい遊歩
道となり、歩行者と自転車が村々や森の
間を行き交っています。

電動アシスト自転車
E-BIKE

© STEFANOZARDINI.COM

SKILL PARK

クローダ・ダ・ラーゴ山

フリーライドの世界を体感する事が出
来る二つの本格的なトレーニングスポ
ットです。 一つはファルツァーレゴ峠
の近くにある標高2,055mコル･ガッリ
ーナ地区に位置し、もう一つはトファー
ナ山のコル･ドルシエ地区にあるゲレン
デ最後の部分に位置します。２カ所とも
マウンテン･バイクインストラクター付き
でご利用頂けます。

コルティーナ・バイクパーク

更に難しいコースや切望していた到着
点に手が届き安くなりました。コルティ
ーナ・ダンペッツォでは、レンタル電

動アシスト自転車を配置。それは正に
本物の新時代電動付きマウンテンバイ
クです。

グゼーラ山

バイク・パス
BIKE PASS

コルティーナ・ダンペッツォ全てのロー
プウェイ/スキーリフト等が割り引き料
金で利用できる冬季スキーパスの夏
バーション。
ロープウェイ/スキーリフト乗り場で購
入できます。

県で初めての公式ダウンヒルパーク。
素晴らしい景色の中で４つのコースを
持つこのパークは、ダウンヒル選手権

夏
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© BANDION.IT

CORTINA BIKE PARK

が行われるトファーネ山の斜面に位置
します。
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ドロミーティ・スーパーサマー

お勧めルート

DOLOMITI SUPER SUMMER

PERCORSI CICLABILI FACILI

ドロミーティカード
ロープウェイ/スキーリフトで利用できるドロミーティスーパ
ースキーパス夏バーション
100ロープウェイ/スキーリフト等
12スキーリゾート
一枚のカード

1. 遊歩道（旧鉄道）

1.CICLABILE LUNGA VIA DELLE DOLOMITI
ンネルを抜けます。
易 し い バ ー ジ ョ ン：チ マ バ ン ケ
（Cimabanche）峠までバスで行き、緩
い下り坂のみを自転車で戻りながら同
じルートが楽しめます。

ルートの距離

13.6 Km

アスファルト遊歩道

5.27 Km

上り高低差

300 Hm

未舗装道

10.97 Km

最大標高

1.530 m

2. ピアン・デ・ラ・シピーネス一周

2. GIRO AD ANELLO DI PIAN DE RA SPINES
遊歩道に入ったら北方向フィアーメス/
チマバンケ（Fiames/Cimabanche）方
面に向かい（1番ルート参照）、舗装道
路の終わりから約200ｍにある交差点
を左に曲がって緩やかな下り坂を行き
ます。 国道を渡って（危険なので十分
ルートの距離

15 Km

クローダ・ダ・ラーゴ山

ハイキング・パス
HIKING PASS

アスファルト道

0.07 Km

上り高低差

140 Hm

未舗装道

8.89 Km

下り高低差

140 Hm

最大標高

1.330 m

アスファルト遊歩道

6.13 Km

夏
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気を付けて！）キャンピング・オリンピ
アに向かい、 ピアン・デ・ラ・シピーネ
ス（Pian de ra Spines）を一周したら同
じ道を通ってコルティーナ・ダンペッツ
ォに戻ります。

© GIUSEPPE GHEDINA

コルティーナ・ダンペッツォからチマバ
ンケ（Cimabanche）まで（ドッビャーコ
（Dobbiaco）まで継続可能－15 km）
旧鉄道に沿って森と湖の間を走るアス
ファルト道と未舗装道の交ざったルー
ト。途中、ドロミーティ列車の歴史的ト

コルティーナ・ダンペッツォ全てのロー
プウェイ/スキーリフト等が割り引き料
金で利用できる冬季スキーパスの夏バ
ーション。

ロープウェイ/スキーリフト乗り場で購入
できます。
バスの料金に含まれるサービス：
市内バスのみの乗車無料

夏
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惑星のハイキング
SENTIERI DEI PIANETI

ドロミューの小径
SENTIERO PANORAMICO DOLOMIEU

それぞれの天体の特徴を知っていただく
事もできるのです。
ルートの距離：1100m
上り高低差: 約120m
所要時間：平均25分

宇宙のハイキング
SENTIERO DELL'UNIVERSO

ピエ・トファーナ（Piè Tofana）の森か
らコル・ドルシエ（Col Drusciè）にある
天文台までのこのルートでは理想的に
宇宙全体を歩くことができます。 行程
の所々にイタリア語と英語の看板を設け
た事で、ハイキングをする皆様は主要な
星、星雲、星団、銀河系等の特徴を知る
事ができます。

ルートの距離：450m
上り高低差: 約120m
所要時間：平均25分
この二つのハイキングはコル・ドルシ
エ（Col Drusciè）にある天文台からピ
エ・トファーナ（Piè Tofana）のコースも
可能です。

カモシカのコース
SENTIERO DEI CAMOSCI

トファーナ山の「カナローネ」とよば
れるゲレンデから山麓の広い斜面を
横切り、
「フォルチェッラ・ロッサ」の
ゲレンデまで行くと、407号のトレイル

につながります。
高低差：215m
難易度：中級
所要時間：約40分

名前の由来：ドロミューに捧げたもの
ファローリア小屋（Rifugio Faloria）か
で、18世紀、ドロミテの岩の組成を最
ら：ファローリア小屋では、グルメブレー
初に調べたフランスの地質学者。
クや展望台でリラックスしたり、ジープ
トレイル番号：212
サービス（有料）を利用することで、カ
距離：3880メートル
パンナ・トンディ小屋（Capanna Tondi
高低差：425メートル
2327m）に数分で到達できます。
その他：
出発地点：この小径は上り坂の場合、
トレ･クローチ峠（Passo Tre Croci）の
カラマツ、ハイマツ、紅モミ、モンタナマ
近くにある リオ・ジェーレ（Rio Gere
ツの森に浸り、コースでは最も高い場所
1.698m）から出発し、下り坂の場合は
で、息を呑むような絶景の谷あい。非常
ファローリア小屋（Rifugio Faloria
に風光明媚なルート、険しい部分も容易
2123m）に行きます。
に進んでいただけます。
所要時間：下り約２時間
ファローリア小屋（Rifugio Faloria）
：上り約３時間
から、簡単で多くの自然を満喫でき
る、短めの円形ハイキング(Sentiero
リオ・ジェーレ（Rio Gere）から：ロープ
ウェイの（Mandres）駅まで206号に沿
naturalistico)をすることができます。
ってコルティーナ・ダンペッツォ方面へ下
ファローリア小屋（Rifugio Faloria）か
りて行くことができ、ロープウェイで出発
ら出発し、ロープウェイの昔の到着駅（
点に戻ることができます。あるいは
シルベスター·スタローン主演映画
211号を通ってマルガ・ラリエ
「クリフハンガー」でいくつか
ート‐ミエートレス（Malga
のシーンが撮影された場
Larieto-Mietres）、そし
所）の廃墟に到達し、ま
て204号でコルティー
たコルティーナ･ダンペ
ナ･ダンペッツォへ。
ッツォの景色を眺めな
がら再び登って小屋ま
また、更にリオ・ジェ
ーレ（Rio Gere）から
で戻ります。
路線バスで村まで戻
ドロミューの小径コ
ースをご
覧 に なる に
れます。
ファローリア山
は：www.dolomieutrail.it
© FRANCO OLIVERI

ピエ・トファーナ（Piè Tofana）の森か
らコル・ドルシエ（Col Drusciè）にあ
る天文台までのこのルートでは理想
的に太陽系を歩くことができます。
行程の所々にイタリア語と英語の看板
を設けた事で、ハイキングをする皆様は

お問い合わせ：japan@cortinadolomiti.eu（日本語可）
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山あいの湖めぐりハイキング
SENTIERI AI LAGHI DI MONTAGNA

※各ハイキングルートの番号は、コルティーナ・ダンペッツォのハイキングマップ
に対応しています。
（お勧めの地図は、TABACCO発行のCARTA TOPOGRAFICA #3で、コルティーナ・
ダンペッツォ中心街にある書店で入手できます。）

1号路
ラガツオイ湖

LAGO DEL LAGAZUOI
Dolomiti Busにてアクセス可能（ご出発
前に帰りのバス時刻をご確認ください）
トレイル番号： 401と20号
所要時間：約3時間
下り高低差：約1,026m
登山難易度： 中級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト等：
ラガツオイ ロープウェイ
その他： 下りのための
ストックを持参してく
ださい。湖はコース
を出発して約１時
間です。
© MANUELA CONTE

出発地点：Passo Falzarego（ファルツァ
ーレゴ峠、標高2,105m）
：コルティーナ・
ダンペッツォ駅からファルツァーレゴ峠
方面のバス（Cortina ExpressかDolomiti
Bus）にてアクセス可能。そこからロープ
ウェイでRifugio Lagazuoi（ラガツオイ小
屋、標高2,752m）まで上ります。
到着地点：Ristorante Capanna
Alpina（レストラン カパン
ナ・アルピーナ、標高
1,720m）ここからフ
ァルツァーレゴ峠ま
でSad バスにて、
そしてコル ティ
ーナ･ダンペッツ
ォの中心までは
Cortina Expressか

ラガツオイ湖

ソラピッス湖
夏
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© PAOLA DANDREA

山あいの湖めぐりハイキング
1 ラガツオイ湖（中級）

8

2 バイ・デ・ドーネス湖（初級）
3

ラヴァレードのトレ・チーメ
（三峰）

ドッビアーコ
オーストリア

フォッセス湖

リーメデス湖（初級）

マルガ・ラ・ストゥア小屋
1,668 ｍ

4 フェデーラ湖（中級）
5 ソラピッス湖 ( 中級 )

6 ピアノッツェス湖とダヤール湖（初級）

ミズリーナ湖

ミズリーナ

7 ゲディーナ湖（初級）

8 フォッセス湖（中・上級）
ポマガニオン
2,450 m

出着地点/到着地点
トファーナ
3,244 m

レストラン カパンナ・アルピーナ
1,720 m
ラガツオイ
2,778 m

5
コル・ドルシェ小屋
1,779 m

ラガツオイ 小屋
2,752 m

ヴァンデッリ小屋
1,828 m

ソラピッス湖

コルティーナ • ダンペッツォ

ゲディーナ湖

1,224 m

ピアノッツェス湖

6

バイ・デ・ドーネス湖
ファルツァーレゴ峠
2,105 m

ファローリア
2,123 m

ラガツオイ湖

7

1

トレ・クローチ峠
1,808 m

フィアーメス

ダヤール湖

バイ･デ･ドーネス小屋
1,889 m

ヴェネツィア

2
リーメデス湖
スコヤットリ小屋
2,255ｍ チンクェトッリ
2,255 m
アヴェラーウ小屋
2,413 m
パッソ・ジアウ小屋
2,236 m
アヴェラーウ
3
ジァウ峠
2,649 m

クローダ･ダ・ラーゴ
2,715 m
フェデーラ湖

注意事項
クローダ･ダ・ラーゴ小屋
2,046 m

ハイキングの経験がない登山者には、
山岳ガイド/
ネイチャーガイドを同伴する事を常にお勧めしています。
ここに記載されたコースとそれ以外多数のコースの詳しいお問い合わせは、
山岳ガイドオフィス、
ネイチャーガイド、観光案内所

（コルティーナ・ダンペッツォ中心部、
ローマ広場）
もしくは
夏
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フェダーレ小屋
2,000 m

4

japan@cortinadolomiti.euのメールアドレスへ日本語でどうぞ。
夏
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2号路
バイ・デ・ドーネス湖
LAGO BAI DE DONES

出着地点/到着地点：Rifugio Bai de
Dones （バイ・デ・ドーネス小屋、標高
1,889m）
：コルティーナ・ダンペッツォ
駅からファルツァーレゴ峠方面のバス
（Cortina ExpressかDolomiti Bus）に
てアクセス可能。そこからチェアリフトで
Rifugio Scoiattoli（スコヤットリ小屋、標
高2,255m）まで上ります。
トレイル番号：時計回りに塹壕のトレ
イルを進み、そしてBai de Dones （バ
イ・デ・ドーネス）駐車場とリフト方面の
425とその先の424号のトレイルを下りて
行きます。

所要時間：約1時間30分
下り高低差：約260ｍ
登山難易度： 初級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト等：Bai de
Dones（バイ・デ・ドーネス）チェアリフト
その他：このコースは逆ルートで行くこ
とも可能です。Rifugio Bai de Dones（
バイ・デ・ドーネス小屋）から歩いて上り、
そしてRifugio Scoiattoli （スコヤットリ
小屋）からチェアリフトで下ります。湖は
Rifugio Bai de Dones（バイ・デ・ドーネ
ス小屋）から数分のところにあります。

リーメデス湖
© PAOLA DANDREA

4号路
フェデーラ湖

3号路
リーメデス湖

LAGO DI FEDERA

LAGO DI LIMEDES
出発地点：Rifugio Fedare（フェダーレ小
屋、標高2,000m）：コルティーナ・ダンペ
ッツォ駅からPasso Giau（ジャウ峠）方面
のバス（Cortina ExpressかDolomiti Bus）
にてアクセス可能。小屋からはチェアリフ
トでRifugio Averau（アヴェラーウ小屋、
標高2,413m）まで上ります。
到着地点：Passo Falzarego（ファルツァ
ーレゴ峠、標高2,105m）。ここからコル
ティーナ･ダンペッツォ中心までCortina
ExpressかDolomiti Busにてアクセス可
能。
トレイル番号： 441号と419号。Col
Gallina（コル・ガッリーナ）のチェアーリフ
トに近づいて行き左側を通行し、再び441
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号のトレイルに戻ってPasso Falzarego（フ
ァルツァーレゴ峠）まで進みます。
所要時間：約2時間
下り高低差：約310m
登山難易度： 初級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト等：Fedare（
フェダーレ）チェアリフト
その他：より短い距離のハイキングをお望
みの方はPasso Falzarego（ファルツァーレ
ゴ峠）から湖まで（片道約30/40分）直接
行かれることをお勧めします。
こちらはつかの間の湖で、雨水と雪解水
によって9月まで見られることもあれば、
夏の途中で隠れてしまうこともあります。

出発地点：Passo Giau（ジャウ峠、標高
2,236m）
：コルティーナ・ダンペッツォ
駅からジャウ峠方面のバス（Dolomiti
Bus）にてアクセス可能。
到着時点：Rifugio Croda da Lago（ク
ローダ･ダ・ラーゴ小屋、標高2,046m）。
そこから有料ジープサービスでコルティ
ーナ･ダンペッツォ中心地又はCampo（
カンポ）とよばれる所まで行って、そこか
ら2番の市内バスで中心地へ。

トレイル番号： 436と434号
所要時間： 約 4〜5時間
上り高低差：約125m
下り高低差：約315m
登山難易度： 中級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト： なし
その他：湖は山小屋近辺にあります。
お花の愛好家にお勧め！
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7号路
ゲディーナ湖

5号路
ソラピッス湖

LAGO GHEDINA

LAGO SORAPIS
登山難易度：中級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト： なし
その他：トレイル内の短区間で突
き出した部分があり、めまい
を起こす可能性のある方
にはお勧めしません。
ただ固定された手す
りは御利用いただけ
ます。エメラルド色の
湖は山小屋のほど近
い場所にあります。
© PAOLA DANDREA

発着地点： Passo Tre Croci（トレ・クロ
ーチ峠、標高1,808m）
：コルティーナ・
ダンペッツォ駅からトレ・クローチ峠
方面のバス（Cortina Expressか
Dolomiti Bus）にてアクセス
可能。帰路は同じバスを
利用。
トレイル番号：215号
をRifugio Vandelli（
ヴァンデッリ小屋、
標高 1,928m）まで
所要時間： 上り約
3時間、下り約2時間
上り高低差：約120m

リーメデス湖

LAGO DI FOSES

LAGO PIANOZES E D'AIAL

夏
58

Ghedina（ゲディーナ湖）まで進みます。
所要時間： 約 2時間
下り高低差：約320m
登山難易度： 中級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト：Funivia
Freccia nel Cielo（フレッチア・ネル・チ
ェーロ ロープウェイ）
その他：Lago Ghedina（ゲディーナ湖）
からさらに１時間３０分程歩いてコルティ
ーナ・ダンペッツォの中心街まで行けま
すが、多数のトレイルがございます。この
ルートを検討されている方は地図などを
用意するなど、予めご準備されることを
お勧めします。

8号路
フォッセス湖

6号路
ピアノッツェス湖とダヤール湖
出 着 地 点：C a m p o（ カンポ 、標 高
1,126m）地区：コルティーナ・ダンペッ
ツォ中心から2番の市バスにてアクセス
可能。帰路も同じバスを利用。
トレイル番号： Lago di Pianozes（ピ
アノッツェス湖、標高1,170m）方面の分
岐点まで432号のトレイルを進みます。
そこから430号の右のトレイルを進んで
行くと、Lago d’Aial（ダヤール湖、標高
1,412m））まで行けます。
所要時間：Lago di Pianozes（ピアノッツ
ェス湖）まで約 30分、Lago d’Aial（ダヤ

出発地点：コルティーナ・ダンペッツォ
の中心街から10分程離れたスケートリ
ンク近くの Funivia Freccia nel Cielo（
フレッチア・ネル・チェーロ ロープウェ
イ） へ行き、Col Drusciè（コル・ドルシ
ェ、標高1,779m）と呼ばれるロープウェ
イの一駅目まで上ります。
到着時点： Lago Ghedina（ゲディーナ
湖、標高1,457m）。そこからタクシーで
コルティーナ･ダンペッツォ中心地へ戻
れます。
トレイル番号：Col Drusciè（コル・ドル
シェ）と呼ばれるロープウェイの一駅目
から砂利道のトレイルを下り、右の410
、そして409号のトレイルに沿って Lago

ール湖）までは約1時間30分。
上り高低差：Lago di Pianozes（ピアノ
ッツェス湖）まで約45m、Lago d’Aial（
ダヤール湖）までは約285m。
登山難易度： 初級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト： なし
その他：Lago di Pianozes（ピアノッツェ
ス湖）までCroda da Lago方面の有料ジ
ープサービスにてアクセス可能（最小催
行人数4名、要予約）

出発地点：Fiames（フィアーメス地区）の
駐車場：コルティーナ・ダンペッツォ駅か
らから市バス１番にてアクセス可能。そこ
から有料ジープサービスでアンペッツォ
渓谷のドロミーティ国立自然公園とファ
ーネス・センネス・ブラーイエス自然公園
との境界線のところまで行きます。
（標
高約2,100ｍ）
注意！ジープの出発時間をご確認くださ
い。このコースのジープサービスは早朝
のみです。
到着地点：Rifugio Malga Ra Stua.（マ
ルガ・ラ・ストゥーア小屋、標高1,668m）
ここから有料ジープサービスでFiames（

フィアーメス地区）まで、そして市バス１
番にてコルティーナ・ダンペッツォ中心
街まで。
トレイル番号：Rifugio Biella （ビエッ
ラ小屋）まで6号、そして26号と再び6号
所要時間：約5/6時間
上り高低差：約330m
下り高低差：約760m
登山難易度： 中・上級
休憩所：行程中にある山小屋
ロープウェイ/スキーリフト等： なし
その他： 下りのためのストックを持参し
てください。湖はRifugio Biella （ビエッ
ラ小屋）から約１時間半です。
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クローダ・ダ・ラーゴ

OSPITALITÀ IN QUOTA

クリスタッロ、
ファローリア、
ソラピッス
CRISTALLO, FALORIA, SORAPIS

© BANDION.IT

Faloria（ファローリア山、標高2,123m）
はコルティーナ・ダンペッツォ中心から
ファローリアと呼ばれる２区間に分か
れたロープウェイを乗り継いで山頂まで
到達できます。 二区間目の到着点には
Rifugio Faloria（ファローリア小屋、標
高2,123m）があります。
ファローリア小屋からジープで、または
少し歩くと、簡単にRifugio Capanna
Tondi （カパンナ・トンディ小屋、標高
2,327m）に到着します。 CRISTALLO (ク
リスタッロ山、標高3,221m) へは、

ミエートレス小屋
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コルティーナからトレ・クローチ峠方面
へのバス（Dolomiti Bus）で Ristorante
Rio Gere（リオ・ジェーレレストラン、標
高1,698m）まで行き、そこからリフトで
上れます。リフトの到着点は、Rifugio
Son Forca（ソン・フォルカ小屋、標高
2,235m）です。
その他：Rifugio Mietres（ミエートレ
ス小屋、1,710m）、 Rifugio Vandelli
(ヴァンデッリ小屋、標高1,926m）とそ
の隣にある美しいエメラルド色のLago
Sorapis（ソラピッス湖）

Rifugio Croda da Lago（クローダ・ダ・
ラーゴ小屋、標高2,046m）町の中心か
らジープで、またはジァウ峠から歩いて（
トレッキング難易度・中級）到達可能で
す。 山小屋からは、様々なレベルのハイ
キングが可能ですが、フェデーラ湖を一
周するだけでも十分です。
Malga Federa（マルガ・フェデーラ、標
高1,800m）ベッコ・ディ・メッツォディ山
とクローダ・ダ・ラーゴ山の麓にあり、アン
ペッツォ渓谷の最も美しい牧草地に位置
しています。

© BANDION.IT

標高高い場所でのおもてなし

CRODA DA LAGO

フェデーラ湖とクローダ・ダ・ラーゴ小屋

Rifugio Lago d'Aial
（ラーゴ・ダヤル小屋、標高1,412m）
コルティーナ・ダンペッツォの中心から
は、ジープで簡単に到達可能。

ラガツオイ、
チンクエ・トッリ、
ジャウ峠
LAGAZUOI, 5 TORRI, PASSO GIAU
Passo Falzarego（ファルツァーレゴ
峠、標高 2,105m） へは、コルティー
ナ・ダンペッツォの中心からDolomiti
BusかCortina Expressのバスを利用
し、そこからロープウェイに乗り数分
で Lagazuoi (ラガツオイ山、標高
2 ,989 m）の頂 上と標 高2,752mの
Rifugio Lagazuoi（ラガツオイ小屋）
まで到達できます。この小屋から、第
一次世界大戦時の塹壕とトンネルに沿
って曲がりくねった心に迫るコースが
始まります。峠に続く道に沿って行くと
ColGallina（ガッリーナ丘）地区があり、
そこには Ristorante Grill da Strobel
（レストラングリル・ダ・ストローベル、

標高2024m）と Rifugio Col Gallina
(コル・ガッリーナ小屋、標高2,055m）
があります。ガッリーナ丘から緩やかな
細道を通って、小さなLago di Limedes（
リメデス湖）に行く事ができます。
チンクエトッリは、アルプスで最も有名
なクライミング・ポイントの一つです。
町の中心からはDolomiti BusかCortina
Expressのバスで Baita Bai de Dones
(バイ・デ・ドーネス小屋、標高1,889m)
まで到達でき、そこから出発するリフト
はRifugio Scoiattoli（スコヤットリ小
屋、標高2,255m）まで行きます。
山小屋の周辺では、あらゆるレベルと長
さのハイキングが可能です。第一次世界
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エ・デ・パルー小屋、標高1,512m）コル
ティーナ・ダンペッツォの中心からジャウ
峠方面5Kmの距離にあり、タクシーで到
達可能。Ristorante Piezza da Aurelio
（レストラン ピエッツァ・ダ・アウレーリ
オ、標高2,175m） ジァウ峠エリアに位置
し、タクシーで到達可。Rifugio Fedare
（フェダーレ小屋、標高2,000m）

© BANDION.IT

大戦時の塹壕に沿った簡単なトレイル
や、近くにある Rifugio Cinque Torri
（チンクエ・トッリ小屋、標高2,137m)、
Rifugio Averau（アヴェラーウ小屋、
標高2,413m）、Rifugio Nuvolau
(ヌヴォラーウ小屋、標高2.575m）まで
のトレッキングがその一例です。
その他： Malga Peziè de Parù （ペツィ

ポメーデス小屋

トファーネ、
ポコール

© GUIDO POMPANIN

TOFANE - POCOL

ラガツオイ小屋

自然公園内のその他の山小屋：
Rifugio Malga Ra Stua（マルガ・ラ・ス
トゥーア小屋、標高1,668m）：ジープで
到達可能。Rifugio Biella (ビエッラ小
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屋、標高 2,327m) と Rifugio Ospitale（
オスピターレ小屋、標高 1,475m）

トファーネ山岳は大きく三つの山に分
かれています
その中でも Tofana di Rozes（トファー
ナ・ディ・ロッツェス山、標高3,225m）
は、第一次世界大戦中イタリアとオースト
リアの戦闘の舞台となり、現在でもなお
その証を見ることが出来ます。
Tofana di Mezzo (トファーナ・ディ・
メッツォ山、標高3,244m) は、真ん
中に位置し、３つのうち最も高い山で
す。Freccia nel cielo（空飛ぶ矢）と呼
ばれる三区間に分かれたロープウェイ
を乗り継ぎ、頂上まで到達できます。
ロープウェイの出発点は、アイスリンクに

隣接しており、町の中心から歩いて数分
の距離にあります。一区間目の到着点に
Rifugio Col Drusciè（コル・ドルシエ
小屋兼レストラン、標高1,778m）があ
ります。二区間目の到着点に、Rifugio
Capanna Ra Valles （カパンナ・ラ・
ヴァッレス小屋、標高2,475m）があり
ます。そしてロープウェイで三区間目を
上がって行くと、Bar Cima Tofana (バ
ル・チーマ・トファーナ、標高3,244m)
とトファーナ・ディ・メッツォ山の頂上へ
到達します。
Tofana di dentro (トファーナ・ディ・デ
ントロ山、標高3,238m) は、最も北側に
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位置する山です。
トファーネ山岳には、バラエティに富んだ
あらゆるレベルのハイキングコースや、息
を飲むような景色のヴィア・フェッラータ
（鉄のロープや梯子を使用しながら行く
トレッキング）、クライミングに最適の岩
山が揃っています。
その他：
Rifugio Dibona (ディボーナ小屋、標
高2,037 m) ：トファーナ・ディ・ロッツ
ェス山の麓に位置し、美しい自然と静
寂に囲まれた山小屋。ジープで到達可

能（要電話予約）。
Rifugio Giussani (ジュッサーニ小屋、
標高2,561m)、Rifugio Duca d'Aosta (
デゥカ・ダオスタ小屋、標高2,098m) と
Rifugio Pomedes (ポメーデス小屋、標
高2,303m)
この二つの山小屋へはジープまたはトフ
ァーナ山麓の森にあるピエー・トファー
ナ地区までタクシーで行き、そこからリフ
トを利用できます。それ以外に街の中心
からロープウェイでコル・ドルシエまで行
き（一区間目）、そこから２０分程じゃり

クライミング・リゾート
CLIMBING

無数の垂直の岩壁であらゆるタイプ
のクライミングが可能。 空に切り立
ついくつもの鋭い頂上が恐れを知ら
ないクライマー達を迎えます。 標高

3000 mを越える6つの山を持つアンペ
ッツォ渓谷のドロミーティは、熱心なク
ライマー達の憧れの地です。

センティエーロ・フェラート・ジュゼッペ・オリヴィエーリ

アグリトゥーリズモ
AGRITURISMI

Agriturismo Caldara
アグリトゥーリズモ カルダーラ
Agriturismo Degasper Giorgio - Fattoria Meneguto
アグリトゥーリズモとピッツェリア デガスペル・ジョルジョ
Agriturismo El Brite de Larieto
- Caseificio Piccolo Brite
アグリトゥーリズモ エル・ブリーテ・デ・ラリエートとピッコロ・ブリーテチーズ製造所
Agriturismo Jägerhaus
アグリトゥーリズモ イェーガーハウス
Alpe Cortina
アルペ・コルティーナ農場
Ciasa Deo
チャーザ・デーオ
Malga Federa
マルガ・フェデーラ
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VIE FERRATE

ヴィア・フェラータについて御説明いたしましょう。
ヴィア・フェラータとは、ワイヤーロープ
経験の少ない登山者でも、岩場や崖の
やはしご、木製の歩道や吊り橋のように
上のコースを安全に通行し、頂上まで達
固定された設備などが整っている登山
することができるようにするものです。
コースを指します。この人工的な設備は、
ヴィア・フェラータの発祥について
そもそも、ドロミーティのヴィア・フェラー
タは、
１９１５年から１８年の第1次世界大
戦において、国境線での厳しい戦闘時に、
主に軍事目的として造られたものです。そ

の後、観光業がそのワイヤーロープやはし
ごを再び価値のあるものにし、多くの人が
親しめる登山施設にしました。

ヴィア・フェラータを登るために必要な装備について
安全にヴィア・フェラータを登るためには、
の短いカラビナ付のロープと、リギングプ
山歩きに使用する通常の装備（適正な服
レート（摩擦などを使って、墜落の衝撃を
装、登山靴、リュック、救急用品、飲食物）
和らげるショックアブソーバーの機能を持
以外に、適切な装具が必要です。ヘルメッ
つ器具）を指します。雪のあるところでは
ト、登山用ハーネス、ヴィア・フェラータ用
ピッケルやアイゼンも必要になります。ま
のセット、ヴィア・フェラータ用の手袋は、
た、ヘッドランプは戦争時に軍隊によって
必ず取り揃えなければなりません。この内
掘られた多くのトンネルの中に入るために
の、ヴィア・フェラータ用のセットとは、２本
は、必要不可欠なものです。
ヴィア・フェラータの困難度と危険性について
ヴィア・フェラータの難しさは、壁に垂直
困難なものになり、登山者に対して重大
に配置されたものや、突起部分、足場の
な問題を引き起こすことがあります。最
量により異なります。ヴィア・フェラータ
終的には、行程の長さが、フェラータの
はより簡単なものを ”センティエーロ・フ
難度を決定します。
ェラート“ と呼び、より複雑で困難なもの
を ”ヴィア・フェラータ”と呼んでいます。
ヴィア・フェラータの経験がない登山者に
最も易しいコースでも雪や氷の影響、ま
は、必ず山岳ガイド（岩登りのスペシャリ
たは思いがけない天候の変化で危険で
スト）との同行をお勧めします。
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ゴルフリゾート
GOLF RESORT

コルティーナ・ゴルフはミラモンティ・
マジェスティックホテルの歴史的なゴ
ルフ場の近くに位置します。ファローリ
ア山麓にあるこのゴルフ場では、1930
年代から世界中のゴルフプレーヤー達が
腕を競ってきました。 9ホールのゴルフ
場は、Peter HarradineとSilvio Bernardi
が描いたように深い緑に囲まれていま
す。 コース上からはコルティーナを取
り囲む山々を見上げることができ、 各
ホールにはそれら山々の名前が付けら
れています。 このアンペッツォ渓谷の新
しいゴルフ場では、ハイレベルなコース
に挑戦するだけでなく、世界中に類を見
ない眺望とドロミーティ特有の美しい自
然を楽しむことができます。
日本語での情報と料金表あり
Associazione Golf Cortina
Loc.Fraina 14/15
T. 0436.860952 / F. 0436.876355
info@cortinagolf.it
© STEFANO ZARDINI

ヴィア・フェラータ

ゴルフ場
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ドロミーティ・クラシックカーレース
クラシックカーが参加するカーレース。
www.coppadorodelledolomiti.eu

夏の主なイベント
PRINCIPALI EVENTI ESTIVI

© DINO COLLI

コルティーナ・ダンペッツォの夏祭り
７月の第一日曜日に行われるコルティーナ・ダンペッツォの
伝統的な夏祭り。様々なイベント、露店、スポーツ競技等盛り
だくさんです。
www.sestierianpezo.dolomiti.org

夏
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Best of the alps のゴルフトーナメント
ヨーロッパ・アルプスにある最も魅力的で、且つ労力が必要な
１０箇所のゴルフ場でのコンペティション。１２箇所のトーナ
メントロケーション中、イタリアの街はコルティーナ・ダンペ
ッツォだけです。
www.bestofthealps.com/golfcup
吹奏楽フェスティバル
地元の吹奏楽団と国内および海外の音楽バンドがコンサート
を行う一週間。 ８月最後の日曜日に行われるパレードで最高
潮に達する人気のイベント。
www.corpomusicalecortina.it

© MORA-FOTO.IT

© BANDION.IT

７月
MTBのオフ・ロードマラソン
www.wiliertrophycortina.com
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© STEFANO ZARDINI

コルティーナ・スカイレース
ザ・ノース・フェース・ラバレード・ウルトラ・トレイル
コルティーナ・トレイル
ドロミーティとコルティーナ・ダンペッツォの息を飲むような風
景を背景にトレイル・ランニングマラソン競技。
www.ultratrail.it

8月
国際テニス・トーナメント
www.atpcortina.com
www.tenniscortina.it

「ディーノ・チャーニ」フェスティバル
現代音楽において最も優れたミュージシャンを集めて行われる
コルティーナ・ダンペッツォのクラシック音楽フェスティバル。
www.festivaldinociani.com

© GIACOMO POMPANIN

© SOURBIER.FR

6月
夏季国際カーリング・トーナメント
毎年世界中からチームを迎え入れる夏季国際カーリング・ト
ーナメント。
www.curlingcortina.it

© DINO COLLI

5月
コルティーナ-ドッビャーコ・マラソン
ドロミーティ旧鉄道に沿って走るマラソン競技。コルティー
ナ・ダンペッツォの鐘楼下を出発してドッビャーコ到着まで。
www.cortina-dobbiacorun.it

9月
2018年ターゲットアーチェリー 世界選手権
www.fitarco-italia.org
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ランニングのひと夏
UN'ESTATE DI CORSA

コルティーナ・トレイル
Cortina Trail

コルティーナ・ダンペッツォは高度の
高い場所で行われる大規模なイベン
トが楽しめるランニング愛好家にと

っての楽園です。この大イベントは世界
中から選手やファンがやって来ます。

コルティーナ〜ドッビアーコ

6月
毎年行われる歴史的なラヴァレード・ウ
ルトラトレイル
47kmのコースです。
www.ultratrail.it

Cortina-Dobbiaco Run
6月
何千もの選手がこの歴史ある競技のた
めに集まります。
このレースは1962年に廃止された旧ド
ロミーティ鉄道と同じ道を辿り、コルソ
イタリア通り沿いのコルティーナ・ダン
ペッツォの鐘楼を出発し、ドッビアーコ
の中心部が終点になります。
息を呑むようなトンネルや吊り橋など
30kmの他では見られない風景を辿り
ます。
www.cortinadobbiacorun.it

ザ・ノース・フェース・ラバレード
のウルトラ・トレイル
The North Face Lavaredo Ultra Trail

コルティーナ・スカイレース
Cortina Skyrace
6月
山での経験が豊富なハイカーのための
ランニングレース。 ルートは20kmの
距離です。
コルティーナ・ダンペッツォの中心地を
出発し、ドロミーティ世界自然遺産の
経路に沿って進んでいきます。
www.ultratrail.it

夏
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6月
世界中から集まった選手たちが絶景の
119kmコースに臨む有名なトレイル・ラ
ンニングの競技です。
独特な夜のレースで、コルソイタリア通
りから出発して最も壮観な処処をまた
ぐように進みます。
毎年多くの参加者が日本からやってきて
この競技に臨みます。2012年からは世
界大会の一つとして日本でも富士山の
周り一区間を利用して行われています。
www.ultratrail.it

夏
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© giuseppeghedina.com

夏
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夏

トファーナ・ディ・メッツォ山から望むコルティーナ・ダンペッツォ

73

秋

AUTUNNO

秋には静けさを取り戻すコルティー
ナ・ダンペッツォに滞在して、美しく色
付く自然を楽しみながら、まだあまり
知られていない一面を発見してくださ
い。実際、９月中旬から１０月末にかけて
シーズンオフになるため、自然を本当に
愛する方にとって、秋はコルティーナ・
ダンペッツォを訪れるのに最も適した
季節です。カラマツやブナの木が美し
い色に変化する秋には、日本の紅葉の
ような素晴らしい景色が目を楽しませ
てくれます。
注意
リフト運行情報とお問い合わせ
cortinadolomiti.eu
japan@cortinadolomiti.eu（日本語可）
この時期にハイキングなどをお楽しみ
いただく際には、年中営業しているジー
プやドライバー付きレンタカーの利用
が可能です。
さらに多くのホテルでは、秋のお得な宿
泊料金をご用意し、皆様をお待ちしてお
ります。

フェデーラ湖とクローダ・ダ・ラーゴ小屋

© BANDION.IT
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「ドロミーティの女王」と呼ばれるコ
ルティーナは世界で最も名高い冬の
リゾート地の一つでもあります。 コ
ルティーナの観光の歴史は20世紀の

始め頃までさかのぼり、現代的なリフ
ト設備と人工雪のおかげで11月末から
4月までスキーができます。

ドロミーティスーパースキー
DOLOMITI SUPERSKI

さらに、コルティーナ・ダンペッツォ
はドロミーティスーパースキーの一部
を成します。これは世界で最も大きな

スキーエリアの一つで、
１２のスキーリゾ
ート、1200キロのゲレンデ、450のリフト
設備があります。

冬
Inverno
トファーナ山のゲレンデ
© BANDION.IT

スキーパス
© NICOLÒ MIANA

SKI PASS

ドロミーティスーパースキー 、 スキーパス 、 スキーエリア 、 スキーツアー 、
スキースクールとスキー・インストラクター、 山でのインストラクター 、
スキーバス 、ホテル・スキーパス・サービス 、 コルティーナ・ダンペッツォでの
スロー・ドロミーティ 、コルティーナ・ダンペッツォでのフリー・ドロミーティ 、
冬
冬の主なイベント

スキーパスには、コルティーナ・ダンペ
ッツォ、サン・ヴィート、アウロンツォ、
ミズリーナでのみ使用できるSkipass
Cortinaと、ドロミーティ・スーパースキ
ーの全１２エリアで使用できるDolomiti

Superskiの２種類があります。どちらのス
キーパスも、バスターミナル前にあるス
キーパスオフィス、または各リフトとロー
プウェイ乗り場にて直接購入可能です。

冬
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スキーエリア

スキーツアー
SKI TOUR

一つは見事なAmpezzo渓谷に面する
Faloria・Cristallo・Mietres Cortina
Cube (コルティーナ・キューブ）エリア
です。ここには初心者向けからプロスキ
ーヤー向けまで、あらゆる難易度のゲレ
ンデがあります。

におよびます。
主なスキーエリアは三つあります。

© BANDION.IT

コルティーナのスキーエリアには、３７
のリフト設備があり、７０ある黒・赤・
青・緑のゲレンデの総距離は、115キロ

それからLagazuoi・5Torri エリアがあり
ます。ここには広大で景色の素晴らしいさ
まざまなゲレンデが広がります。

© BANDION.IT

© BANDION.IT

もう一つはTofana・Pocol エリアです。
ここには1956年にオリンピック・ゲーム
が行われたゲレンデもあり、現在でもな
お、アルペンスキー女子ワールドカップ
が行われます。

さらに、コルティーナ・ダンペッツォ
はドロミーティスーパースキーの一部
を成します。これは世界で最も大きな

スキーエリアの一つで、
１２のスキーリゾ
ート、1200キロのゲレンデ、450のリフト
設備があります。

オリンピアツアー
Olimpia
このツアーでは、
１９５６年にオリンピッ
クの会場となった、歴史に名高いゲレン
デを滑ります。
• オリンピア (Olympia)： ダウンヒル競
技のメイン会場。
• ヴィテッリ (Vitelli)： 大回転競技のメ
イン会場。
• コル・デュルシェ Ａ (Col Drusciè A)：
回転競技のメイン会場。
このツアーに挑戦できるのは、経験豊富
なスキーヤーのみ。でも、代替コースを滑
ることで、オリンピック・チャンピオンに
はまだ程遠いけど、このエキサイティング
なコースを体験したいという方にも充分
楽しんでいただけます。

トファーナ山のゲレンデ

冬
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© BANDION.IT

COMPRENSORI SCIISTICI

冬
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セッラ・ロンダツアー Sella Ronda
(このスキーツアーを安全により良く楽しむには、アルペンガイドを付けることをお
勧めいたします）

山でのインストラクター
PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA

セッラ山系の周囲を巡る、壮大な景観
かつドロミーティで最も距離の長いス
キー・ツアー。パッソ・ファルツァーレ
ゴ(Passo Falzarego)を早朝に出発し、
ラガツォイ(Lagazuoi)山頂までゴンド
ラを利用します。そこからアルメンタ
ローラ(Armentarola)を滑って、コルバ
ーラ(Corvara)まで到達すると、時計回
りでツアーの開始。ファルツァーレゴ

(Falzarego)、ガルデーナ(Gardena)、セ
ッラ(Sella)、ポルドイ(Pordoi)、カンポロ
ンゴ(Campolongo)の峠を越え、総延長
２６ｋｍを一日で滑る、アルプスで最も
面白いスキー・ツアーの１つです。スキ
ー中級者から滑走可能。
セッラ・ロンダには、ドロミテ・スーパー
スキー・パスが必要です。

1933年、アンペッツォ地方に初の国
立スキースクールが設立されました。
これにより、スキー・インストラクター

というウィンタースポーツの新しいプロフ
ェッショナルが誕生しました。

登山ガイド・ネイチャーガイド
GUIDE ALPINE E GUIDE NATURALISTICHE

第一次世界大戦ツアー Giro della Grande Guerra
このスキーツアーを安全により良く楽しむには、アルペンガイドを付けることをお
勧めいたします）
第一次世界大戦中イタリアおよびオー
ストリア・ハンガリー、ドイツの
兵士によって築かれた建物
やトンネルを間近に見る
スキーツアー。大人か
ら子供まで、またスノ
ーボードでも可能。

全行程の所要時間は、昼食時間を含
めて７〜８時間となるため、早
朝に出発することが必須。
第一次世界大戦ツアーに
は、ドロミーティ・スー
パースキー・パスが必
要です。

夏と同様、冬の期間にも登山ガイドや
自然ガイド、その他数多くの山のプロフ

ェッショナルが、大人、子供を問わず様々
なアクティビティをご用意いたします。

スキーバス
SKI BUS

スキーパス保有者はスキー場まで無
料のバスサービス。

バス発着所は、ローマ広場、バスターミ
ナル、各ホテル前にあります。

ホテル・スキーパス・サービス
© BANDION.IT

スキーツアー Super 8
ア ヴ ェ ラ ー ウ・ト ロ イと ア ル メ
ン タ ロ ー ラ 間 の コ ース で す。
それぞれ難易度は低め、長距離、見晴
らしの良い風景比類ない特徴を持ち、
有名なドロミーティ山頂のトファーナ、

冬
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ペルモ、チヴェッタ, マルモラーダ、ファ
ーネス、アヴェラーウ、チンクエトッリ、
コントゥリーネスが眺めるスキーコース
です。

“HOTEL SKIPASS SERVICE”

スキーパスは、ドロミーティ・スー
パースキーのホームページ（www.
dolomitisuperski.com）で予約可能
です。ご予約にはクレジットカードに

よるお支払いが必要になります。スキー
パスのお受け取りは、参加ホテルのレセ
プションにて。

冬
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クロスカントリースキー
Sci Nordico
自然、静寂、スロー・スキー愛好家へ 。
のクロスカントリーの拠点フィアーメス・
ドロミーティ・ノルディック・スキーと呼
スポーツ・ノルディック・センターはスキ
ばれるヨーロッパで最も広いノルディッ
ースクールとレンタルスキーがあります。
クスキーエリア内に属するコルティーナ・
月明かりの下でのエクスカーションや森
ダンペッツォはクロスカントリースキ
林保護官同伴の散策などを提案し
ーの天国でもあります。そのゲ
ています。
レンデエリア全体1300km
積雪がない場合でも、大自
内に70種、ユネスコの自
然の中、練習用コースや
然遺産であるアンペッ
ドッビャーコ町まで続
ツォ渓谷のドロミーテ
く旧鉄道沿いのコース
の大部分を滑ることが
ィ自然公園内に位置し
ます。 このような天国
できます。
に囲まれながら、フリ
また、上級者向けの
ー又はクラシカル走法
難易度の高いコースも
で滑ることができます。
トレ・クローチ峠にあり
コルティーナ・ダンペッツォ
ます。
© BANDION.IT

そり
Slitta
Guargnè（グアルニェー）地区には、市
営プールの近くに、そり専用の長さ１ｋ
ｍのゲレンデがあります。Mietres（ミエ
ートレス）のリフトを利用。
アイススケート
Ice Skating
オリンピック開催時使用のアイススケ
ートリンクでアイスケートができます。

月明かりが雪上を照らす夜には、徒歩や
スノーシュー、そり、登山用スキー（アザ
ラシの皮を貼り付けたスキーで山を登
り、未踏の斜面を滑り降ります。）でハ

冬

イキングを楽しむことができます。多く
の山小屋では、夕食の後に星空の下を
滑り降りる特別な夜のイベントを企画
しています。

© BANDION.IT

スノーシュー
Ciaspe

夜の雪上エクスカーション
Sulla neve in notturna
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ファローリア山（Faloria）のエリアで最
も眺望の良いビテッリのゲレンデでは、
スロー・スキーが楽しめます。これはス
キーの新しい楽しみ方で、ゲレンデの
途中で何度か立ち止まって景色を堪能
しながらゆっくり滑り降ります。このた
めに備えられたリラックス・エリアから
は、堂々たるクリスタッロ山を目前に眺
めることができます。

© BANDION.IT

SLOW DOLOMITES A
CORTINA D’AMPEZZO

スロー・スキー
Slow Ski

© BANDION.IT

コルティーナ・ダンペッツォでの
スロー・ドロミーティ

オリンピック開催時使用のアイススケ
ートリンクでアイスケートができます。

冬
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“スターライトルーム”

(スコヤットリ小屋、標高2,225m) の露天風呂
Rifugio Scoiattoli

“STARLIGHT ROOM”
© BANDION.IT

６人まで入れるモミの木のバスタブで、
新鮮な空気と5 Torri山の眺望を楽しみ
ながら、薪ストーブで温めたお湯に浸
ることができます。

(クローダ・ダ・ラーゴ小屋、
標高2,046m）のサウナ
Rifugio Croda da Lago

コルティーナ・ダンペッツォ中心部か
ら数キロのところにあるコル・ガリー
ナで、光害や騒音から遠ざかり空の
魔法を味わう特別な夜を過ごすこと
ができます。高度2,055mのお部屋で雪
や山々に囲まれた暖かいベッドにガラス
の壁だけ。ドロミーティユネスコ世界自
然遺産にどっぷり浸っていただけます。
スターライトルームでは朝食や豊富な
郷土料理の夕食メニュー、音楽鑑賞な

ど、快適で様々なサービスが含まれて
います。
コル・ガリーナ小屋付近にあるお部屋
には、スノーモービル、スノーシュー、
ファットバイクで行くことができます。
スターライトルームは一泊300ユーロ
（朝食、夕食込み）で、リクエストに応じ
てお一人又はお二人の予約が可能です。
お問い合わせ:
japan@cortina.dolomiti.eu (日本語)
© GIACOMOPOMPANIN.COM

フィンランド製樽型サウナで、心地よい
熱気をお楽しみください。

ラガツオイ小屋（標高2,752 m）はドロミー
ティの頂上の中でも珍しい眺望で世界的
に名高い小屋です。 その上今年からフィン
ランド式サウナもあります。この素晴らし
い景色を見ながらリラックスして、燃える
ような木材の香りとストレスを全て溶かし
てくれる温もりを楽しむことができます。

© SIMONE RENOLDI

ドロミーティ最高標高サウナ
Rifugio Lagazuoi

お問い合わせ：
japan@cortinadolomiti.eu（日本語可）

スターライトルーム
冬
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ドッビアーコ
オーストリア

ラヴァレードのトレ・チーメ
（三峰）

クロスカントリースキーコース
1 練習用コース ( 初級 )

2 ピアン・デ・ラ・シピーネス一周 ( 中級 )
冬用ハイキングコース

3 コンヴェント通り ( 初級 )
クリスタッロ
3,221 m

出着地点/到着地点
2
トファーナ
3,244 m

1

ポマガニオン
2,450 m

ミズリーナ湖

トレ・クローチ峠
1,808 m

フィアーメス

コルティーナ • ダンペッツォ

ラガツオイ
2,778 m

ミズリーナ

1,224 m

ファローリア
2,123 m

3

チンクェトッリ
2,255 m
ファルツァーレゴ峠
2,105 m
アヴェラーウ
2,649 m

クローダ・ダ・ラゴ
2,715 m

注意事項

ヴェネツィア

登山者は自己責任の下に雪で覆われたコースを歩行します。
積雪状況などの確認や山岳ガイド/ ネイチャーガイドを

ジァウ峠
2,236 m

同伴する事をお勧めします。

ここに記載されたコースとそれ以外多数のコースの詳しいお問い合わせは、
山岳ガイドオフィス、
ネイチャーガイド、観光案内所

（コルティーナ・ダンペッツォ中心部、
ローマ広場）
もしくは
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CI VEDIAMO A CORTINA | INVERNO

japan@cortinadolomiti.euのメールアドレスへ日本語でどうぞ。
CI VEDIAMO A CORTINA | WINTER
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© BANDION.IT

1933年、アンペッツォ地方に初の国立
スキースクールが設立されました。こ
れにより、スキー・インストラクターと
いうウィンタースポーツの新しいプロフ
ェッショナルが誕生しました。

冬
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フリースタイル
Freestyle
コルティーナ スノー・パーク・トファー
ナ 又は ビッグ・エア・バック フリースタイ
ル・ステーション・ファローリア
スノーボートとフリーライド専用のエリ
アです

© BERGSTEIGEN.COM

冬のヴィア・フェラータ
Ferrata invernale

スノーボード
Snowboard

冬もぞくぞくするヴィア・フェラータ

© BANDION.IT

オフロード
Sci fuori pista

新雪とエレガントなスタイルが特徴の
テレマークは、足首を固定せずに滑る
ノルウェー発祥の最も古典的なスキー
技術です。

© DOLOMITI SKIROCK

© GIUSEPPEGHEDINA.COM

アルペンスキー
Sci Alpino

© DOLOMITI SKIROCK

FREE DOLOMITES A CORTINA

テレマーク
Telemark

© GIUSEPPEGHEDINA.COM

コルティーナ・ダンペッツォでの
フリー・ドロミーティ

アイスクライミング
Cascate di ghiaccio
アイゼンを利用してアイスクライミング

冬
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コル･ガッリーナ（Col Gallina）リフトの
後ろにはバンプや勾配などの重力が加
わ るファット･バイクのコースが二つあ
り、 道具のレンタル、夜の雪上エクス
カーシ ョンやコース付近の山小屋で夕
食との組み合わせも可能です。

ヘリスキー
Heliski

冬の主なイベント
PRINCIPALI EVENTI INVERNALI

12月
コルティーナ・ファッション・ウイーク･
エンド
12月中、コルソ・イタリア通りには、たく
さんの木造の小さな小屋が並び、地元の
食品や郷土品を販売しています。

１月
アルペンスキー女子ワールドカップ
トファーネ山 (Tofane)の素晴らしいゲレ
ンデOlympiaにて、コルティーナ・ダンペ
ッツォのアルペンスキー女子ワールドカ
ップ競技が行われます。
www.cortinaclassic.com

クリスマス・マーケット

© BANDION.IT

ドロミーティでパウダー・スノーを探して。。。
お問い合わせ：山岳ガイドのご依頼

© PAOLA DANDREA

© GIACOMOPOMPANIN.COM

ファット・バイク
Fat Bike

アイス・ホッケー
Hockey

スノーボードクロスワールドカップ
歴史的な民族衣装を身に着けた吹奏
楽団がコルソ・イタリア通りでクリスマ
スパレード

2月
アンペッツォ地方のカーニバル
スポーツ、音楽、民族衣装、郷土料理等
を楽しむ、一年で最も華やかなお祭り。
japan@cortinadolomiti.eu
© GIACOMO POMPANIN

カーリング
Curling

スノーモービル又はロープウェー/スキ
ーリフト等を利用して山小屋で夕食
お問い合わせ：
japan@cortinadolomiti.eu
（日本語可）
冬
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© DAVIDE DOTTO

教会にて吹奏楽団によるクリスマスコ
ンサート

ドッビャーコ・コルティーナ（DobbiacoCortina）クロスカントリーレース
ドロミーティ旧鉄道跡を、ドッビャーコ
（Dobbiaco）からコルティーナ・ダンペ
ッツォまで行くクロスカントリーレース。
www.dobbiacocortina.org
冬
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ファルツァーレゴ峠に続く道から望むコルティーナ・ダンペッツォ
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エーデルワイス伝説
LA LEGGENDA DELLA STELLA ALPINA

知的好奇心

© BANDION.IT

CURIOSITÀ

© PAOLA DANDREA

神が大地を創造したとき
それを花や草木で覆う事にした
それぞれ花には色と香りをつけ
風味をつけた実のなる樹木と
想像を絶するような個性的な草をあちらこちらに散りばめた
草原や丘はカラフルな絨毯にかわり
森は多くの生命で生い茂った
ただアルプスの岩山の頂きは未だむき出しで静かだった
これほど高く寒い石ころの狭間で成長する事はない
山達は、悲しみ、空に助けを求めた
ある満月の晩、天使達が暗闇に光り輝く星の上を走り
険しい岩山やその裂け目に星をまき散らした
山達は喜び、直ぐさま星を寒さから守るため
柔らかい軟毛で包み込み
土を少し与えた
それはもろい根を石の間にしっかりしがみつかせるためであった
月は、空から、華麗な星の魔法にかかった山々に
月の輝きを与え 月の純白を贈った
太陽が昇ったとき山々にはようやく花が咲き
喜びで光り輝いた
こうして最初に生まれたのが・・・エーデルワイスなのです。

エーデルワイス

エーデルワイス伝説 、 赤リス 、 メガロドンテ 、
時差 、 ハイーシーズン 、 ローシーズン 、 両替 、 電圧 、
周辺の見どころ 、 便利な言葉
知的好奇心
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赤リス

時差

周辺の見どころ

日本とイタリアの時差は8時間です。
（3
月最終日曜日から10月最終土曜日まで
の時差は7時間になります。）

プロセッコ街道（La via del Prosecco）
プロセッコ地方のコネリアーノ地区
（Conegliano）とヴァルドッビャデーネ
地区（Valdobbiadene）にある有名な
旅道。コルティーナ･ダンペッツォから
車で約1時間30分。

FUSO ORARIO

SCOIATTOLO ROSSO

コルティーナ・ダンペッ
ツォ観光のシンボルは
筆記体で書かれた街の
名前に小さい赤リスを
添えているロゴです。
「*Scoiattoli スコヤット
リ 」はコルティーナ･ダン
ペッツォに本部がある専門家
ではないクライマーの団体です。
（
山岳ガイドである必要なし） 彼らは登
山のプロモーションやアルプス救助隊の
ボランティア、そしてスポーツイベントの

オーガナイズなど、様々
な活動をしています。
赤いセーターの左袖に
白リスの刺繍があるこ
とでこの団体のメンバ
ーだと分かります。 こ
のロゴは色々な登山界の
偉業に密接で、1954年7月31
日Lino Lacedelli氏によるK2の登
頂成功を忘れることはできません。
*スコヤットリはイタリア語でリスの意

ハイーシーズン
ALTA STAGIONE

冬 : 12月からイースターまで（今年は4
月5日）
夏：6月中旬から9月中旬まで（全リフト
運行）

ローシーズン

BASSA STAGIONE

春：4月中旬から6月中旬まで
秋：9月中旬から10月中旬まで（ラガツオ
イ・Lagazuoi ロープウェーは10月18日ま
で運行しています）

メガロドンテ
MEGALODONTE

LUOGHI DI INTERESSE

ピエーヴェ・ディ・カドーレ（Pieve di
Cadore）
画家ティツィアーノ（Tiziano Vecellio）の
出生地で、眼鏡博物館とカドーレ渓谷考
古学博物館があります。コルティーナ･ダ
ンペッツォから30Kｍ。
チビアーナ（Cibiana）
家の壁に描いたムラーレスというフ
レスコ画と登山家メスナーの博物館
（Messner Mountain Museum）で有
名な小さな村です。車で約35分。

両替

CAMBIO
この化石の大きさは数セ
ンチのものから1メートル
近いものまで様々です。
時が経つにつれ外側の貝
殻を失い、ほとんどの場
合、残された部分が周りの
砂によって浮き彫りになる
形で化石化されました。

© ARCHIVIO MUSEI DELLE REGOLE D’AMPEZZO

「メガロドンテ」はハー
ト型の化石です。
およそ２億２千万年前に
は現存していたムール貝
やアサリのような二枚貝
で、今日ではドロマイト地
層にその化石化したもの
だけが見られます。

イタリアの通貨はユーロ、円からの両
替は銀行、または郵便局で出来ます。

電圧

VOLTAGGIO
230ボルト

メガロドンテ

知的好奇心
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便利な言葉

便利な言葉

FRASI UTILI

FRASI UTILI

おはようございます・こんにちは

Buon giorno

ブオン・ジョルノ

１

uno

ウーノ

こんばんは

Buona sera

ブオナ・セーラ

さようなら

Arrivederci

アッリベデールチ

２

due

ドゥエ

明日会いましょう

A domani

ア・ドマーニ

３

tre

お元気ですか

Come sta?

コメ・スタ？

４

quattro

はい、元気にしています

Bene, grazie

ベーネ・グラツィエ

５

cinque

トイレはどこですか？

Dov’è la toilette?

６

sei

セーイ

７

sette

セッテ

ケ・ベッロ

８

otto

オット

ケ・ブオーノ

９

nove

ノーヴェ

１０

dieci

ディエーチ

月曜日

lunedì

火曜日

martedì

水曜日

mercoledì

メルコレディ

ヴィーノ・ロッソ

木曜日

giovedì

ジョヴェディ

ヴィーノ・ビアンコ

金曜日

venerdì

ヴェネルディ

土曜日

sabato

日曜日

domenica

ドーベ・エ・ラ・
トアレットゥ？

道に迷いました

Mi sono perso

大変綺麗です！

Che bello!

大変おいしいです！

Che buono!

気に入りました

Mi piace

ありがとうございます

Grazie

コーヒーをお願いします

Un caffè per favore

ミ・ソノ・ペルソ

ミ・ピアーチェ
グラーツィエ

Acqua minerale

ガス入り

Gassata

ガスなし

Naturale

赤ワイン

Vino rosso

白ワイン

Vino bianco

お勘定をお願いします。

Il conto per favore

アクア・ミネラーレ
ガッサータ
ナトゥラーレ

イル・コント・ペル・
ファヴォーレ

知的好奇心
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クアットロ
チンクエ

ウン・カッフェ・
ペル・ファヴォーレ

ミネラルウォーター

トレ

ルネディ
マルテディ

サーバト
ドメーニカ

知的好奇心
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WE ARE HERE SIAMO QUI

コルティナ・ダンペッツォ
までのアクセス

GERMANY

AUSTRIA
FRANCE

COME ARRIVARE

SWITZERLAND
DOLOMITES
ALPS

CORTINA D’AMPEZZO
MILANO
432 km

VENEZIA
162 km

CROATIA

BOLOGNA
296 km

© BANDION.IT

SPAIN

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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ITALY
ROMA
692 km

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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コルティーナ・ダンペッツォは、ヴェ
ネツィアのあるベネト州北部に位置
し、オーストリアとの国境からは４４
ｋｍ。また、ベネチアから１６２ｋｍ、

ミラノから４３２ｋｍ、ローマから６９２
ｋｍ、インスブルックから１５６ｋｍの地
点にあります。

列車
コルティーナ・ダンペッツォから最も近い鉄道駅は、35km離れた Calalzo di
Cadoreで（DOLOMITI BUS会社のバス）と接続、又31km 離れたDobbiaco
へは（SAD会社のバス）と接続しています。

MONACO / VIENNA
ZURIGO

INNSBRUCK

LIENZ

バス
コルティーナ・ダンペッツォとAeroporto di Venezia（ヴェネツィア空港）ま
たはVenezia Mestre（ヴェネツィア・メストレ駅）を約２時間で結ぶCORTINA
EXPRESS とATVOは一年中毎日バスサービスがあります。
ハイーシーズン時にはコルティーナ・ダンペッツォとTreviso （トレヴィー
ゾ空港）、 Rovigo（ロヴィーゴ空港）、 Ferrara （フェッラーラ空港）
、Bologna（ボローニャ空港）を結ぶバスサービスもあります。
www.cortinaexpress.it / www.atvo.it

Dobbiaco

Carbonin
Misurina

ALTO ADIGE
SOUTH TYROL

Auronzo
Falzarego

A22

TRENTINO
TRENTO

Mauria
Giau
Longarone

ヘリコプター
ヘリコプターで、コルティーナ・ダンペッツォFiames地区にあるヘリポート
へ到達も可能です。

Tolmezzo

BELLUNO
A27

空港
Marco Polo空港/Venezia (162 Km) / www.veniceairport.it
Canova空港/Treviso (130km)
Catullo空港/Verona (260km)
Innsbruck空港/Austria (170km)

VILLACH

CORTINA

VENETO

Pordenone

UDINE
TRIESTE

Treviso

FRIULI V.G.
MESTRE
MILANO

VENEZIA
A4

VERONA

車
北・南方面は国道S.S. 51、東・西方面は国道S.S. 48 bisがあります。
高速道路は南方向へ72km離れたA27 Bellunoと北方向へ87km離れたA22
Bressanoneがあります。

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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13. Stazione
駅（バス発着場所）

23. Funivia Faloria
ファローリア・ロープウェイ

26. Trampolino olimpico
スキージャンプ台

2. Ciasa de i Pupe
「チャーザ・デ・イ・プーペ」

14 . Biglietteria
チケット売り場

24. Funivia Tofana - Freccia nel Cielo
トファーナ・ロープウェイ

27. Ospedale
病院

3. Information Point
日本語での観光案内所

15. Noleggio con conducente
運転手付レンタカー

25. Golf
ゴルフ場

4. P.za Roma
ローマ広場 （市内バス発着場所）

Autobus
送迎サービス＆シャトルバス

5. Municipio vecchio
旧市役所

Taxi
タクシー乗り場

6. Basilica Minore di SS. Filippo e Giacomo
聖フィリッポと聖ヤコブ寺院

16. Ufficio postale
郵便局

7. Campanile
鐘楼

17. Polizia
警察署

8. Conchiglia
コンキーリャ（吹奏楽団が音楽を奏で
る場所）

18. Alexander Girardi Hall
「アレクサンダー・ジラルディ・ホール」
（集会場、劇場、コンサートホール、会
議場）

Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
Mario Rimoldi 現代美術館

12. Ex Ferrovia
遊歩道（旧鉄道）

20. Planetario
プラネタリウム

20

12

19
18

駅..バス発着場所

14

15
13

2
1
23
17

コルティーナ

歩

行者
ダンペッツォ
天
国
5 ...... Cortina d’Ampezzo
..7..
3
.. C o
rso Italia
6
1

4

8

12

9
10

21. Stadio
スケートリンク
22. Osservatorio astronomico
天文台

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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27

道

11. Chiesa della Madonna della Difesa
擁護の聖母教会

19. Museo Etnografico
民族博物館

21

散歩

10. Chiesa di San Francesco
聖フランチェスコ教会

Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Rinaldo Zardini 古生物博物館

24

り
通
ア
リ
イタ
ソ・
コル

9. Casa delle Regole
「カーザ・デッレ・レーゴレ」

22

道

歩行者天国

散歩

1. Corso Italia
コルソ・イタリア通り

11
16
コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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便利な電話番号
NUMERI UTILI

メモ
APPUNTI

コルティーナ・ダンペッツォ
日本語インフォメーション
Informazioni in giapponese
japan@cortinadolomiti.eu
観光案内所
Information point
Corso Italia, 81
+39 0436869086
日本大使館
Ambasciata giapponese
Via Quintino Sella 60, 00187 Roma
Tel. +39 06-487-991
Fax. +39 06-487-3316

© BANDION.IT

警察
Polizia
(113）
Tel. +39 0436 882811
スキーパスオフィス
Ufficio Skipass
+39 0436 862171
病院での日本語アシスタンスサービス
コルティーナ・ダンペッツォで入院や救
急の場合には、日本語通訳サービスが
受けられます
マヌエラ・コンテ
携帯電話 +39-347-6495900
(但し、病院での緊急時に限る。）

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
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メモ

メモ

APPUNTI

APPUNTI
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満足度アンケート
ご滞在中の皆様へ
コルティーナ･ダンペッツォが提供するサービス向上のため滞在時での良かった点、
悪かった点をお知らせいただき、下記のご質問にお答え頂ければ幸いです。
記入済みのアンケートはお手数ですが、街の中心部に位置する案内所前の郵便ポ
ストにお入れください。
氏名（ローマ字で）.............................................................................................................................
年齢..........................................................................................................................................................
性別 ....................................................................................................................................................................
メールアドレス ..............................................................................................................................................
コルティーナ･ダンペッツォでの宿泊先（ホテル名等） ...........................................................
日本のご住所（ローマ字で） ................................................................................................................
旅行会社 ⃞ ..................................................... 個人旅行 ⃞
コルティーナ・ダンペッツォの滞在理由：
友人の勧め ⃞
リピーター ⃞
その他
⃞ ............................................................................................................................................
非常に良い

良い

普通

あまり良くない

案内所

コルティーナ･ダンペッツォについて、ダイレクトでご覧頂けます。
又は下記のサイトをご覧ください
cortinadolomiti.eu

案内所で得た情報
日本語でのアシスト
ホテル
料金と質
スタッフの接客態度
館内の衛生面
総体的な評価
その他
トレッキングでの日本語アシスト
コルティーナ･ダンペッツォでの
サービス品質（公共交通機関等）
滞在中の総体的な評価

その他： ..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
日付
D. Lgs. 196/2003法、プライベートポリシーに則って、アンケート結果を収集、処理し
利用する事への許可
(*) のあるところは必ず記入して下さい
コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス

コルティナ・ダンペッツォまでのアクセス
111

INFO POINT CORTINA
Corso Italia, 81
I - 32043 Cortina d’Ampezzo - BL
T +39 0436 869086
infopoint@cortinadolomiti.eu
CORTINA MARKETING Se.Am.
Press & Trade
Uffici Comunicazione e Promozione
Via G. Marconi 15/B
I - 32043 Cortina d'Ampezzo - BL
T +39 0436 866252
info@cortinadolomiti.eu

cortinadolomiti.eu

