ハルシュタットの見どころ
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プライバシー尊重のため公共の建物
以外への立入りはご遠慮ください。

リゾート保養地・ダッハシュタイン～ザルツカンマーグート／インナー・ザルツカンマーグート観光協会

Kirchengasse 4 • 4822 Bad Goisern am Hallstättersee • TEL: +43 5 95095 • info@dachstein-salzkammergut.at
www.dachstein-salzkammergut.at

ゴミをポイ捨てしないでください。
特に湖には投げ入れないでください！

ドローン飛行は自治体の許可が
ない限り認められていません。
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ダッハシュタインスポーツ・ヤヌ Janu
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考古学的発掘物
発見物は先史時代から近代まで、様々な歴史上の時期に由来
しています。店舗の地下にある発掘物は無料で見学して頂
けます。
旋盤細工工場・ヤヌ (Janu)
マルクト広場から50メートル先に、ヨハネス・ヤヌ
(Johannes Janu) の旋盤細工工場があります。

Tel: +43 (0) 6134 / 8298
www.dachsteinsport.at

Tel: +43 (0) 6134 / 8279

噴水式水飲み場
旋盤細工工場のすぐ角に噴水式水飲み場があります。

ハルシュタットの納骨堂は紀元後12世紀から存在していま
す。この納骨堂には1200個の頭蓋骨が納められています。そ
のうち610個にはペイントがなされ、家族ごとに分類され、死
亡日が分かるようになっています。

ハルシュタット・カルヴァリエンベルク (Kalvarienberg) 教会
は、18世紀の終わりに後期バロック様式で建設されました。
十字架の道は教会へとつながり、様々な小さいチャペルやポ
イントにキリストの受難の道が記されています。カルヴァリ
エンベルク教会は多くの場合丘の上にあります。
ハルシュタットのカルヴァリエン山は町の端、オーバートラ
ウン方向の国道の上方にあります。この山は十字架の道の5番
目のポイントで、ラーンシュトラーセ (Lahnstraße) が始点と
なっています。

旋盤による工芸品が製造されるこの作業場では、カサマツの
木の香りに引き寄せられ、保養地ダッハシュタイン・ザルツ
カンマ‐グートの自家製の蒸留酒を試しながらつい時間を忘れ
て長居してしまいます。

納骨堂 (Beinhaus)
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カルヴァリエンベルク教会
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ハルシュタット・カトリック教区教会
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ハルシュタット・カトリック教会は、ローマ要塞の跡に建設
されました。12世紀の迫力ある塔からは今日でもその証を見
ることができます。1311年、ハルシュタットはその占有権を
獲得し、1320年に拡大され、2つめのローマ教会として奉献
されました。

墓地の敷地が非常に小さいため、常に場所が不足していまし
た。そのため、墓は埋葬後、大抵の場合10～15年で再び開け
られ、骨を取り出していました。頭蓋骨は洗浄し、漂白して
からペイントが施されています。最も新しい頭蓋骨は1995年
に納骨堂に納められました。

Tel: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

今日では火葬が非常に増えたため、骨を墓から取り出す必要
性はなくなりました。

プロテスタント・キリスト教会
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1939年以降、教区、信者および訪問者の管理下に置かれてい
ます。教会内部は、左に新ゴシック様式の十字架祭壇、右に
壮麗な後期ゴシック様式の翼付祭壇となっています。

16世紀、マーティン・ルターの宗教改革の教えがインナー・
ザルツカンマーグートでは広範囲に強く広まっていました。
反改革の後、1781年に、皇帝ヨーゼフ2世が「宗教寛容令」
を出し、プロテスタントに彼らの宗教の信仰の自由を認め
ました。

Tel: +43 (0) 6134 / 8279
www.kath.hallstatt.net/gr-gott/

岩塩抗 (Salzwelten)
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7000年に渡る製塩の歴史をたどる旅が、ハルシュタット岩塩
抗 (Salzwelten Hallstatt) でお楽しみいただけます。ケーブルカ
ーでハルシュタット・ホッホタール (Hallstätter Hochtal) まで
移動します。山頂には世界遺産を一望できる展望デッキがあ
り、塩生地や周囲を囲む壮大な山々の眺望が満喫できます。
岩塩抗へとつながるテーマ道にある墓地では、考古学と製塩
の歴史をかいまみることができます。岩塩抗は4月から11月
まで見学できます。ケーブルカーは3月から12月まで運行し
ています。

ハルシュタット・プロテスタント教会は、1785年10月30日、
祈りの場として建設されました。皇帝フランツ・ヨーゼフ1世
の発令後、すべてのプロテスタントに完全居住権、教会にお
ける平等権が、政治生命において保証されました。1863年10
月、5年間の建築期間を経て、新しい教会が完成しました。

Tel: +43 (0) 6134 / 8254
www.evangelisch-hallstatt-obertraun.at

Tel: +43 (0) 6132 / 200-2400
www.salzwelten.at

ハルシュタット湖の船交通
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ハルシュタットは蒸気船が導入されるまで水路でのみたどり
着くことができました。塩はハルシュタットから、いわゆる
「ザルツムッツェ」と呼ばれる船で、トラウン川を下って運
ばれていました。

Tel: +43 (0) 6134 / 8228
office@hallstattschifffahrt.at
www.hallstattschiffahrt.at

ハイキングコースがハルシュタットのP2から直接、絵のよう
に美しいハルシュタット・エヒャーンタール (Echerntal) へと
つながっています。ハイキング道はヴァルトバッハ
(Waldbach) に沿って続き、ジモニー記念碑を通過します。
この記念碑はダッハシュタインの研究者、フリードリッヒ・
ジモニー (Friedrich Simony) 博士の栄誉をたたえて建造されま
した。シュライヤーの滝 (Schleierfall) へのハイキングコース
には、「氷河園 (Gletschergarten) 」もあります。ここでは氷
河期に流出した岩石層を見ることができます。エヒャーンタ
ールの最後に50メートルの高さのシュライヤーの滝がその姿
を現します。

1880年、ハルシュタットからオーバートラウンまでの列車
が通り、伝統的な塩輸送船は消えることとなりました。1862
年、ハルシュタットでも旅客輸送が始まりました。
船上では、湖からの美しい景色を楽しむことができます。船
は毎日鉄道駅まで運航しています。遊覧船は夏期限定です。
団体は事前にお申し込みください。

Tourismusbüro Hallstatt
Tel: +43 5 95095-30

歴史的なマルクト広場
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ヴァルトバッハシュトゥループの滝
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マルクト広場施設の歴史は14世紀に遡ります。マルクト広場
の右手には個人宅のみが並んでいます。マルクト広場の左手
にある家々はすべてハルシュタット自治体の所有です。

世界遺産博物館 (Welterbe
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広場の中心にあるトリニティ碑は、18世紀にハルシュタット
出身の製塩職人の夫婦により寄贈されました。トリニティ碑
はペスト碑とも呼ばれ、ペスト時代を思い起こす記念碑、あ
るいは、ペストの流行が過ぎたことに対する感謝の象徴とし
て寄贈された

Tourismusbüro Hallstatt
Tel: +43 5 95095-30

開館時間：11月～3月：
水曜～日曜 11時～15時
4月：月曜～日曜 10時～16時
5月～9月：月曜～日曜 10時～18時
10月：10時～16時

Tel: +43 (0) 6134 / 8280-15

世界遺産ツアー

オーディオガイド

世界遺産の町ハルシュタットで、心躍る発見の旅をお楽しみ
ください。町を熟知するガイドが、狭い路地や隠れた名所に
皆様をご案内し、わくわくするような物語をお教えします。

ハルシュタットの刺激的な歴史をご自身で体験されました
か？オーディオガイドをぜひご利用ください。世界遺産の町
の色々なポイントで、ハルシュタット市民、歴史家、船長、
考古学者など、多くの人が語るハルシュタットに関する知識
を聞くことができます。オーディオガイドはハルシュタット
観光案内所で直接貸出しています。
利用可能言語はドイツ語および英語です。その他興味深い情
報を観光協会のホームページからご覧いただけます

ツアー開催：夏期、月曜と土曜、時。集合場所：ハルシュタ
ット観光案内所。保養地ダッハシュタイン・ザルツカンマー
グートのゲストカードをお持ちの方は、無料でツアーにご参
加いただけます。団体ガイドツアーは事前にお申し込みくだ
さい。皆様のご参加をお待ちしています！

Tourismusbüro Hallstatt
Tel: +43 5 95095-30

Museum)

石器時代から現代まで、世界遺産の町、ハルシュタットの歴
史を様々なポイントに沿って学びます。
体験型博物館で子どもから大人まで楽しく見学することがで
きます。

注意：月曜と土曜のガイドツアーはすべてドイツ語と英語で
行われます。

www.dachstein-salzkammergut.at

Tourismusbüro Hallstatt
Tel: +43 5 95095-30

