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自転車で越える、アルプスの旅 路
ようこそ、この素晴らしい旅へ。
夢のように美しいアルプスをご堪能ください。
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ROUTE
MAP
OF ALPS CYCLING TOUR

● 旅のルート

Main Guide
アルプス越えのエキスパート

Gerhard Schubert

ジェラルド・シューベルト
アルプス越えサイクリングツアーを長年引率。
抜群のホスピタリティと状況判断で安心安全、
快適な旅をお手伝いします

START
START

走行距離 約205km 催行標高地点 1529ｍ

Dolomiti Alps

ドロミテ・アルプス
2
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GOAL

フランスからイタリア、スイス、オーストリ
ア、スロベニアなどヨーロッパ５か国を
横断するアルプス山脈。その南側の分嶺
でイタリアの北東部に位置するのがドロ
ミテ山塊（ドロミテ・アルプス）です。この
独特の灰色の岩肌は地形・地層学的に貴
重なものとして2009年に世界遺産に登
録されています。宝石のように点在する
湖や、山々と共に暮らす小さな村も必見。
険しく雄々しい山々を眺めながらサイクリ
ングで大自然を体全身で感じる旅へ出か
けましょう。

E-BIKE
E-BIKE 電動アシスト付き自転車
「SHIMANO STEPS」搭載。スムーズなアシストによりストレス
フリーで快適なライディング。どなたでも楽々アルプス越えが
可能。防水バックにはお手回り品の小物を積載できます。
身長・体重に合わせて自転車のフィッティングを行います。専用
シューズ不要＆カジュアルな服装でお気軽にご参加ください。

SHIMANO のギア

基本プラン 5泊7日の旅 ＜走行距離 約 205km＞
Day1 ミュンヘン空港（ドイツ）送迎車で移動
インスブルック（オーストリア）宿泊
Day2 サイクリング1日目：約70キロ走行
リオ・ディ・プステリーア（イタリア）宿泊
Day3 サイクリング2日目：約70キロ走行
ドッビアーゴ（イタリア）
宿泊

Day4 サイクリング3日目：約65キロ
ピエーヴェ・ディ・カドーレ宿泊
Day5 送迎車でベネチアへ移動
ベネチア（イタリア）
宿泊
Day6 観光後 マルコポーロ空港
機内泊→帰国

BOSCH のサイクル
コンピューター

〈延泊アレンジ等可能〉一部屋二名様ツインルームのご利用を想定。ルームカテゴリーのグレード等ご変更希望があれば承ります。
※画像はイメージです
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NATURE

自然

アルプスから吹くさわやかな風に誘われて

ドロミテを象徴する独特の灰色
の 岩 肌 は 、構 成 す る ド ロ マ イ ト
（苦灰石）の成分によるもので、雨
風の自然による浸食作用により
現在の形に出来上がりました。ド
ロミテの宝石、真珠、などと評さ
れる美しい湖も点在しており、険
しいドロマイトの山肌と神秘的

絶景パノラマが満喫できるクロンプラッツでは
2275ｍの山頂までゴンドラで空中散歩。山頂で
はランチやカフェも楽しめます。

な湖水のコントラストを眺めな
がら風を切る爽快感は格別です。

景勝地が続くコルティナ・ダンペッツォからボ
ルツァーノの区間は、ドロミテ街道とよばれて
い ま す 。始 点 と な る コ ル テ ィ ナ・ダ ン ペ ッ ツ ォ

肥沃な山麓は緑が多いことも特徴の
ひ と つ で 、7 月 上 旬 ご ろ か ら 様 々 な 高
山植物が見ごろを迎えます。山脈地帯

は、スイスやオーストリアの山岳リゾートを思
わせる可愛らしい町並みが印象的です。建物と
建物の間からはドロミテの山々も見えます。

全体では9,000平方kmで、その広さは
富士山の10倍にもなります。
自転車で走っていくと、少しずつ奇岩
の形が変わっていきます。同じ山とは
思えない様々な表情をみせてくれる
のがドロミテの山の醍醐味です。

オプショナルツアーではパラグライダー
を使って山脈を空から楽しむこともでき
ます。山脈は3,000m級の山々が30以上も
連なっており、山に囲まれながら飛んでい
る感覚を味わえます。
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コルティナ・ダンペッツォの北部では、ト
レ・チーメと呼ばれる特徴的な尖峰が見
えてきます。尖峰はドロミテの各地で見
られますが、この場所では尖峰が三つ並
んでおり、正式名称は、トレ・チメ・ディ・
ラヴァレード(三姉妹峰)となります。

NATURE
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HISTORY

歴史

ドッビアーゴ

自然と文化が融合するアルプスの街々の魅力

背後に迫力あるドロミテ渓谷の岩山が迫る風光
明媚な町です。長閑なセスト谷や岩山が大迫力の
トレ・チーメ、どっしりと屏風のようにソラピス
の岩山が控えるミズリーナ湖などへの観光の起
点ともなっており、バルコニーや入り口周辺が色
とりどりのお花で飾られ、歩くことが楽しくなる
町並みが広がります。

インスブルック
サイクリングスタート地点。ドイツとイタリア
を結ぶ宿場町、交易の中継都市として古くから
栄えた街には歴史的にも貴重なものが多く、中
世を偲ばせる多くのゴシック様式やイタリアの
影響を受けたルネッサンス様式の観光名所を楽
しむことができます。

ピエーヴェ・ディ・カドーレ
巨匠ジョルジョーネの正統な後継者といわれたのちにヴェネチアの公式
画家となり、名実ともにヴェネツィア派のトップに上り詰めた、ティツィ
アーノ・ヴェチェッリオが生まれた地としても知られるピエーヴェ・ディ・
カドーレがサイクリングのゴール地点となります。

ドーディッチの塔
国境すぐ近く、中世の頃より
交易や鉱山により栄えた 街
ヴ ィ ピ テ ー ノ 。シ ン ボ ル の
ドーディッチの塔は大き な
時計が目を引きます。

サン・ロレンツォ教会
紀元前５００年頃にはケル
ト人が住み、道具類、宝石、墳
墓跡などが見つかっている
古都ザンクト・ロレンツェン
は古城跡など悠久の時を感
じながら。ローマ時代から続
くメディチ家のお膝元のこ
の教会ではその莫大な財産
を使った遺産を今でも見る
ことができます。
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ヴェネツィア
旅の締めくくりは、5世紀にアドリア海の干潟
（ラグーナ）に築かれ、船での交易を通して世界
有数の貿易都市として発達していく歴史をも
つ水の都ヴェネツィア。街全体と潟が世界遺産
に登録されています。車は街の入口までしか入
れず、街中の移動手段は船か徒歩だけで、迷路
のような小道や運河が情緒をいっそうかもし
だしています。

HISTORY
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SOUVENIR

お土産

アルプスで生まれたハズさない逸品たち
Manner/マンナー
ウィーン旧市街にそびえるシュテファン寺院近くに1890年か
ら店舗を構える。ヘーゼルナッツのクリームをたっぷりはさん
だ甘〜いウエハースが看板商品。

SPECK/
アルト・アディジェ・シュペックI.G.P
オーストリアに国境を接する北イタリアのトレン
ティーノ・アルト・アディジェ地方を発祥とする、日
本では中々お目に掛かれない珍しい燻製生ハム。

SALZ/
ザルツブルグ
ハルシュタットの塩

M ozar tkugeln/
モーツァルト・クーゲル
ザルツブルクの菓子職人パウル・フュ
ルストが1890年に創作したチョコレー
ト菓子。同地出身の作曲家モーツァルトに
ちなんで名付けられた、チョコレート菓子。

Loacker/ローカー
アルプスの美しさこそローカー
クオリティーの原点。清冽な水と
澄んだ空気。チロル地方の自然の
恵みが、高品質で繊細な味わいの
ウエハースを生み出しています。

dʼarbo/ダルボ社のジャム
チロル地方で1879年創業。お土産として喜
ばれているのが保存料、人工着色料は一切不
使用で素材の味をそのまま楽しめるジャム。
スーパーやお土産屋さんでも購入できます。
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Tiroler Bier/チローラビア
アルト・アディジェ地方など、チロ
ルで作られる地ビールは現地では
ドラフト（生）、お土産ではボトル
詰めで楽しめる。
中世の街並みと街の名前がデザイ
ンされた「ご当地ビールジョッキ」
も各地で売られています。

Julius Meinl/
ユリウス・マインル
コーヒー豆
世界で初めて焙煎コーヒー
を販売した、ユリウス・マイ
ンル。カフェ文化の発祥の
オーストリアで作られた元
祖焙煎コーヒー。

PIAVE VECCHIO ORO/
ピアーヴェ・ヴェッキオ・オーロ
ドロミテ山塊地帯の山に囲まれた美
しいベッルーノ県で生産され、ワー
ルドチーズアワード、オリンピック
などで数々の賞を受賞している12
か月以上の熟成を経たチーズ。

塩で栄えたザルツブルクと世界遺産
の町であるハルシュタットの特産品
はミネラルたっぷりの岩塩。食用フ
レーバーソルトからバスソルトまで
様々な種類があり選ぶのも楽しい。

BRIMI/ブリミ
1978年の設立から一貫し
てアルト・アディジェ州ド
ロミテ山脈の高山牛乳を
使用したチーズを生産し
ています。オススメはモッ
ツァレラ。

KATROFFEL HANDBALSAM/
じゃがいものハンドクリーム
Pupa/プーパ
1975年に創業したコスメブラン
ドで、イタリアでは知らない人は
いないほど有名。可愛すぎる！こ
のビジュアルはもうPUPAしかな
い！と話題だが、日本未進出。

オーストリアのオーガニック
コスメ。この地域の伝統に基づ
きじゃがいものエキスやレモ
ンなどをベースに作られたハ
ンドクリームは荒た肌をなめ
らかに整えてくれる優れもの。

SOUVENIR
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