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プラハ基本情報

プラハ、チェコ共和国の首都
Praha,
hlavní město
České republiky
プラハは世界で最も美しい街の一つです。千年の歴史を

持つプラハ歴史地区は1992年にユネスコ世界遺産に登録
Praha
je jedním z nejkrásnějších měst světa.
されました。その文化に富んだ街は素晴らしい見所や観
V jejím jedinečně zachovalém historickém centru,
光箇所があり、息を呑むような様々な建築や景色だけで
od roku 1992 zapsaném na seznamu světového
なく、長い散策にぴったりな親密でロマンチックな雰囲
kulturního
a přírodního dědictví UNESCO, se
気があります。
odráží
celých
jedenáct století historie. Toto
プラハは街のどこを歩いても（クラシックだけでない）
kulturně bohaté město plné skvostných památek
音楽や芸術、庭園や公園、また世界で一番美味しいビー
návštěvníky okouzluje nejen svou úchvatnou
ルに出会うことができます。
a rozmanitou architekturou a dech beroucími
výhledy, ale i intimní, romantickou atmosférou,
která přímo vybízí k dlouhým procházkám.
Praha je i městem zasvěceným (nejen klasické)
hudbě a umění, na něž zde narazíte na každém
kroku, městem zahrad a parků a v neposlední
řadě i městem, kde se vaří a pije to nejlepší pivo
na světě.

プラハ基本情報

プラハ基本情報
チェコ共和国の首都（2004年EU加盟）人口：1,243,000人
通貨：チェココルナ(CZK)
空港：ヴァーツラフハヴェル空港、中心より30分、
www.prague.aero
距離：ベルリン350Km、ウィーン330Km、ブダペスト530Km、クラ
コフ540Km
時間：中央ヨーロッパ(GMT + 1)、
夏時間－ 中央ヨーロッパ＋1 (GMT + 2)
気候：穏やか、年間平均気温 9.0 °C、夏季平均気温19.0 °C、冬季平
均気温－0.9℃
モルダウ川 プラハを31Km に渡り流れる。川幅の一番広い所330m
歴史の中心地区：フラッチャニ、小地区、旧市街、新市街、ヴィシ
ェフラド

見所
—— プラハについての最良の情報源は www.prague.euとツーリス
トインフォメーション センターPrague City Tourism (42ページ
参照）
—— プラハは徒歩観光に適した街ですが、美しい歴史的な石畳はし
ばしば歩きにくいです。歩きやすい靴をご用意ください。
—— 歩き疲れたり、お子様連れの旅行の場合はミニトレイン、クラ
シックオープンカー、歴史トラム、モルダウ川クルーズをご利
用ください。またセグウェイでのプラハ観光もあります。
—— プラハ市の交通は地下鉄とトラム、郊外はバスがあります。徒
歩以外で観光をする場合は1日券か3日券をお求めください。チ
ケットは最初に使う際に専用の機械で刻印する必要があるので
ご注意ください。刻印がない場合は罰金の対象になります。
—— Prague Card（2,3,4日用）は50の入場箇所と交通チケットが含
まれています。インフォメーションセンターで購入できます。
—— プラハでは英語とドイツ語が通じますが、チェコ語でこんに
ちは－ドブリー・デン(Dobrý den)と言えば喜ばれます。ありが
とうはデェクイ(děkuji)です。
—— その他情報は39ページ参照

2

3

プラハの最重要観光ポイント

プラハの最重要観光ポイント

プラハの最重要観光ポイント
世界中のプラハ訪問者は、よく保存された様々の時代の建築物－ロ
マネスク様式のロトゥンダ、ゴシック様式の大聖堂、バロック様式
の教会、ルネサンス様式の宮殿、庭園、アール・ヌーヴォー、キュ
ビズム、最新様式の建物、プラハ城からの素晴らしいパノラマ、モ
ルダウ川に鏡のように映る街並み、塔、クーポラ、木々や島に魅了
されます。

フラッチャニとその周辺
プラハ城 (Pražský hrad) – Praha 1, www.hrad.cz
プラハ城は千年以上前からチェコの重要なシンボルでした。9世紀
に造られ、チェコの王様や大統領の執務室として使われています。
世界でもっとも大きな城の複合建築の一つで、旧王宮、執務室、キ
リスト教協会、要塞、庭園、絵になる一角－例えば有名な黄金の小
路－で構成されています。
入場箇所と特別な塔（ダリボルカ塔、白い塔、火薬塔、南大塔、大
聖堂）を含む展示場、黄金の小路の城壁は車椅子で入場可能

プラハ城の主な歴史的入場箇所
聖ヴィート大聖堂 （聖ヴィート、聖ヴァーツラフ、聖ヴォイテフ
大聖堂）(Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
ゴシック様式の大聖堂、チェコのスピリチュアルシンボルで、1344
年に元々ロマネスク様式のロトゥンダのあった場所に建てられまし
た。完成するのに600年を要し、1929年に建設が完了しました。印
象的な内部には 壁画と貴重な石で素晴らしく装飾された、聖ヴァー
ツラフの墓のある聖ヴァーツラフ礼拝堂があり、地下のお墓はチェ
コの代々の王のもので、戴冠式用クラウン・ジュエルが保管されて
います。
.
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旧王宮 (Starý královský palác)
16世紀まではチェコの大公と王様の執務室で、ロマネスク様式のソ
ヴェスラフ王の宮殿の跡に造られました。特筆すべきはゴシック様
式のヴラディスラフの間－（1487–1500年、ベネディクト・レイト
築）中世プラハの非宗教建築では一番大きな空間で、印象的なアー
チ型のヴォールトで支えられています。今日では公式な 祝賀行事に
使われます。
聖イジー教会 (Bazilika sv. Jiří)
プラハ城で保存されている教会建築では一番古く、チェコのロマネ
スク様式の建築物の中では最も良く保存されています。920年ごろ
ヴラディスラフ1世大公によって造られました。12世紀に改築され、
バロック様式のファサードは17世紀のものです。見所は聖ヤン・ネ
ポムツキー礼拝堂と聖ルドミラ－聖ヴァーツラフの祖母でチェコ最
初のキリスト教殉教者－礼拝堂です。
聖十字礼拝堂 (Kaple sv. Kříže)
1758–1763年にアンセルモ・ルラゴによって造られました。19世紀
半ばにクラシック様式で改築されました。宝物館とも呼ばれていま
す。なぜなら1960年代初頭に、139の聖骨箱と、歴史的にも芸術的に
も価値のある礼拝用の品目を含む、最も貴重な聖ヴィートの宝物の
展示会場として改装されたからです。
黄金の小路 (Zlatá ulička)
ゴシックの要塞の中に小さな家々が入っています。16世紀からここ
には城の狙撃兵と職人が住んでいました。22番の家では1916–1917年
にフランツ・カフカが執筆していました。2010–2011年には小路全体
が改修されています。

プラハの最重要観光ポイント

アンナ女王の夏の離宮 (Letohrádek královny Anny)
プラハで最も美しいルネサンス様式の建物。1538–1560年パオラ・デ
ッラ・ステリー設計、建築家ヴォールムートによって完成されまし
た。離宮の庭園には1564–1568年トマーシュ・ヤロシェ作の、落ちる
水のしずくが音を立てる、鉄の鐘でできた歌う噴水があります。展
示会場でもあります。
ポール・ゲーム ホール (Míčovna)
スグラッフィートで装飾されたルネサンス様式の建物。王宮庭園の
中にあります。展示会場やコンサート会場でもあります。
覆馬場 (Jízdárna Pražského hradu)
バロック様式の建物、17世紀末。覆馬場は貴重で興味深い展示会場
として使われています。
プラハ城の庭園 (Zahrady Pražského hradu)
詳細はプラハの庭園と眺望の章参照。
衛兵交代
城門での衛兵交代は毎時丁度に行われます。
7.00–20.00（夏季）、7.00–18.00（冬季）
12.00の交代は第一の中庭でファンファーレと旗の交換が行われます
開館時間
プラハ城エリアは毎日開いています
5.00–24.00（4月–10月）、6.00–23.00（11月–3月）
プラハ城の入場箇所は毎日開いています
9.00–17.00（4月–10月）、9.00–16.00（11月–3月）、12月24日休館
聖ヴィート大聖堂 （聖ヴィート、聖ヴァーツラフ、聖ヴォイテフ
大聖堂）(Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
月-土 9.00–17.00、日 12.00–17.00（4月–10月）、月-土 9.00–16.00、
日 12.00–16.00（11月–3月）
大聖堂の南大塔は見学ルートには含まれていません。塔はその日の
天候によって開館または閉館します。
10.00–17.00（冬季）、10.00–18.00（夏季）

プラハ城の絵画館 (Obrazárna Pražského hradu)
1960年代に、かつての厩舎の場所に建てられました。コレクション
はルドルフ2世のコレクションの残りと、その後の時代（昔のドイ
ツとオランダのルネサンス画家、イタリアルネサンス、マニエリス
ム、バロック）です。
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入場箇所の入場券はプラハ城のインフォメーションセンター（第
2、第3の中庭）や、いくつかの入場箇所のキャッシュデスクで購
入できます
サークル A （旧王宮、プラハ城についての展示、聖イジー教会、
ローゼンベルク宮、貴族の女学校、黄金の小路とダリボルカ塔、火
薬塔-ミフルカ、聖ヴィート大聖堂）
サークルB（旧王宮、聖イジー教会、黄金の小路とダリボルカ塔、
聖ヴィート大聖堂）
サークルC（聖ヴィートの宝物展示、プラハ城の絵画館）
入場券は2日間有効。プラハ城インフォメーションセンターでは城ガ
イド、特別見学、専門講義、ハンディキャップの方のための付き添
いを予約することができます。展示場では目の不自由な方のための
点字による案内板があります。
7
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ロブコヴィツ宮殿 (Lobkowiczký palác) – Jiřská 3, Praha 1,
www.lobkowicz.cz
プラハ城エリア内唯一の個人所有の入場箇所であるロブコヴィツ宮
殿は、ロブコヴィツ家の収集した芸術作品のミュージアムです。チ
ェコにおける所有者の変わらないアートコレクションの中では、現
在のところ最も多く、最も古いものと言われています。現在のコレ
クションは世界的に有名な画家の絵画だけでなく、楽器や17–19世紀
の重要な作曲家-例えばベートーベンやモーツァルト-の手稿があり
ます。美しいコンサートホールではクラシック音楽のコンサートが
行われ、宮殿の一部はカフェと画廊です。
開館時間：毎日10.00–18.00
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ペトシーン展望台 (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, Praha 1,
www.muzeumprahy.cz
ペトシーン展望台はプラハには欠かせない存在の一つで、1891年の
万博の際にパリのエッフェル塔に触発されて造られました。（エッ
フェル塔とは５：１の比率）高さ63.5m、頂上は本物のエッフェル
塔と同じ標高で、299段の階段で登ることができます。展望台から
の眺めはプラハ全体だけでなく、視界の良い時はほとんどチェコ全
体を見渡すことができます。
開館時間：毎日10.00–22.00（4月–9月）、毎日10.00–20.00
（3月、10月）、毎日10.00–18.00（11月–2月）

ロレタ教会 (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
聖マリアの巡礼の地で、回廊と礼拝堂に囲まれた聖なる家と、バロ
ック様式のキリスト降誕教会の複製があります。塔には27のロレタ
の鐘があり、数ある聖マリアのレパートリーの中から1つのメロディ
ーを奏でます（9.00–18.00の間の毎時丁度）。見逃せないのはロレ
タの宝物庫、16–18世紀の宗教儀式に使用する貴重な道具類で、その
中でも最も有名なのは6,222個のダイアモンドで装飾された聖体顕示
台です。
開館時間：毎日9.00–12.15、13.00–17.00（4月–10月）、毎日
9.30–12.15、13.00–16.00（11月–3月）

鏡の迷路 (Bludiště) – Petřínské sady, Praha 1,
www.muzeumprahy.cz
1891年に造られたこのユニークな建物は、かつてのゴシック様式の
門の形をしています。中にはたくさんの鏡が張り巡らされた迷路が
あります。この不思議な迷路を出たら、30年戦争の最後の場面のジ
オラマがあります。その時プラハはスウェーデン軍に街を包囲され
ました。最後の部屋は「笑いの間」で1911年に凹凸のある鏡が入れ
られ、前に立つと自分が大きくなったり小さくなったりする様子が
面白いです。
開館時間：毎日10.00–22.00（4月–9月）、毎日10.00–22.00
（3月、10月）、毎日10.00–18.00（11月–2月）
ストラホフ修道院 (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1,
Praha 1, www.strahovskyklaster.cz
1140年にプレモンストレーという男性派が修道院を創立しました。
この修道院の敷地には聖母被昇天教会（1743–1752）、多量の中世の
写本や地図、また地球儀のあるストラホフ図書館、バロック様式の
神学の間（1671–1679）、フレスコで装飾され た哲学の間（1785–
1794）、中世ヨーロッパのゴシック絵画や、ルドルフ2世時代の芸術
作品、またバロック、ロココの絵画コレクションでは最も素晴らし
い一つであるストラホフ絵画館があります。
開館時間：毎日9.00–12.00、13.00–17.00（図書館）
毎日9.00–12.00、12.30–17.00（絵画館）
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小地区 (Malá Strana)
カレル橋 (Karlův most) – Malá Strana, Staré Město, Praha 1,
www.prague.eu
プラハで最も古い橋で、1342年の洪水で壊れたユディタ橋の替わり
に造られました。昔は石橋、もしくはプラハ橋と呼ばれていまし
た。1870年からカレル橋と呼ばれるようになったこの橋は、1357年
にカレル4世によって建設が始まり、1402年に完成しました。砂岩の
ブロックで出来ていて、両端には橋を守るための塔（小地区側の橋
の塔、旧市街側の橋の塔）があり、1683年から1928年に橋の欄干に
30体の聖人の像が置かれ、その中でも聖人ヤン・ネポムツキーの像
（M. Bブラウン、 F. M. ブロコフ等)が最も知られています。

9
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小地区側の橋の塔 (Malostranské mostecké věže) – Malá Strana,
Praha 1, www.muzeumprahy.cz
低い方の塔はロマネスク様式で12世紀に造られました。今日のルネ
サンス様式の形は1591年からです。高い方の塔は、後期ゴシック様
式の旧市街側の橋の塔を造ったパルレージュ(Petr Parléř)の様式に追
従して1464年に造られました。
開館時間：毎日10.00–22.00（4月–9月）、毎日10.00–20.00
（3月、10月）、毎日10.00–18.00（11月–2月）
聖ミクラーシュ教会 (Kostel sv. Mikuláše) – Malostranské náměstí,
Praha 1, www.stnicholas.cz
プラハのバロック建築の中で最も重要な建物で、高い丸天井（クー
ポラ）と鐘楼があります。内部の装飾はバロックの最高峰です。見
事な丸天井（クーポラ）は直径20mあり、天井内部の高さは49mに
もなります。これは建築内部ではプラハで最も高く、光と影の戯れ
が印象的な内部空間を作り出しています。モーツァルトがプラハに
滞在していた際、この教会のパイプオルガンを演奏しました。
開館時間：毎日9.00–16.00（11月–2月）、毎日9.00–17.00
（3月–10月）
勝利の聖母マリア教会（プラハの聖なる御子）
(Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské jezulátko) – Karmelitská 9,
Praha 1, www.pragjesu.info
初期バロック様式で1611年建築。1634–1669年カルメル会によって改
築されました。この教会はスペインから持って来られ、ロブコヴィ
ツ家のポリクセナによって1628年に置かれた、プラハの聖なる御子
像があることで有名です。この像は2つの宝冠と46ほどの衣装があ
り、古代の慣習に基づき季節よって年に10回着替えがされます。衣
装とキリスト教に関する道具類の小さな博物館もあります。
開館時間：月-土 8.30–19.00、日8.30–20.00

ヴァルトシュテイン宮殿 (Valdštejnský palác) –
Valdštejnské náměstí 4, Praha 1, www.senat.cz
広大な宮殿で、プラハにおける初期バロック様式の世界的傑作。
当時チェコで最も富と権力を持っていた、ヴァルトシュテインのア
ルブレヒト（1583–1634）がビーラー・ホラの戦い後の1624–1630年
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に、26の家、6の庭園、2つの煉瓦工場を取り壊して造りました。
今日ではチェコ共和国の上院議会が置かれています。
開館時間：土・日10.00–17.00（4月、5月、10月）、土・日 10.00–
18.00（6月–9月）、各月の第一週末 10.00–16.00（11月–3月）

旧市街 (Staré Město)
旧市街側の橋の塔 (Staroměstská mostecká věž) – Staré Město,
Praha 1, www.muzeumprahy.cz
カレル橋の旧市街側の入場門で、ヨーロッパにおける最も美しいゴ
シック様式の門。1380年以前に完成されました。カレル4世時代のチ
ェコの象徴である像-カレル4世、聖ヴィート、ヴァーツラフ4世、
聖ヴォイテフと聖ジグムント-で装飾されています。
開館時間：毎日 10.00–22.00（4月–9月）、毎日 10.00–20.00
（3月、10月）、毎日 10.00–18.00（11月–2月）
旧市街広場 (Staroměstské náměstí) – Staré Město, Praha 1,
www.prague.eu
プラハの歴史上最も重要な広場。12世紀には既にあり、その後の歴
史を見てきました。旧市街市庁舎とティーン教会（ティーンの前の
聖母マリア教会）の間の目立った建物は、バロック様式の聖ミクラ
ーシュ教会、ナショナルギャラリーの事務所と展示 のあるロココ様
式のキンスキー宮殿 、14世紀のゴシック様式で造られた、市の宮殿
である石の鐘の家（現在はプラハ市のコンサート会場及びギャラリ
ー）、ラディスラフ・シャロウン1915年作のヤン・フス記念碑があ
ります。広場の石畳には1621年6月21日に処刑された27人のチェコ人
の名前と、プラハの子午線が刻まれています。 .

旧市街市庁舎と天文時計塔 (Staroměstská radnice s orlojem) –
Staroměstské náměstí 1, Praha 1,
www.staromestskaradnicepraha.cz
1338年に旧市街の自治オフィスとして創立されました。塔、出窓の
礼拝堂からなるゴシック様式最古の複合建築で、壁の豊かな装飾は
14世紀後半のものです。天文時計（15世紀初頭）には09.00–23.00の
間の毎時丁度に、仕掛け時計で12人のキリストの使徒が現れます。
下部分は暦板で、1865年ヨゼフ・マーネスによる黄道十二宮のシ
11
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ンボルが描かれています。市庁舎東側のネオゴシック様式の部分は
1945年8月5日の空襲で破壊されましたが、修復されずそのまま残っ
ています。塔の展望台部分はバリアフリーの入場ができます。広間
はバリアフリーの入場はできません。
開館時間：（プラハ市の公式行事で建物が使われていない場合）
月 11.00–18.00、火-日 9.00–18.00（広間）、月 11.00–22.00、火-日
9.00–22.00（塔）

ティーン教会（ティーンの前の聖母マリア教会）
(Chrám Matky Boží před Týnem) – Staroměstské náměstí 604/14,
Praha 1, www.prague.eu
プラハで最も印象的なゴシック様式の宗教建築。14世紀半ばから16
世紀初頭にかけて建てられました。17世紀終わりには内部がバロッ
ク様式に改築されました。教会は、まるでゴシック、ルネサンスと
バロック様式のギャラリーのようで、その中でも最も興味深いの
は、カレル・シュクレータの祭壇画と宇宙飛行士ティホ・ブラヘ
の墓石です。1673年からあるパイプオルガンはプラハで最も古いで
す。
開館時間：火-土 10.00–13.00、15.00–17.00、日10.30–12.00
聖ミクラーシュ教会 (Chrám sv. Mikuláše) –
Staroměstské náměstí 27a, Praha 1, www.svmikulas.cz
象徴的なバロック様式のこの教会は、1732–1737年にK.I.ディツェン
ホーフェの案によって建てられ、パリ通り側の部分は近年改築さ
れました。内部には、砂岩で作られバロック様式に似せた、聖ミク
ラーシュの実物より大きな像があります。内装は興味深い光の効果
で、ディツェンホーフェの最高傑作です。身廊にはハラホフのガラ
ス工房から取り寄せた、クリスタルガラス製のシャンデリアが吊る
されています。
開館時間：月-土 10.00–16.00、日 11.30–16.00（宗教ミサや文化イベ
ント時以外）
ウンゲルト（ティーンの中庭）(Týnský dvůr – Ungelt) – mezi
ulicemi Týnská, Štupartská a Malá Štupartská, Praha 1,
www.prague.eu
プラハで歴史的に最も重要な場所の一つです。おそらく11世紀には
既にあった建物のブロックは、元々要塞の商品取引所で、税金を徴
12
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収していた場所でした。ウンゲルトの名前はそこから来ています。
最も重要な建物は、ガラス張りのテラスあるグラノフ宮殿で、プラ
ハにある最も状態の良いルネサンス様式の傑作の一つです。スグラ
ッフィートのとても美しい装飾と壁のペイントは、聖書とギリシャ
神話のシーン-特にパリスの裁判が描かれています。
火薬塔 (Prašná brána) – Na Příkopě, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
プラハにおける後期ゴシック様式の最も注目すべき建物の一
つ。1475年に造られ、チェコの王様の戴冠式の行列が街に入る際に
通った旧市街への入り口です。火薬塔は以前は銃の火薬庫として使
われていました。
開館時間：毎日 10.00–22.00（4月–9月）、毎日 10.00–20.00（3
月、10月）、毎日 10.00–18.00（11月–2月）
市民会館 (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praha 1,
www.obecnidum.cz
1905–1911年に造られたアール・ヌーヴォー様式の建物で、かつて類
を見ない芸術と熟練技の結晶です。アール・ヌーヴォー様式でふん
だんに装飾された内装は、アルフォンス・ミュシャ、M.シュヴァビ
ンスキー、J.V.ミスルベク等の手によります。美しい内部は数々の可
愛らしい小部屋、堂々たるスメタナ・ホール、ユニークなアール・
ヌーヴォー様式の装飾、カフェ、フレンチレストラン、プルゼンス
カー・レストラン、アメリカン・バー（ヨーロッパで2番目に古いバ
ー）があります。
ガイドツアーは日に数回、詳細はwww.obecnidum.cz.参照

黒い聖母の家 (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný trh 19, Praha 1,
www.prague.eu
チェコのキュビズム建築の最高傑作。1911–1912年に、チェコの建築
家ヨゼフ・ゴチャール設計で建てられました。素晴らしいのはその
ファサードだけでなく、建物の構成－主にキュビズム様式と世界で
唯一のキュビズムカフェのある内部の調和です。
カフェの営業時間：月–金 9.00–22.00、土・日 10.00–22.00
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ベツレヘム礼拝堂 (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4,
Praha 1, www.prague.eu
1391年にチェコ語での礼拝のために創立され、ヤン・フスが
1402–1413年に使用していました。1661年にはイエズス会によりカ
トリック教会に変えられましたが、1786年には取り壊されていま
す。1950–1952年には、建築家J.フラグネルによって元の形が再現さ
れました。ここにはチェコの歴史におけるベツレヘム礼拝堂につい
て、非カトリック思想と習慣について、ヤン・フスの人生と軌跡に
ついての展示があり、上の部分は説教者の住居です。
開館時間：毎日 10.00–18.30（4月–10月）、毎日 10.00–17.30（11
月–3月）
クレメンティヌム (Klementinum) – Mariánské náměstí 5, Praha 1,
www.klementinum.com
クレメンティヌムの広大な敷地はヨーロッパで最も広い複合建築の
一つです。16世紀半ばから18世紀半ばに造られ、元はイエズス会の
居住地でした。ここの最も魅力的な場所は天文塔で、旧市街を見渡
す眺望が美しいです。既に1775年気象観測が行われていました。鏡
の間の内装デザインと鏡の配置はチェコ随一です。バロック様式の
図書館は非常に美しいフレスコ画で装飾され、歴史的に貴重な地球
儀があります。
開館時間：毎日 10.00–17.00（4月–10月）、毎日 10.00–16.00（11
月–3月）
ルドルフィヌム (Rudolfinum) – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,
www.ceskafilharmonie.cz
世界的に知られるコンサートホールで、1896年からアントニーン・
ドヴォルザーク指揮の元、チェコフィルハーモニーの本拠地でもあ
ります。このネオルネサンス様式の建物は1876–1884年に建てられま
した。メインホールのドヴォルザークホールではクラシック音楽の
コンサート、特にプラハの春音楽祭が行われます。
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れたユダヤ人街です。旧新シナゴーグ以外はユダヤ博物館に属して
います。
旧新シナゴーグ (Staronová synagoga) – Červená 2, Praha 1,
www.synagogue.cz
ヨーロッパで、また世界的に最も古く貴重なユダヤの建物で、中央
ヨーロッパ最古のシナゴーグです。初期ゴシック様式で13世紀終わ
りに建てられました。石の装飾がふんだんに施され、内部は古代の
装具（ゴシックの鉄格子、鉄のシャンデリア）があります。現在も
礼拝の場所、またプラハのユダヤ教徒の主なシナゴーグとして使わ
れています。
開館時間：土曜とユダヤ教の祝日は休館。日-木 9.00–18.00
（4月–10月）、日-木 9.00–17.00（11月–3月）、金曜の閉館時間はサ
バトの開始によって異なる

ユダヤ博物館（予約センター）– U Starého hřbitova 3a, Praha 1,
www.jewishmuseum.cz
旧ユダヤ人墓地 (Starý židovský hřbitov) – Široká 3, Praha 1
15世紀前半には存在していて、埋葬地としては1787年まで使われて
いました。12,000ものゴシック、ルネサンス、バロックの墓石の中
には、ラビのイェフティ・レーフ（1609）とモルデハイ・マイセル
（1601）の墓石もあります。
シナゴーグ（ユダヤ博物館管理）：スペインシナゴーグ (Vězeňská
1)、クラウスシナゴーグ(U Starého hřbitova 3a)、マイゼルシナゴー
グ(U Starého hřbitova 3a)、ピンカスシナゴーグ(Široká 3)、セレモニ
ーホール(U Starého hřbitova 3a)
これら入場箇所の展示はユダヤ教の歴史と伝統についてです

ヨゼフォフ（プラハのユダヤ人街）(Josefov – pražské Židovské
Město) – Praha 1, www.prague.eu
13世紀から存在し、現在の形態は1893–1913年の大復興事業によるも
のです。その際、何百年ものプラハのユダヤ人の歴史で、最も重要
な場所のいくつかが保存されました。ヨーロッパで最も良く保存さ
14

ユダヤ博物館の入場箇所の開館時間：土曜日とユダヤ教の祝日を除
く毎日9.00–16.30 （11月–3月）、土曜日とユダヤ教の祝日を除く毎
日 9.00–18.00（4月–10月）

15

プラハの最重要観光ポイント

ジュビリーまたはエルサレムのシナゴーグ (Jeruzalémská [Jubilejní]
synagoga) – Jeruzalémská 1310/7, Praha 1, www.synagogue.cz
プラハにおける最も新しく、また最も大きなユダヤ教の建物。マウ
ルオリエンタル様式を取り入れた、アール・ヌーヴォー様式の興
味深い一例。内部はウィーン分離派様式の壁画でふんだんに装飾さ
れ、世界でも珍しい内装です。
開館時間： 土曜日とユダヤ教の祝日を除く毎日 日-金 11.00–17.00
（4月–10月）

新市街 (Nové Město)
ヴァーツラフ広場 (Václavské náměstí) – Praha 1, www.prague.eu
ショッピング、ビジネスの中心地、また社交や歴史においても重要な
場所です。1348年にカレル4世によって新市街が造られた際にできまし
た。この広場の象徴的な建物は国立博物館（1885–1891）と、1912年J.V
ミスレベック作の聖ヴァーツラフのモニュメントです。
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新国民劇場 (Nová scéna) – Národní 4, Praha 1, www.novascena.cz
1983年に造られた新しい劇場。プラハの建物の中で最も語られる建
物の一つです。その特徴的な形は、スタニスラフ・リベンスキーの
設計による4,000枚以上の吹きガラスで形作られていて、とても迫力
のあるネオルネサンス様式の建物です。現在は国民劇場とラテルナ
マジカの本拠地や、その他催しに使われています。
ナ スロベナフ（エマウズ）修道院 (Klášter Na Slovanech –
Emauzy) – Vyšehradská 49, Praha 2, www.emauzy.cz
聖母マリアとスラヴの後援者教会を含むこの修道院は、カレル4世
によって1347年に建てられ、教育、芸術、スラヴ文学の中心地でし
た。壁画は新約・旧約聖書の言葉を記していて、ヨーロッパでも
珍しく、チェコゴシックの中でも最も価値があると称されていま
す。1945年のプラハ空襲の際にこの建物はかなりの被害を受け、屋
根は白いコンクリートと、先端に金の塔がついたモダンな様式に建
て替えられました。
開館時間：月-土 11.00–17.00（5月–9月）、月-金 11.00–17.00
（4月–10月）、月-金 11.00–14.00（11月–3月）

歴史地区以外

新市街市庁舎 (Novoměstská radnice) – Karlovo náměstí 23,
Praha 2, www.novomestskaradnice.cz
14、15世紀の間に造られたゴシック様式の複合建築です。16世紀に
ルネサンス様式に改築されました。ここには塔、聖マリア礼拝堂、
うねったヴォールトが張られた2つのゴシック様式のホールと、ルネ
サンス様式のホールがあります。1377–1784年には新市街の自治オフ
ィスでした。1419年7月30日に、カトリックの議員がプラハのフス派
の人物によって窓から放擲される事件があり、フスの宗教改革の発
端となりました。
開館時間：塔 / 火-日 10.00–18.00（4月–10月）、ホール / 展示が行
われる時 火-日 10.00–18.00

ヴィシェフラド (Vyšehrad) – V Pevnosti 159/5b, Praha 2,
www.praha-vysehrad.cz
古い伝説によると、チェコ大公の最古の政務の場所で、この要塞は
プラハ城よりもあとの10世紀半ば頃に造られました。モルダウ川の
上に聳える岩の岬からは素晴らしいプラハの街の景色が見渡せ、公
園には11世紀のロマネスク様式の貴重な聖マルチン円形聖堂、中世
に基礎が造られたネオゴシック様式の聖ぺトロとパウロ教会、アン
トニーン・ドヴォルザークが眠る民族墓地、カレル橋のバロック様
式の像が何体か置かれている砲郭などの、貴重な建築物がありま
す。
ヴィシェフラドの敷地には終日入ることができます。
入場箇所の開館時間：毎日9.30–18.00（4月–10月）、毎日
9.30–17.00（11月–3月）

インドジシ塔 (Jindřišská věž) – Jindřišská ul., Praha 1,
www.jindrisskavez.cz
後期ゴシック期（1472–1476）からあり、イタリアのカンパニラスタ
イルを模して、独立した鐘楼として建てられました。プラハの鐘楼
そのものの中では一番高く、66mで、全部で10階あります。小塔の
一画からプラハの景色を楽しむことができる他は、カフェ、レスト
ランとプラハの塔博物館があります。
開館時間：毎日 10.00–18.00
16
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ヴィシェフラドのスラヴィーン墓地：毎日 8.00–19.00
（5月–9月）、毎日 8.00–18.00（3月、4月、10月）、
毎日 8.00–17.00（11月–2月）
ダンシングビル (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 /
Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, www.tancici-dum.cz
ラシーノヴォ通りにある「踊っている」ビル、1996年に造られたプ
ラハの近代建築の代表の一つ。高名な世界的建築家ヴラダ・ミルニ
ツェとフランク・O・ゲリーが設計しました。建物のデザインは有
名な映画のダンスカップル－フレッド・アスタイルが石の塔部分、
そのパートナーのジンジャー・ロジャースがガラスの塔部分－から
触発されたものです。
新ユダヤ人墓地 (Nový židovský hřbitov) – Izraelská 1, Praha 3,
www.synagogue.cz
1890年に造られ、無数の芸術的に貴重な墓石が並んでいます。最
も注目すべきは、1985年のホロコーストと暴動の犠牲者となった
チェコ・スロヴァキアのユダヤ人の記念碑です。他の見るべきもの
の一つは、作家フランツ・カフカとその家族のお墓です（墓石番号
21-14-21）
会館時間： 土曜とユダヤ教の祝日以外、日-木 9.00–17.00、
金 9.00–14.00（4月–10月）、日–木 9.00–16.00、金 9.00–14.00
（11月–3月）
聖なる御心教会 (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) –
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, www.srdcepane.cz
この教会は20世紀チェコの宗教建築で最も重要です。その特徴的
な 近代建築は、スロヴェニアの高名な建築家ヨスィップ・プレチ
ュニ クが古代キリスト教からインスパイアされ、1928–1932年に施
工し ました。プレチュニクの原案はとりわけ幅が広く、42mの鐘
楼は南 ヨーロッパスタイルで、最終的には4mの十字架のついた幅
3mの銅 のドームになりました。教会の内装はノアの方舟を彷彿と
させます。
開館時間：教会はミサの前後約40分開館 ミサ：月-土 8.00、18.00
日 9.00、11.00、18.00
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ジシュコフのテレビ塔 (Žižkovská televizní věž) –
Mahlerovy sady 1, Praha 3, www.towerpark.cz
ジシュコフの最も象徴的な建物で高さ216m、街で最も高いで
す。360度のパノラマでプラハの景色が手に取るようにご覧になれ
ます。1980年代の事業で、ヴァーツラフ・アウリツキーとイジー・
コザークによって設計されました。塔にはチェコの有名な芸術家、
ダヴィッド・チェルニーによる10体の巨大な赤ちゃん「Babies」が
付いています。
開館時間：毎日 8.00–24.00
ブジェブノフ修道院 (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28,
Praha 6, www.brevnov.cz
チェコ最古の男性の修道院で、993年にボレスラフ2世大公と司教ヴ
ォイテフによって創立されました。今日の建物の形態は1708–1745年
（建築家 K.I.ディツェンホーファー）で、バロック建築の最高峰で
す。入場できるのはバロックの素晴らしい聖マルケータ教会、11世
紀のロマネスク様式の地下室とバロック様式のマリア・テレジアの
間です。この修道院の歴史はビール醸造所の歴史にも通じていて、
既に13世紀中頃には記録に残っています。今日でも同じ場所でビー
ルを味わうことができます。
見学ツアー：土・日 10.00、14.00、16.00（4月–10月）、土・日
10.00、14.00（11月–3月）
ミュレル（ルーソヴァー）ヴィラ (Müllerova [Loosova] vila) –
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6, www.muzeumprahy.cz
プラハのミュレル家（1928–1930）のヴィラ。世界的前衛建築の傑
作。天才建築家と、建物の寛容なオーナーとの理想が調和した建物
です。建物は外から見るとシンプルで機能的に見えます。興味深い
のはラウムプランと呼ばれる内部の部屋の配置で、部屋から部屋へ
と流れるような美しいデザインです。
見学ツアー（予約制）：火・木・土・日 9.00、11.00、
13.00、15.00、17.00（4月–10月）、火・木・土・日 10.00、
12.00、14.00、16.00（11月–3月）
メインポイト カルリーン (Mainpoint Karlín) – Pobřežní 21,
Praha 8, www.mainpointkarlin.cz
2011年度MIPIMアワードの不動産部門で、世界で最も美しいオフィ
スビルに選ばれました。この独特な建物を簡潔に表現するなら「個
性的」です。このビルを建築したDaM社は、その当初からエコロジ
ー建築を旗印としています。特にオフィスのクーリングシステムは
モルダウ川の運河から水を引いています。
入場料：プラハの入場箇所、博物館、ギャラリーの入場料は最大70
から150チェココルナ変動する可能性があります。個人の博物館はこ
れ以上に変動する可能性があります。最も入場料の高い場所は、最
も広く最も価値の高い場所－プラハ城とユダヤ博物館(350 CZK,
300 CZK)です。しかしながら入場券は1日以上有効で、色々な場所に
入ることができます。
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プラハの庭園とビューポイント
プラハの街の喧騒から少し入ると、美しく整備され、建築的にも興
味深い庭園がいくつもあります。
そこではとても美しいプラハの眺望だけでなく、静寂とくつろぎの
ひと時を楽しむことができます。動物園に併設された植物園も散策
に人気の場所で、自然の眺望が素晴らしいです。

プラハ城の庭園 (Zahrady Pražského hradu) – Pražský hrad,
Praha 1, www.hrad.cz
王の庭園は城の庭園の中で最も歴史的価値があります。ハプスブル
ク家のフェルディナンド1世が、イタリアの様式を模して1534年に造
りました。現在の形態は19世紀半ばのイギリスの様式を採用してい
ます。南庭園（ナ・ヴァレフとハルティゴフ庭園）はプラハ城の南
側前面に広がっています。そこからはマラー・ストラナ、旧市街と
ペトシーンの丘が見渡せます。
入場無料
開園時間：毎日 10.00–18.00（4月、10月）、毎日 10.00–19.00
（5月、9月）、毎日 10.00–21.00（6月、7月）、毎日 10.00–20.00
（8月）
プラハ城下の宮殿庭園 (Palácové zahrady pod Pražským hradem) –
Valdštejnská 12–14, Praha 1, www.palacove-zahrady.cz
プラハ城下南には、相互に行き来できる歴史的な庭園群が広がって
います（レデブルスキー、大小パールフィヨフスキー、コロフラツ
カー、フュルステンベルスキー庭園）。美しいテラス、神秘的な階
段や抜け道、夥しい数のマロニエやバロック様式の花壇で整えられ
た噴水に魅了されるでしょう。
開園時間：毎日 10.00–18.00（4月、10月）、毎日 10.00–19.00
（5月、9月）、毎日 10.00–21.00（6月、7月）、毎日 10.00–20.00
（8月）
ヴァルトシュテイン庭園 (Valdštejnská zahrada) – Letenská ul.,
Praha 1, www.senat.cz
幾何学模様でデザインされた初期バロック様式の庭園は、1623–1629
年にヴァルトシュテイン宮殿と並行して造られました。庭園に入る
と最初にとりわけ巨大な建物－サラ・テレナと呼ばれる、その時代
には珍しかった建物－と、鍾乳石のある人工の洞窟が目に入りま
す。夏季には庭園でコンサートや演劇の催しが開かれます。
入場無料
開園時間：月-金 7.30–18.00、土・日 10.00–18.00（4、5、
10月）、 月-金 7.30–19.00、土・日 10.00–19.00（6月–9月）
フランシスカン庭園 (Františkánská zahrada) – Jungmannovo
náměstí / Václavské náměstí, Praha 1, www.prague.eu
街の中心にありながら都会の喧騒から隔絶された自然のオアシス
で、頭上に鉄のアーチが張り巡らされた、たくさんのベンチがあり
ます。夏にはバラが綺麗です。芝生部分は低いイチイの植木で囲わ
れています。園内は数々の彫刻、噴水、あずまや、子供の遊び場、
実のなる木々、昔ここでハーブを植えていたかつての園の持ち主で
20
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ある、聖カルメル会と聖フランシス会になぞらえたハーブ園があり
ます。
入場無料
開園時間：毎日 7.00–22.00（4月半ば–9月半ば）、毎日7.00–20.00
（9月半ば–10月半ば）、毎日 8.00–19.00（10月半ば–4月半ば）
ヴルトボフ庭園 (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praha 1,
www.vrtbovska.cz
バロック様式の庭園の中で最も貴重で美しいこの庭園は、フランテ
ィシェク・マクシミリアン・カニェクによる巧みなデザインです。
庭の規模としては小さめですが、丘の平らでない場所にデザインさ
れ、芸術的にも歴史的にも価値のあるデコレーションはヨーロッパ
でも貴重なものです。
開園時間：毎日 10.00–18.00（4月–10月）

ペトシーン公園 (Petřínské sady) – Malá Strana, Praha 1,
www.prague.eu
ペトシーンの丘の頂上はプラハで最も広大な緑地帯の一つで、その
丘は街の中心にありながら静かな憩いの場所です。とりわけ美しい
のはこの丘の上にあるバラ園、植物園、キンスキーの庭の中の2,100
本以上の果樹のあるセミナージュ庭園です。建築物としては木造の
聖ミハエル教会が見所です。
入場無料
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動物園と植物園
プラハ市動物園 (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) –
U Trojského zámku 120/3, Praha 7, www.zoopraha.cz
プラハ市の動物園はその独特な場所により、世界で最も美しい動物
園の一つです。その起伏に富んだ場所ではアフリカンドーム、イン
ドネシアのジャングルや象の谷などの10kmに及ぶ散策ができます。
美しい自然に富んだ園内は、行楽先として家族連れだけでなく幅広
い層に親しまれています。
開園時間：毎日9.00–17.00（3月）、毎日 9.00–18.00（4月、5月、
9月、10月）、毎日 9.00–19.00（6月–8月）、毎日 9.00–16.00
（11月–2月）
プラハ市植物園 (Botanická zahrada hl. m. Prahy) – Nádvorní 134,
Praha 7, www.botanicka.cz
30ヘクタールほどの面積で、歴史的ブドウ畑の聖クラールや、落ち
着きのある日本庭園、ユニークな熱帯の温室ファタ・モルガンなど
を含む、よく整備された植物園です。この130mの長さの温室は気温
と湿度によって3つに分かれていて、1年中いつでも熱帯の自然の様
子を楽しむことができます。
開園時間：
屋外展示と聖クラールブドウ畑：毎日 9.00–16.00（11月–2月）、
毎日 9.00–17.00（3月、10月）、毎日 9.00–18.00（4月）、毎日
9.00–19.00（5月–9月）
ファタ・モルガン温室：火-日 9.00–18.00（4月）、
火-日 9.00–19.00（5月–9月）、火-日 9.00–17.00（3月、10月）、
火-日 9.00–16.00（11月–2月）
カレル大学植物園 (Botanická zahrada Univerzity Karlovy) –
Na Slupi 16, Praha 2, www.bz-uk.cz
この植物園は1898年にオープンしました。その後少しずつ樹木園、温
室、池、大きなアルピヌムが造られました。今日ではプラハ中心にあ
りながら、昔に思いを馳せて一息つける居心地のいい場所です。
開園時間：
屋外展示：毎日 10.00–17.00（2、3月）、毎日 10.00–19.30（4月–8
月）、毎日 10.00–18.00（9、10月）、毎日 10.00–16.00（11月–1月）
温室：毎日 10.00–16.00（2、3月）、毎日 10.00–17.00
（4月–10月）、毎日 10.00–15.30（11月–1月）

プラハのビューポイント
街を見渡す美しい眺望はプラハにある数々の塔の上からと、次の場
所からご覧になれます：スメタノヴォ・ナーブジェジー通り-ノヴ
ォトネー・ラーフカ、旧市街市庁舎の塔、火薬塔、クレメンティヌ
ムの塔、カレル橋の旧市街側の塔、フラッチャニ広場のプラハ城の
展望台、ペトシーンの丘の展望台、レトナー公園、聖ミクラーシュ
教会の鐘楼、ジシコフのテレビ塔、ヴィシェフラド、プラハ城の南
庭園
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プラハのカルチャー
今のプラハの活気あふれる雰囲気は、文化的なイベントにも影響さ
れて います。ギャラリーや博物館の珍しい展示を見学したり、オ
ペラの 陽気なアリアを聴いたり、ジャズナイトでの興奮でそれを
味わうこ とができます。また別の日はプラハのクラブで踊ってみ
てはいかが でしょうか？ これを見ればプラハの文化や芸術を網羅
することができます。まず はご覧ください…

ギャラリー
ナショナルギャラリー (Národní galerie) – www.ngprague.cz
ヨーロッパではパリのルーブル博物館の次に古いギャラリーです。
チェコや世界中の芸術好き達の聖地です。
常設展
シュテルンベルク宮殿 (Šternberský palác) –
Hradčanské náměstí 15, Praha 1
価値あるバロック宮殿のギャラリーは、古代からバロック後期のヨ
ーロッパ芸術のファンたちを魅了します。古代美術だけでなく、イ
タリア、フランドル、オランダ、ドイツ、オーストリアの画家の作
品を楽しむことが出来ます。
シュワルツェンベルク宮殿 (Schwarzenberský palác) –
Hradčanské náměstí 2, Praha 1
フラッチャニ広場の印象的な建物は、プラハで最も美しいルネサ
ンス様式の建物の一つです。国内作品の展示（M. B. Braun, F. M.
Brokoff, H. von Aachen, K. Škréta）は、チェコのバロック美術では最
高のものです。
サルモフ宮殿 (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2,
Praha 1
皇帝様式の影響を強く受け、1800–1811年に建てられた三翼の宮殿ス
タイルの建物。1800年から1860年頃の絵画と彫刻を紹介する、「古
典主義からロマン主義までの19世紀の芸術」という題の常設展が今
準備中です。2014年10月16日オープン予定。
聖アネシュカ修道院 (Klášter sv. Anežky České) – U Milosrdných 17,
Praha 1
以前は聖クララ派とコンベンツァル聖フランシスコ修道会の修道院
で、チェコにおける一番最初のゴシック様式の建物と考えられてい
ます。ここではチェコと中央ヨーロッパの中世美術が展示されてい
ます。展示物はチェコの国宝に指定されています。
キンスキー宮殿 (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12,
Praha 1
エジプト、メソポタミア、古代世界、アジアの珍しい美術工芸品が
展示されています。
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ヴェレトルジュニー宮殿 (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47,
Praha 7
プラハ最初の機能主義の建物で、まずその大きさに圧倒されま
す。13,500mもの広さで、チェコや世界中のユニークな現代美術の
コレクションです。有名どころでは A. レノイル、 P. ピカソ, G. ク
リムト A. ロダン、E. ムンク等々…。
上記ナショナルギャラリーの開館時間：火-日 10.00–18.00
プラハ市ギャラリー (Galerie hlavního města Prahy) –
www.ghmp.cz
ナショナルギャラリーに次いでチェコで最も重要なギャラリー。チ
ェコの19,20,21世紀の作品が主。
常設展と展示ホール
ビールコヴァ ヴィラ (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praha 6
ユニークで風変わりな作風と、ミステリアスな象徴主義のチェコの
彫刻家、フランティシェク・ビーレクの作品が展示されています。
展示全体が麦畑のイメージで、建物の間取りは麦畑を刈る鎌の跡を
デザインしています。石の柱は藁と麦の穂を現しています。
開館時間：火-日 10.00–18.00
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開館時間：月 10.00–18.00、水・金 11.00–19.00、
木 11.00–21.00、土・日 10.00–18.00
ルドルフィヌムギャラリー (Galerie Rudolfinum) –
Alšovo nábřeží 12, Praha 1, www.galerierudolfinum.cz
チェコで最も重要なネオルネサンス様式の建物の一つの中にギャラ
リーがあります。学芸員の斬新な現代美術に対する目によってよく
考えられたドラマチックなコンセプトと、独特な特徴のあるギャラ
リーです。
開館時間：火・水・金・土・日 10.00–18.00、木 10.00–20.00

博物館
国立博物館 (Národní muzeum) – www.nm.cz
1818年創立の、チェコで一番大きな博物館。約1,000点のコレクショ
ンがあり、その中にはとても貴重な物も多いです。広々とした会場
も見物です。

コロレド-マンスフェルド宮殿 (Colloredo-Mansfeldský palác) –
Karlova 2, Praha 1
展示はカレル橋たもとのバッロク様式の宮殿の3階部分にあり、
現代美術の展示です。宮殿の独特な雰囲気はアートカフェ（毎日
10.00–23.00）でお楽しみください。
開館時間：火-日 10.00–18.00
石の鐘の家 (Dům u Kamenného zvonu) – Staroměstské náměstí 13,
Praha 1
塔のような珍しいゴシック様式の宮殿で、現存する貴重な建物です。
ギャラリーの古い部分では近代と現代アートの企画展があります。
開館時間：火-日 10.00–20.00
国立博物館の展示
トロヤ城 (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Praha 7
17世紀チェコの最も素晴らしいバロック建築の一つで、美しく色づ
けされています。城の横にはフランス式庭園が広がっていて、城内
には「トロヤ城の建築と装飾」と「オリエンタルスタイルのトロヤ
城」の展示があります。
開館時間：火-日 10.00–18.00、金 13.00–18.00、庭園 –19.00
（4月–10月）、土・日 10.00–17.00（11、12月）
プラハ市ギャラリーのその他展示場所はwww.ghmp.cz.を参照くださ
い
DOX – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
現代アートの中心で、プラハで最も活躍しているアーティストたち
の展示です。DOXは質の高い作品が集められています。ギャラリー
には美術とデザインについての書籍が売っている書店と、居心地の
いいカフェもあります。
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国立博物館本館 (Národní muzeum – hlavní budova) –
Václavské náměstí 68, Praha 1
印象的なネオルネサンス様式はヴァーツラフ広場の上部あります。
改築の為に長い間閉館しています。再開は2018年を予定していま
す。
国立博物館新館 (Nová budova Národního muzea) – Vinohradská 1,
Praha 1
かつての連邦政府の会議場とヨーロッパ自由放送の建物には、貴重
な展示物が置かれています。
開館時間：毎日 10.00–18.00、水 9.00–18.00、月の第一水曜日
10.00–20.00
ナープルステク博物館（アジア、アフリカ、アメリカの文化）
(Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur) –
Betlémské náměstí 1, Praha 1
29
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ヴォイテェフ・ナープルステク、チェコの愛国主義者で美術のパトロン
であった彼は、世界中から民族誌と美術の膨大なコレクションを集める
ことに生涯を捧げました。常設展ではオーストラリアと太平洋、特にイ
ンドネシアのニアス島の独特の文化を詳しく知ることができます。
開館時間：火-日 10.00–18.00、水 9.00–18.00
チェコ音楽博物館 (České muzeum hudby) – Karmelitská 2/4,
Praha 1
人々-楽器-音楽の展示で、特に400以上の楽器が価値が高いです。
その中でもW.A.モーツァルトが最初のプラハ滞在の際に演奏した鍵
盤楽器が見物です。
開館時間：水-月 10.00–18.00
ラピダーリウム(Lapidárium) – Výstaviště 422, Praha 7
チェコの11世紀から19世紀の石像コレクションでは最大です。
開館時間：木-日 12.00–18.00、水 10.00–16.00 （冬季閉館）
アントニン・ドヴォルザーク博物館 (Muzeum Antonína Dvořáka) –
Ke Karlovu 20, Praha 2
チェコで最も優れた作曲家の一人であるドヴォルザークの全生涯を
展示しています。
開館時間：火-日 10.00–13.30、14.00–17.00
ベドジフ・スメタナ博物館 (Muzeum Bedřicha Smetany) –
Novotného lávka 1, Praha 1
カレル橋から程近いモルダウ河畔にあるネオルネサンス様式の建物で、
有名なチェコの作曲家ベドジフ・スメタナの作品が展示されています。
開館時間：水-月 10.00–17.00
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国立技術博物館 (Národní technické muzeum) – Kostelní 42,
Praha 7, www.ntm.cz
科学技術の好きな人にはたまらない博物館です。クラシックカー、
飛行機、機械やその他数多くの展示が改装された博物館でご覧にな
れます。
開館時間：火-金 9.00–17.30、土・日 10.00–18.00
ミュシャ博物館 (Muchovo muzeum) – Panská 7, Praha 1,
www.mucha.cz
カウニツキー宮殿の中に世界初のアルフォンス・ミュシャの生涯と
作品の博物館があります。ミュシャグッズをお土産に購入すること
もできます。
開館時間：毎日 10.00–18.00
おもちゃ博物館 (Muzeum hraček) – Jiřská 6, Praha 1,
www.prague.eu
お子様連れには最適な博物館です。世界中の伝統的なおもちゃの展
示の横には、現代の展示とバービーとスターウォーズの人形が数多
く集められています。
開館時間：毎日 9.30–17.30

劇場
国民劇場 (Národní divadlo) – Národní 2, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
チェコ共和国の劇場の代表で、1881年に国中からの募金により1回目
の建設がされました。2回目は1883年の火災の後です。オペラ、演
劇、バレエを美しい劇場で上演しています。

国立博物館のその他展示場所は www.nm.czを参照ください。
プラハ市博物館 (Muzeum hlavního města Prahy) – Na Poříčí 52,
Praha 8, www.muzeumprahy.cz
プラハ市の歴史について詳しく知りたいですか？この博物館では有
史以前からのプラハの歴史を展示しています。最も魅力的な展示は
ラングウェイルと言われる1826–1837年のプラハのモデルです。
開館時間：火-日 9.00–18.00、月の最終水曜は20.00まで
カンパ博物館 (Museum Kampa) – U Sovových mlýnů 2, Praha 1,
www.museumkampa.cz
独創性に溢れるモダンな博物館は、世界で最もフランティシェク・ク
プカの作品を網羅しています。初期の多彩な表情の作品の隣には、ク
プカの作品の中で最も印象的な抽象画「カテドラール」があります。
開館時間：毎日 10.00–18.00
工芸美術博物館 (Uměleckoprůmyslové museum) – 17. listopadu 2,
Praha 1, www.upm.cz
この博物館はガラス、陶器、陶芸、織物、流行とデザイン、家具、
時計、グラフィック、写真とその他多彩なコレクションが展示され
ています。2014年の終わりには閉館し、改築される予定です。
開館時間：水-日 10.00–18.00、火 10.00–19.00
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エステート劇場 (Stavovské divadlo) – Ovocný trh 1, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
ヨーロッパで最も美しい劇場の一つ。モーツァルトがオペラ「ド
ン・ジョバンニ」の杮落とし公演をしたことで世界的に知られてい
ます。この演目は今日でもこの劇場のレパートリーです。
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国立オペラ座 (Státní opera) – Wilsonova 4, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
ヨーロッパのオペラ劇場の先駆けで、美しいネオルネサンス様式の
外観とふんだんに装飾された内装の劇場は、ヴァーツラフ広場の目
と鼻の先です。

プラハのカルチャー

イメージ シアター (Image Theatre) – Pařížská 4, Praha 1,
www.imagetheatre.cz
レパートリー：「ギャラクシー」、「アフリカニア」、「ザ・ベス
ト・オブ・イメージ」、「生きている万華鏡」（子供用）等々

クラブ
ジャズドック (Jazz Dock) – Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5,
www.jazzdock.cz
モルダウ川のスミホフ河畔にあるモダンなジャズクラブでは、特別なジ
ャズナイトを夜の早い時間から楽しむことができ、夜景も綺麗です。
レドゥタ ジャズクラブ (Reduta Jazz Club) – Národní 20, Praha 1,
www.redutajazzclub.cz
街の中心にある、中央ヨーロッパで一番古いジャズクラブの一つ。
洗練されたパフォーマンスで多彩なプログラムを演奏します。
ラテルナマジカ (Laterna magika) – Národní 4, Praha 1,
www.laterna.cz
ユニークなマルチメディアの劇場。ステージでのパフォーマンス
と、音響と映像を融合した演目を行います。
アルハ劇場 (Divadlo Archa) – Na Poříčí 26, Praha 1,
www.archatheatre.cz
前衛的な演目をレパートリーとする劇場。
国立マリオネット劇場 (Národní divadlo marionet) – Žatecká 1,
Praha 1, www.mozart.cz
伝統的なマリオネット劇場は、ドン・ジョバンニの演目で世界的に
知られています。オリジナル通りのイタリア語と、多彩な衣装と大
きな人形での上演です。
クシジコヴァー・フォンターナ (Křižíkova fontána) –
U Výstaviště 1/20, Praha 7, www.krizikovafontana.cz
世界的にも珍しい水の舞踏、音楽と色彩の劇場。ポップの名曲をクラ
シック調にアレンジしたメロディーが、水のカーテンにプロジェクタ
ーで映し出された絵とレーザー光線の効果と共に上演されます。

ブラックライト・シアター

ルツェエルナ ミュージックバー (Lucerna Music Bar) –
Vodičkova 36, Praha 1, www.musicbar.cz
プラハのクラブの中で最大級で、最も来場者の多いクラブの一つ。特
に国外の有名なバンドのコンサートや、あらゆるジャンルのパフォー
マーの上演は、ロック、インディー、ヒップホップ、EBMなど多岐に
わたります。毎週金・土は80年代と90年代音楽のパーティーです！
クロス クラブ (Cross Club) – Plynární 23, Praha 7, www.crossclub.cz
地下にあるクラブは何年かの間に口コミで評判が広がりました。近未
来のデザインと複雑な音楽の迷宮に足を踏み入れてみてください。
アクロポリスパレス (Palác Akropolis) – Kubelíkova 27, Praha 3,
www.palacakropolis.cz
プラハで人気のジシュコフ地区にある、ユニークなカルチャーイベ
ントに欠かせないクラブ
ロキシー (Roxy) – Dlouhá 33, Praha 1, www.roxy.cz
質の良いエレクトロニック・ミュージック愛好家のメッカ。国内外
のトップクラスのDJによるパフォーマンスでダンスタイムをお楽し
みください。

光の効果を利用し、非言語でのパフォーマンスとモダンダンスの上演。
ブラックライト・シアター スルネツ (Black Light Theatre Srnec) –
Na Příkopě 10, Praha 1, www.srnectheatre.com
世界初のブラックライトシアターで、世界中から500万人以上が観
覧に訪れています。レパートリーは「アントロギーア」-最も人気の
ある演目です。
タ・ファンタスティカ劇場 (Divadlo Ta Fantastika) – Karlova 8,
Praha 1, www.tafantastika.cz
世界30カ国以上の国で愛されている「不思議の国のアリス」がこの
劇場のレパートリーです。
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サブカルチャーの場

期間限定イベント、社交イベント

ミートファクトリー (MeetFactory) – Ke Sklárně 15, Praha 5,
www.meetfactory.cz
プラハのサブカルチャー発祥地で、新しい芸術が生まれる場所で
す。ミートファクトリーはクラブ、劇場、ギャラリーが一つの場所
に集まっています。そこには現代の生きた芸術があります。

春：
プラハの春音楽祭 – www.festival.cz
チェコにおける最も重要なクラシック音楽のフェスティバル。国内
外の名演奏家が集います。（5月12日–6月3日）

クリムスカー通り (Krymská ulice) – Praha 10 – Vršovice
パリにはモンマルトルが、ベルリンにはクロイツェンベルグがある
ように、プラハにはクリムスカー通りがあります。絵になるヴルシ
ョヴィツェ通りには、夜な夜なプラハのリベラルな人たちが集まり
ます。数々のユニークな場所（その中でもcafé V lese((森のカフェ))
が特筆すべき場所）は試してみる価値があります。

プラハ フードフェスティバル – www.praguefoodfestival.cz
チェコの食の祭典－美味しい食べ物、トップレベルのシェフたち、
素敵な雰囲気（5月）
イースターマーケット – www.velikonocevpraze.cz
プラハのあちこちで開催。豊富なイースターのグッズと伝統的な雰
囲気をお楽しみください（3月–4月）

NoD – Dlouhá 33, Praha 1, www.nod.roxy.cz
プラハのカルチャーライフを動かす第3の芸術の場。ギャラリーNoD
で若い芸術家の作品を、テアトルNoDで演劇の試演を、またカフェ
NoDで美味しいものをお楽しみください。NoDはどの分野でもまた
来たくなるような場所です。
ナープラフカ (Náplavka) – Rašínovo nábřeží, Praha 2
ナープラフカは、主に夏に多種多様なライブカルチャーイベントが
行われる場所です。モルダウ河畔での伝統的なダンス会、コンサー
ト、演劇、カフェ、また広い空の下、プラハの美しいパノラマを眺
めながら貸し自転車で巡るのも一興です。
続々とオープンするクラブ＆ギャラリー－プラハのあちこちで
プラハでは街中に次々に新しいクラブやギャラリーがオープンして
います。数日か数週間で、これまで使われていなかった場所が最先
端の魅力的なイベント会場になるのです。最新情報は私どものホー
ムページをチェックしてください。

フォルクスワーゲン マラソンの週末 – www.runczech.com
世界で最も美しいマラソン大会の一つ。スタートとゴールは誰もが
知っている旧市街広場です。モルダウ川沿いや街の中心の色々な地
区を走りぬけるコースです。（5月）
チェコ ビールフェスティバル – www.ceskypivnifestival.cz
チェコ最大のビールの祭典で、上質なチェコビールと美味しいおつ
まみを味わいに来てください。（5月–6月）
ダンス プラハ – www.tanecpraha.cz
モダンダンスと演劇の国際的なフェスティバル。毎年ダンスと演劇
の最高の演目を行います（5月–6月）
カモロ – www.khamoro.cz
ジプシー文化の伝統的なフェスティバルで、このジャンルのフェス
ティバルでは世界最大級です。（5月–6月）
プラハ城のミニビール醸造所フェスティバル – www.pivonahrad.cz
ビールの多様さと醸造職人の世界を知りたい全ての人にうってつけ
のユニークなフェスティバル。（6月）
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夏：
ユナイテッド アイランズ – www.unitedislands.cz
多彩なスタイルの音楽フェスティバルで、国内外の演奏家が集いま
す。プラハの中心で広い空の下、ロック、インディ、エレクトラ等
流行の音楽をお楽しみください。（6月）
プラハ プロム – www.pragueproms.cz
ロンドンのBBCプロムになぞらえた音楽の祭典。夏の文化イベント
ではトップレベルです。（6月–月）
ボヘミア ジャズフェスト – www.bohemiajazzfest.cz
ヨーロッパ最大級の屋外ジャズフェスティバル（7月）
夏の古典音楽祭 – www.letnislavnosti.cz
プラハの美しい名所で開かれる、バロック音楽を主とした音楽
祭。(7月–8月）
プラハ プライド – www.praguepride.com
プラハの中心で開催される、中央ヨーロッパで最大のLGBT（性的マ
イノリティ）の集会。多様性の頂点「プライドの行進」（8月）

プラハのカルチャー

デザインブロック – www.designblok.cz
毎年最新のデザイン、流行、ライフスタイルが、選び抜かれたショ
ールーム、ギャラリー、お店などで展示されます。デザインのプレ
ゼントを買うのにもうってつけのイベントです。（10月）
シグナル| プラハライトフェスティバル – www.signalfestival.com
国内外のオーディオ・ビジュアルのアーティスト達によって、プラ
ハの歴史地区に光の芸術が設置されます。ライトフェスティバルは
うっとりするようなアイデアと、際限ない独創性の発信地です。
（10月）
コンテンプルス – www.contempuls.cz
耳の肥えたリスナーにも音楽の深遠な世界を感じさせる、現代音楽
の祭典です。（11月）
冬：
クリスマスマーケット – www.vanocevpraze.cz
街の中心のクリスマスマーケットで、魅力的な冬のプラハのクリス
マスの雰囲気と美味しい食べ物をお楽しみください。クリスマスク
ッキー、ホットワイン、クリスマスメロディーは大人も子供も楽し
めます。（12月）

夏のレトナー – www.letniletna.cz
空中アクロバットのプロとその他アーティスト達が、毎年新しいサ
ーカスと演劇の伝統的なフェスティバルで一堂に会します。
（8月–9月）
オペラ バロッカ – www.operabarocca.cz
17、18世紀の名高いバロックオペラが上演される、音楽と舞踊のフ
ェスティバル（8月–9月）
秋：
ドヴォルザーク プラハ – www.dvorakovapraha.cz
世界各国からの演奏者による、トップレベルのパフォーマンスに魅
了されてください。ドヴォルザーク プラハは音楽の天才アントニ
ーン・ドヴォルザークを記念して始められた音楽フェスティバルで
す。（9月）
フードパレード – www.foodparade.cz
トロヤ城の庭園で開かれるグルメフェスティバル。プラハのシェフ
たちが目の前で腕によりをかけた美味しい料理をふるまいます。
（9月）
弦楽器の秋 – www.strunypodzimu.cz
この国際音楽祭では、色々なジャンルの音楽が交錯します。ジャ
ズ、クラシック、ワールドミュージックの洗練されたクロスオーバ
ーが、現在の音楽シーンでも最も優れた演奏家たちによって奏でら
れます。（9月ー11月）
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チェコの音楽に触れる – www.ceskedotekyhudby.cz
クラシック音楽に特化した、冬最大の音楽の祭典。オーケストラ、
室内楽、リサイタル等。（12月–1月）
新年の花火 – www.prague.eu
プラハ歴史地区上空で行われる、息を呑むような光の舞。新年のプ
ラハでの一押しイベントです。（12月–1月）
カーニバル プラハ – www.carnevale.cz
謝肉祭は色彩豊かなカーニバルのパレード、洗練された食べ物と独
特のアイデアが魅力です。仮面を持ってご参加ください！
（2月–3月）
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重要な連絡先と情報
プラハは安全な街ですが、スリにはお気をつけください。
プラハの治安は通常、ヨーロッパの他主要都市と同レベルです。し
かしながら、次の点をおすすめします：
—— 高価なものや多額の現金はホテルの安全金庫に保管してくだ
さい
—— 現金の両替は銀行でのみ行い、路上での両替は避けてください
—— 現金はロゴのついたATMで引き落とすか、銀行またはトラヴェ
レックスのカウンターをご利用ください
—— とりわけ観光客の多い場所や公共交通機関では貴重品、クレジ
ットカード、ハンドバック、カメラ等にお気をつけください
—— 車を駐車する際はガードマンのいる駐車場を優先して、車内に
貴重品を残していかないでください
—— 公共の場での飲酒は禁止されています
チェコ共和国緊急通報用電話番号
150 – 消防車
155 – 救急車
156 – プラハ市警察
158 – 警察
112 – ヨーロッパの総合緊急通報用電話番号
上記番号への通話は無料

交通
プラハ市交通
プラハ市には、良く機能する公共交通網が広域に張り巡らされてい
ます。3路線の地下鉄（A線、B線、C線で色分けされています）、ト
ラム、バス、ボート、ペトシーンの丘のケーブルカーです。地下鉄
は毎日5.00–24.00、トラムとバスは夜中も走っています。

プラハ市交通の運賃
公共交通機関の利用は、有効なチケットによってのみ可能です。利
用者は交通機関に乗る前、または地下鉄のチケットが必要になるエ
リアに入る前に、チケットを入手していなければなりません。
運賃についての詳細
シングルチケット
90分券（基本券）– 32 チェココルナ, 子供 (6–15 歳) 16 チェココルナ
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30分券（短時間券）– 24 チェココルナ, 子供 (6–15 歳) 12 チェココ
ルナ

Nové Butovice (地下鉄B線) – バス179番
ナイトバス510番

長時間（ツーリスト）チケット
24時間券 – 110 チェココルナ, 子供 (6–15 歳) 55 チェココルナ
72時間券 – 310 チェココルナ, 子供割引なし

喫煙－チェコでは喫煙を制限する法律があります。公共の場所（交
通機関のプラットフォーム－停留所、駅、交通機関の中、カルチャ
ーの場、医療機関）での喫煙は禁止されています。レストランでの
喫煙は制限されていますが、厳しく禁止されているわけではありま
せん。喫煙と禁煙の席はマークで分けられています。

スーツケースの持ち込み
スーツケース、ケージ（やバック）に入っていない犬、子供の乗っ
ていない乳母車の持ち込みは16チェココルナ。
小さな旅行かばん、ケージ（やバック）に入った動物、子供の乗っ
た乳母車は持ち込み無料。
（上記は地下鉄、ボート、ペトシーンの丘のケーブルカー、トラム
の選択した利用区間内で、チケットの有効時間内の場合のみです）
無料の対象
6歳までの子供と、70歳以上の高齢者（最新の無料対象者の条件に
関する情報は www.dpp.czを参照ください）
運賃、時刻表等の最新情報は tel. 296 19 18 17（毎日 7.00–21.00）、
www.dpp.cz、交通局インフォメーションセンター（Muzeum, Hlavní
nádraží, Anděl, Hradčanskáの駅、プラハ市当局、ヴァーツラフ・ハヴ
ェル空港ターミナル1と2）で知ることができます。

薬局と救急医療サービス
プラハ 1区 – Palackého 5, tel. 224 946 982
プラハ 2区 – Belgická 37, tel. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
プラハ 4区 – Vídeňská 800 (Thomayerova nemocnice-トマイェロヴ
ァ病院), tel. 261 084 019
プラハ 5区 – V Úvalu 84 (nemocnice Motol-モトル病院),
tel. 224 435 736
プラハ 7区 – Františka Křížka 22, tel. 731 638 010
プラハ 8区 – Budínova 2 (nemocnice Bulovka-ブロフカ病院),
tel. 266 082 017
通貨－公式通貨－チェココルナ（CZK）
硬貨：1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
紙幣：100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK
（1ユーロ≒27チェココルナ）
郵便局－中央郵便局－Jindřišská 14, Praha 1, tel. 221 131 111,
www.ceskaposta.cz、毎日2.00－24.00
チップ－レストランのサービスが満足のいくものであったなら、チ
ップを渡すと喜ばれます。支払額の10％程度が目安です。
プラハのタクシー料金－タクシースタンドは黄色い看板にTAXIの文
字で、オレンジ色の手が親指を上げ、FAIR PLACEと書かれた看板
がついています。タクシースタンドでのタクシーは明朗会計で、安
全で、ドライバーはプロフェッショナルで、質の高いサービスを提
供します。
チェコの国番号– +420

空港への公共交通機関
エアポートエクスプレス
空港、鉄道駅、その他交通機関に直通の特別バス路線。
ルート：Hlavní nádraží（地下鉄C線、鉄道）－ Dejvická（地下鉄A
線、乗車のための停車のみ）－空港ターミナル1－ターミナル2
間隔：30分、所要時間：33分
運賃：1回のみ、この路線のみに有効－60チェココルナ（Hlavní
nádražíでの乗車）、40チェココルナ（ Dejvickáでの乗車）、6－15
歳の子供半額、6歳以下の子供とスーツケースは無料
別のアクセス
Dejvická (地下鉄 A線) – バス 119番
Zličín (地下鉄 B線) – バス 100番
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代表事務所 – チェコの代表事務所の詳細はwww.mzv.czを参照くだ
さい
医療サービス
Fakultní nemocnice Motol （モトル病院）– 外国人ケアセンター–
V Úvalu 84, Praha 5, www.fnmotol.cz
外国人のための健康ケア
診療時間：月-金 7.00–21.00、土・日、祝日 8.00–21.00
Nemocnice Na Homolce （ナ ホモルツェ病院） – 外国人ケアセン
ター Roentgenova 2, Praha 5, www.homolka.cz
外国人のための健康ケア、救急と入院施設
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Městská poliklinika Praha（プラハ市ポリクリニック）– 救急医療
サービス– Spálená 12, Praha 1, www.prahamp.cz
成人のための医療サービス（特に外国人と外国人観光客のため）
診療時間：月-木 19.00–6.00、金 16.00–6.00、土・日 ・祝日 終日
遺失物取扱場所 – Karoliny Světlé 5, Praha 1, tel. 224 235 085、営業時
間 月・水 8.00–17.30、火・木 8.00–16.00、金 8.00–14.00（午後の
休憩 12.00–12.30）

ツーリストインフォメーション

重要な連絡先と情報

TIC ヴァーツラフ・ハヴェル空港 – 到着ホール, Terminál 2, Praha 6,
営業時間 毎日 8.00–20.00
TIC ヴァーツラフ・ハヴェル空港 – 到着ホール, Terminál 1, Praha 6,
営業時間 毎日 10.00–20.00
お気軽にご連絡ください：tourinfo@prague.eu, tel. +420 221 714 714
ガイドサービス
私達のライセンスガイドが、ウォーキングツアーや観光ツアー中
にプラハについて詳しくご案内します。一般的な観光も特別な
観光もご提供できます。知識、語学力、プロフェッショナリズ
ム、どれも信頼できます。E–mail: guides@prague.eu または tel.
+420 775 855 037.

ツーリストインフォメーションセンター (Prague City Tourism)
プラハについて詳しく知りたいですか？観光ツアーやカルチャーイ
ベントのチケットの手配が必要ですか？インフォメーションセンタ
ーにお立ち寄りください。あらゆる分野について豊富な情報と質の
高いサービスを提供します。お気軽にお立ち寄りください。

提供サービス：
—— プラハについてのあらゆる情報提供（街のオリエンテーショ
ン、交通、カルチャー、名所、重要な連絡先等々…）
—— 宿泊所の手配
—— カルチャーイベントのチケット手配
—— プラハ市内や郊外の観光ツアー、エクスカーション、クルー
ズ、セグウェイツアー等々の手配
—— プラハ基本情報のパンフレット無料提供
—— Prague Card販売
—— 地図や交通チケットの販売（24時間券と72時間券）
インフォメーションセンターの場所：
TIC 旧市街市庁舎– Staroměstské náměstí 1, Praha 1, 営業時間 毎日
9.00–19.00
TICリティジュスカー通り– Rytířská 31, Praha 1, 営業時間 月–土
10.00–18.00
TIC 小地区側のカレル橋の塔– Mostecká ul., Praha 1, 営業時間（夏季
のみ 4月–10月）毎日 10.00–18.00
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www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/pragueEU
Prague Card
旅行者のための魅力的なカードで、プラハ市内の50の入場箇所に
入場することができます。また市内の公共交通機関の利用もできま
す。カードにはプラハの観光ツアー、モルダウ川クルーズ、エアポ
ートエクスプレスが含まれていて、また他の入場箇所やエクスカー
ションの割引も適用されます。
プラハをより多く知りたければPrague Cardはうってつけです。
2日、3日、4日カードは www.praguecard.comで注文するか、ツーリ
ストインフォメーションセンターで購入できます。

観光ツアー
Best Tour – www.besttour.cz
出発場所：Václavské náměstí 27
Gray Line Prague – Bohemia Travel Service – www.citytours.cz
出発場所 : Národní 38
Martin Tour – www.martintour.cz
出発場所 : Staroměstské náměstí (旧市街広場－Pařížská通りの角),
náměstí Republiky naproti Obecnímu domu（共和国広場のショッ
ピングセンター向かい）, Melantrichova 2とRytířská通りの角, Na
Příkopě 24
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
出発場所 : náměstí Republiky 3

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
15分間隔の観光ツアー

Premiant City Tour – www.premiant.cz
出発場所 : Na Příkopě 23

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
馬車による観光ツアー。出発場所：旧市街広場

特別な観光ツアー

History Trip – www.historytrip.cz
クラシックカーでの観光ツアー。出発場所： Mostecká通り、
Karlova通り、Rytířská通りとMelantrichova通りの角

Accessible Prague – www.accessibleprague.com
ハンディキャップの方のためのプラハ観光ツアー
Aero Prague – www.aeroprague.com
飛行機又はヘリコプターによる観光フライト
Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
気球で空へ、カンパでのケーブルで地面と繋がっている気球
City Bike – www.citybike-prague.com
ガイド付きサイクリングツアー
City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off –
www.city-sightseeing.com
45分間隔の観光ツアー。出発場所：旧市街広場

Praha Bike – www.prahabike.cz
ガイド付きサイクリングツアー
Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
ユダヤの名所を巡る特別観光ツアー
Segway Experience – www.segwayfun.eu
セグウェイでの観光ツアー
3veterani – www.3veterani.cz
クラシックカーでの観光ツアー。出発場所：
Pařížská 2, Mostecká 5 – 7
Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
ユダヤの名所を巡る特別観光ツアー

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
電気自転車でのガイド付きサイクリングツアー
Ecotours – www.ecotours.cz
電気自転車、普通の自転車、セグウェイでのガイド付きツアー
Ekoexpres – www.ekoexpres.cz
ミニトレイン。出発場所：旧市街広場 （3月–11月）
歴史トラム No. 91 – www.dpp.cz
街の中心を回るコース。土・日・祝 12.00–17.35 (4月–11月)
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街の生活
プラハは緑と至る所で魅力的な場所に溢れた街です。ロマンチック
な散歩、夏の木陰での休憩、モルダウ川での気持ちの良いクルーズ
など、この街は何度訪れても違う魅力を見せてくれます。快適な時
間はファーマーズマーケットで可愛らしい小さなお土産や、新しい
土地の美味しいものを見つけたりする時でもあります。高級店やシ
ョッピングモール、ここ数年国内だけでなく世界中で人気の、チェ
コオリジナルデザインの面白いお店での買い物も逃せません。

自然地区と公園
カンパ (Kampa) – Praha 1 – Malá Strana, www.prague.eu
カンパにある、モルダウ川本流とその河畔の間にある島、チェルト
フカはプラハで最もロマンチックでカラフルな場所の一つです。旅
行サイトとして有名なVirtualTouristで、世界で2番目に美しい街の中
の島に選ばれたのも不思議ではありません。
スロヴァンスキー島－ジョフィン (Slovanský ostrov – Žofín) –
Praha 1 – Nové Město, www.prague.eu
モルダウ川の島の一つで、 壮麗なネオルネサンス様式の宮殿－パー
ティーやコンサートの行われる伝統的な場所－のある美しい公園。
ここでは貸しボートや子供のためのミニトレインや遊び場がありま
す。
ストジェレツキー島 (Střelecký ostrov) – Praha 1 – Staré Město,
www.prague.eu
街の中心にあるレギー橋の下の、夏には木陰が気持ち良いロマンチ
ックな場所。モルダウ川の水面迫るこの場所は、古き良き時代の特
別な雰囲気を感じさせてくれます。
ハヴリチコヴィ 公園（グレーボフカ）(Havlíčkovy sady –
Grébovka) – Praha 2 – Vinohrady, www.prague.eu
イタリアルネサンス様式を模して造られた公園。噴水、小滝、小
池、パビリオン、彫像、可愛らしい人工の洞窟があり、プラハの
美しい景色が望めます。またブドウ畑の中にあるカフェPavilon
Grébovkaの洒落たあずまやで、眼前に広がるブドウ畑を眺めながら
くつろぎの一時をお過ごしください。
リエグロヴィー公園 (Riegrovy sady) – Praha 2 – Vinohrady,
www.prague.eu
100年以上の歴史を持つ公園。園内の森、広い芝生、とりわけ美しい
プラハの眺め、マロニエの木漏れ日の下の、広い庭付きレストラン
で心地よいくつろぎの時間を。
クラーロフスカー森林公園－ストロモフカ (Královská obora –
Stromovka) – Praha 7 – Bubeneč, www.prague.eu
街の中心部にある広大な緑の楽園。広い森林公園、池、芝生はピク
ニックにぴったりです。年代を問わず散歩やリラクゼーションにた
くさんの人が訪れます。
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レテンスケー公園－レトナー (Letenské sady – Letná) Praha 7 –
Holešovice, www.prague.eu
芝生、様々な種類の生い茂る木々、長いプラタナスの並木、有名な
ハナフスキー・パヴィロンからの美しいプラハの眺めを楽しみなが
らゆったりくつろげる広大な公園です。
ラドロンカ (Ladronka) – Tomanova 1/1028, Praha 6,
www.ladronka.com
広々とした芝生の公園は老若男女に人気です。公園でのスポーツレ
クリエーションは今ブームで、特に自転車のサイクリングコースが
あり、インラインスケートの外灯付きコースはプラハ最長です。
ジュルテー・ラーズニェ(Žluté lázně) – Podolské nábřeží 3/1184,
Praha 4, www.zlutelazne.cz
モルダウ河畔の自然公園。3.5ヘクタールの敷地ではスポーツやリラ
ックスタイムを楽しむことができます。
開園時間: 毎日 9.00－2.00

街の生活

営業時間：月-土 10.00–19.00
モーゼル (Moser) – Staroměstské náměstí 15, Praha 1,
www.moser-glass.com
モーゼルはチェコの伝統的なガラス工芸のお店です。美しく実用的
な名品が並びます。
営業時間：月-日 10.00–21.00（4月–10月）、月-金 10.00–20.00、
土・日 10.00–19.00（11月–3月）
ハードデコア ギャラリー (Harddecore Gallery) –
Senovážné náměstí 10, Praha 1, www.harddecore.cz
ユニークなデザイン。雑貨、オリジナルアクセサリー、ガラス製
品、家具のお店
営業時間：月-金 11.00–19.00、土 11.00–17.00
ドックス ・バイ・キュブス (DOX by Qubus) – Poupětova 1,
Praha 7, www.dox.cz
チェコでトップレベルのデザインと創造性を活かした作品を販売す
るギャラリー
営業時間：月 10.00-18.00、水・金 11.00–19.00、木 11.00–21.00、
土・日 10.00–18.00
アルテェル (Artěl) – Celetná 29, Praha 1, www.artelglass.com
アルテェルはモダンなデザインと、質の高い高級なガラス製品のお
店。ガラス製品の他にはユニークなデザインの珍しい品も手に入り
ます。
営業時間：毎日 10.00–19.00
クビスタ (Kubista) – Ovocný trh 19, Praha 1, www.kubista.cz
目を引くキュビズムの建物、黒い聖母の家の中には、キュビズムや
現代のデザインに特化した家具のレプリカ、陶磁器、メタリック製
品を販売するギャラリーがあります。
営業時間：火-土 10.00–19.00、日 12.00–19.00

ショッピング
パリ通り (Pařížská ulice) – Praha 1
プラハで最も高級なショッピングエリア。世界の有名高級ブランド
が集います。
（ルイ・ヴィトン、プラダ、クリスチャン・ディオール、エスカー
ダ、ジミー・チュー、カルティエ、ロレックス等々）
パッラディウム (Palladium) – náměstí Republiky 1, Praha 1,
www.palladiumpraha.cz
ヴァーツラフ広場と旧市街広場から程近いショッピングモール。5階
建てのモールの中に200ものモダンなお店が並びます。
営業時間：日-水 9.00–21.00、木-土 9.00–22.00 （ショッピングギ
ャラリー）
DUSNI3 コンセプト－ Dušní 3, Praha 1, www.dusni3.cz
街の中心にあり多数のブティックの集まるこの場所で、30以上のお
店から流行のコレクションを見つけてください。
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エルペット ボヘミアンクリスタル (Erpet Bohemia Crystal) –
Staroměstské náměstí 27, Praha 1, www.erpet.cz
チェコで最も大きなガラス製品のお店の一つ。チェコガラス製品の
一級品、クリスタルやガーネットの宝飾品が豊富に取り揃えてあり
ます。
営業時間：毎日 10.00–23.00
ファッションショップ パラズィット (Fashion Shop Parazit) –
Karlova 25, Praha 1, www.parazit.cz
大胆でエキセントリックで刺激的なスタイルの、チェコの若いデザ
イナーによる限定品のお店が、旧市街広場から程近いところにあり
ます。ぜひお試しください。きっと気に入るものが見つかります。
営業時間：月-土 11.00–20.00
他のお店
レイジー アイ (Lazy Eye) – Ibsenova 3, Praha 2, www.lazyeye.cz –
質の高いレトロなブティック
Český porcelán （チェコの磁器）– Perlová 1, Praha 1,
www.cesky.porcelan.cz – 磁器製品が多数
クラーラ・ナデムリーンスカー (ブティック) – Dlouhá 3, Praha 1,
www.klaranademlynska.cz – チェコのデザインをリードする、特別
なオートクチュールのブティック
フトゥリスタ ・ウニヴェルサム (Futurista Universum) –
Betlémské náměstí 5a, Praha 1, www.futurista.cz – チェコデザイン
のアクセサリーや装飾品では一押しのお店
パヴィロン (Pavilon) – Vinohradská 50, Praha 2, www.pavilon.cz –
インテリアデザインの展示と販売

市場
ハヴェル市場 (Havelský trh) – Havelská 13, Praha 1,
www.prague.eu
1232年から現存する、プラハ旧市街の中心にある市場。今日では新
鮮な野菜果物から伝統的なチェコのお土産まで幅広い品揃えです。
営業時間：毎日 8.00–18.00

街の生活

蚤の市
パリ、ウィーン、ブリュッセルをモデルにした蚤の市では、がらく
たからコレクター商品、そして骨董品までありとあらゆる品が売ら
れています。
街の中心のフリーマーケット会場
ナープラフカ (Náplavka) – Rašínovo nábřeží u Palackého náměstí,
Praha 2, www.prazsketrhy.cz
営業時間: 通常は月の第2土曜日 9.00–16.00 (春-秋)
ティロヴォ広場 (Tylovo náměstí) – Praha 2, www.prazsketrhy.cz
営業時間 : 通常は月の最終土曜日 9.00–16.00 (春-秋)
ファーマーズマーケット
ファーマーズマーケットでは産地直送の新鮮な製品を販売していま
す：季節のチェコの野菜果物、ハーブ、乳製品、燻製品、パン、は
ちみつ、新鮮な魚、ワイン、色々な珍味、手工芸品等々。
冬季はいくつかのマーケットが限定品を販売するのみです。
街の中心のファーマーズマーケット会場
共和国広場 (náměstí Republiky) – Praha 1,
www.farmarsketrhyprahy1.cz
営業時間： 火-金 9.00–18.00
ナープラフカ (Náplavka) – Rašínovo nábřeží u Palackého náměstí,
Praha 2, www.farmarsketrziste.cz
営業時間 : 土 8.00–14.00
ティロヴォ広場– (Tylovo náměstí) – Praha 2, www.trhytylak.cz
営業時間 : 火・水・木・金 9.00–16.00
パラツキー広場 (Palackého náměstí) – Praha 2,
www.farmarsketrhy-praha.cz
営業時間 : 木 8.00–18.00
イジーホ・ズ・ポデェブラド広場 (náměstí Jiřího z Poděbrad) –
Praha 3, www.farmarsketrziste.cz
営業時間: 水、金 8.00–18.00, 土 8.00–14.00

Eat It – pasáž Jindřišská 5, Praha 1, www.eat-it.cz
プラハ中心にある屋内のファーマーズマーケット。国内外の名産が
並びます。
営業時間：月-金 8.00–18.00、土 8.00–13.00
グルメアーケード・ドロウハー (Gurmet pasáž) – Dlouhá 39,
Praha 1, www.gurmetpasazdlouha.eu
新鮮な国内外の食品が豊富に並び、食通の舌も満足させます。
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モルダウ川クルーズ
Pražská paroplavební společnost – www.paroplavba.cz
観光クルーズ。出航場所：Palackého橋とJiráskův橋の間のRašínovo
nábřeží通り
Evropská vodní doprava – www.evd.cz
観光クルーズ。出航場所： Dvořákovo nábřeží通りのČechův橋 下の
波止場
Pražské Benátky – www.prague-venice.cz
ボートでの歴史地区観光クルーズ

貸しボート
Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net
ボートとペダルボートのレンタル。モルダウ川での使用。
Půjčovna lodiček – Staré Město – Smetanovo nábřeží, Praha 1,
www.pujcovna-lodicek.cz
ボートとペダルボートのレンタル。モルダウ川での使用。

皆様のお越しをお待ちしています！

52

