
Lac d’Annecy -  Arav is  -  France

アヌシー湖ーアラヴィ⼭脈

フレンチアルプスに嵌め込まれたエメラルド

アヌシ ー - オート・サボワ



パリから：オルリー空港 (ORY) +33 149 75 15 15 
シャルル・ド・ゴール空港 (CDG) : +33 148 62 12 12
パリの空港のホームページ：www.aeroportsdeparis.fr

ジュネーヴから：ジュネーブ国際空港
アヌシー まで約40km - ホームページ : www.gva.ch
スイス領: +41 22 717 71 11 （情報案内）
フランス領: +41 22 798 2000 （ローヌ・アルプ観光局）
ホームページ : www.accueil-france.org
(ジュネーブ・アヌシー間は⾼速道路を使えば、⾞で約30分)
リヨンから：サンテグジュペリ空港アヌシーまで125Km：
0826 800 826  -  ホームページ：www.lyonaeroports.com

（⾼速道路を利⽤して、⾞で約１時間半、Annecy Centre か
Annecy Nordインター出⼝）。
パリからアヌシーへは
⾶⾏機で アヌシー・メテ空港 アヌシーまで約6km
連絡先：: +33 450 27 30 06
ホームページ：www.annecy.aeroport.fr

リヨン サン－テグジュペリ空港から :
Satobus で約2時間。1⽇に4から6便運⾏。
お問合せ、予約はCrolard : +33 450 51 08 51 - www.altibus.com

ジュネーヴ国際空港から :
－T 72番のバスは空港からアヌシー市内への直通便。約1時間か
ら2時間（時間帯により）1⽇5便運⾏。

－10番のバスはジュネーブ市内のバスターミナル⾏き。（6分
間隔に発⾞）市内のバスターミナルでジュネーヴ・アヌシー
線に乗り換え。所要時間 1時間15分 1⽇に6便運⾏。
フロサー⻑距離バス案内：+33 450 45 73 90
ホームページ：www.frossard.eu
メールでのお問合せ：frossard@veolia-transport.fr

タクシー：アヌシータクシー（駅または空港）
33 450 450 567 - www.annecy-taxi.net

レンタカー：
Europcar 0825 358 358 ホームページ：www.europcar.fr
Hertz +33 450 51 19 89 ホームページ：www.hertz.fr
Avis 0820 05 05 05 ホームページ：www.avis.fr

⻑距離バス：
Voyages Crolardクロラー旅⾏会社 +33 450 51 08 51
ホームページ：www.voyages-crolard.com
メールでのお問合せ：voyages.crolard@wanadoo.fr
アヌシーからアラビィ⼭脈へは1⽇に5から7便、約1時間弱の道
程。アヌシー湖周辺の町へは、1⽇に5から7便。
貸し⾃転⾞：アヌシー市内、アヌシー湖周辺に多数の貸し⾃転
⾞があります。
運転⼿付のレンタカー：観光局にリストがあります。
ホームページ：www.alpes-transfert.com – www.france-sejours.net
+33 686 376 120

パリ 550 km トリノ 240 km
マルセイユ 425 km ミラノ 350 km
リヨン 140 km シャモニー 105 km
ジュネーヴ 47 km

TGV パリのリヨン駅からアヌシー駅まで直通。
所要時間 約3時間40分から4時間 1⽇ 5〜7本
リヨン サン－テグジュペリ空港からアヌシー駅ま
では、約2時間。1⽇に2便運⾏。
SNCF（国鉄）の予約受付：3635
ホームページ： www.voyages-sncf.com

アヌシー湖, アラヴィ⼭脈へ
ようこそ！
アヌシーはどこにあるの？

空港からの⻑距離バス

アヌシーから主要都市までの距離

アヌシーでの移動⼿段

アヌシーへのアクセス
⾶⾏機で：

電⾞で：



アヌシー湖に着くと 、まず素晴らしい景⾊に⽬を奪われます。⼭々に囲まれた⻘い湖
は、季節や光によってさまざまに変化します。夏の⻘と緑、秋の⽟⾍⾊の輝き、冬の
雪化粧した⽩い⼭々...

４０年以上前から続く数々の観光保護活動により、この美しい景観が守られてきま
した。今⽇、アヌシー湖はヨーロッパで⼀番透明度の⾼い湖として知られています。
⽔質を守るための数々の功績は、早くから国際的に認められてきました。
1972年よりヨーロッパ⾃然保護賞
1 9 8 3年には、国連よりヨーロッパの⾃然環境プロジェクトの記念メダルを
授与されました。

湖の基礎知識：
夏の湖⽔温：20 °C 〜24 °C（多くの岸辺で６⽉から９⽉まで、湖⽔浴が楽しめます）。
海抜：447 m
表⾯積：27平⽅km
周囲：32 km
最⾼⽔深：80 m 

どの季節にアヌシー湖に来ようか？
夏は気温は⾼いものの、⽇陰はすずしく蒸し暑さはありません。空気は乾いて、時折
清々しい⾵が吹き渡ります。
アヌシー湖ではすべての⽔上スポーツが楽しめますし、湖を船で周遊すれば、また違
った湖と⼭々の景⾊が広がります。
アヌシー湖周辺には、散歩道やさまざまなレベルのハイキングコース（初⼼者から経
験豊富な⽅まで）があり、バラエティーに富んだ景⾊（森、⽜飼いと⽜達や岩⼭、湖
等）を気軽に楽しむことができるでしょう。

ガイド付（仏・英語）の観光遊覧船・船上レストラン・クルーザーにヨット、、、好
み、⽤途に合わせてアヌシー湖をお楽しみください。

また、春から秋にかけては、ゴルフ（タロアールとジエズに18ホールのゴルフ場があ
り、道具もレンタル可能です。）・パラグライダー（モニターとのタンデムフライト
も可能）・熱気球・セスナでの観光⾶⾏と多くのスポーツも美しい景観の中、楽しむ
ことができます。

夏、冬にかかわらず、農場を訪ねるのはいかがでしょう？
動物たちと出会い、農場での⽣活やチーズ作りの⾒学・試⾷もできます。

冬は、乾燥した寒さですが晴れる⽇が多く、アヌシー近辺のスキー場ではさまざまな
雪上スポーツが楽しめます。La Clusaz ラ・クルーザ Le Grand Bornand ル・グラン・
ボルナンなどアヌシー近郊のスキー場間は、シャトルバスで約45分程で⾏き来が可能
です。スキーはもちろん、クロスカントリースキー・スノーボードも楽しめます。
その他にも、スノーシューでの雪⼭散策、そり遊び、⽝ぞりなど、スキー場の⼈たち
の温かいおもてなしがお待ちしています！

アヌシー湖とアラヴィ⼭脈を観光しよう！



宿泊施設：
様々なスタイルの宿泊施設があります。
宿泊施設のリストはアヌシーの観光案局にご⽤意しておりますので、お気軽にお尋ね
ください。
―ホテル・レストラン、キャンプ場、旅⾏者の為の家具付きアパート
―ペンション
―貸し別荘
―ユースホテル、短期貸しアパート
アヌシー湖周辺、星付きホテル。
（ホテルのリストはこちらから：www.lac-annecy.com）
⼀泊の参考料⾦ :

1つ星ホテル 40〜60 €
2〜3つ星ホテル 60〜150 €
4〜5つ星ホテル 180 €〜

グルメ
サボワ地⽅の郷⼟料理：
溶かしたチーズを使った料理は、他の地⽅には⾒られない独特の料理技法です。
―サボワ⾵チーズ・フォンデュ：３種類のサボワ地⽅のチーズを⽩ワインと共に⽕に
かけ、⼩さく切ったパンに溶けたチーズを絡めて⾷べる。

―ラクレット：暖炉の⽕、またはラクレット専⽤器具を使⽤し、溶かしたチーズ
を蒸したジャガイモやサボワ地⽅の⽣ハムやサラミなどと⼀緒に⾷べる。

―タルティフレット：ルブロション（A.O.C）、ジャガイモ、⽟葱、ベーコンのグラタ
ン。

夏をアルプスの⼭で過ごした動物の乳で作った、フレンチアルプズ⾃慢のチーズ（シ
ェーブル、ルブロション、トム、、）もぜひお試しを。
また、アヌシー湖で獲れた淡⽔⿂を使った⿂料理（こくち・いわな・ます等）もお勧
めです。
フランス料理 :
アヌシー湖の周りには伝統的なフランス料理から、ヌーベル・キュイジーヌまで、ミ
シェランのガイドで星の付いた《シェフ》が５⼈おり、彼らのレストランではフラン
ス料理の醍醐味でもある、デザート（季節のフルーツやチョコレートで作っ
た、ケーキ）をお楽しみください。
また⾷後には、プチ・ガトー付きのエスプレッソコーヒーをお忘れなく。
アヌシーには、2005年の世界⼀パティシェコンクールで優勝した、リゴロ⽒の世界
⼀のスイーツが味わえるサロン・ド・テ（喫茶店）もあります。

サボワ地⽅のワイン :
起伏に富んだ地形を利⽤して作られたサボワ地⽅のワインは、郷⼟料理のお供に最適
です。

世界の料理：
アジア料理：⽇本料理を初め、中華、ベトナム料理も楽しめます。
その他の料理：モロッコ料理（クスクス・タジン）、インド、メキシコ、リビア、ギ
リシャ料理など。

ショッピング
アヌシーにはフランスの⾼級ブランド、⾹⽔に限らず、プレタポルテ（ユーゴ・ボス、
ラコステ等,）、ブランドバック、⾼級時計、アクセサリー、万年筆（モンブラン）な
どを扱うお店があります。アヌシーの町を散策しながらブティックを覗いたり、⽼舗
デパート Les Galeries  Lafayette ギャラリー・ラファイエットや最新のショッピン
グセンター Courier クリエを訪れるのも良いでしょう。

また、お⼟産に良いサボワ地⽅の伝統⼯芸品を扱うお店もたくさんあります。サボワ
の陶器、Paccardパキャーの鐘、（フランスに残る⼆つの鋳物⼯場の⼀つ。）そしてチ
ョコレートはいかがでしょうか。チョコレートのお店では、アヌシーのお⼟産として
有名な、湖に群⽣する葦の穂の形をしたチョコレートles Roseaux du Lac ロゾウ・
デュ・ラックを⾒つけることができるでしょう。

旧市街では毎週、⽕曜、⾦曜、⽇曜⽇には朝市が⽴ちます。また、アヌシー湖周辺の
⼩さな村や⼭奥の村でも朝市が⽴ち、野菜やチーズ、ソーセージ等の⽣産者⾃⾝と直
に触れ合うことができます。また、アンティーク好きの⽅は、⽉に⼀回最終⼟曜⽇に
旧市街で開催される蚤の市をお忘れなく。

グルメ・ショッピング・宿泊施設



アヌシーは、スイスの美しい景⾊、イタリアの荘厳な建築、フレンチな雰囲気を併せ
持つフランスでも唯⼀の町で、フランス⼈の最も住んでみたい町でもあります。
ロマンチックな雰囲気を味わう事ができる、アヌシーの旧市街（歩⾏者専⽤道路）：
その独特な建築様式、多くの路地、花で飾られた運河（アヌシーはフランスの中でも
トップクラスの花の咲き誇る街でもあります。）、⽯畳の道を囲むアーケード、運河を
結ぶたくさんの橋（愛の橋など...）、歩いてすぐの湖の岸辺、そして中世の趣を残す
お城・美術館に、中世に建てられたパレ・デ・リル、15世紀より建てられた数々の教
会など、訪れたい場所に事⽋きません。
アヌシー湖はさまざまな娯楽の宝庫：インペリアル・ホテル内のカジノでは、
ブラックジャック、ルーレットを始め140種類ものスロットマシーン、その他にプー
ル、ボーリング場、ミニゴルフなど、⼀年を通じて楽しめます。
年間を通じて多くのイベント開催：カーニバル、⾳楽祭、花⽕⼤会、国際アニメーシ
ョンフェスティバル、クラッシック⾳楽祭、⽔上コンサート、サボワ地⽅の伝統的な
お祭りなど。
アヌシー湖周辺のお城：おとぎ話に出てきそうな Le Château de Menthonモントン城、
膨⼤なコレクションと中世の⾼い塔がある Le Château de Montrottierモントルチエ城。
美術館や⾃然公園：Ecomusée du costume Savoyard サヴォワ地⽅の⾐装博物館。
Cascade de Seythenex セテネックスの滝や les Gorges du Fierフィエールの渓⾕
を始めとし、湖の周りには多くの⾃然保護地区があります。

アヌシー市内地図
1：観光案内所
2：アヌシー駅
3：市役所とヨーロッパ公園
4：パレ・ド・リル
5：アヌシー城
6：船着き場
7：愛の橋
8：郵便局
9：ショッピングセンター

観光名所と⽂化遺産
〜アヌシーはフレンチアルプスの⼩さなベニス〜



アヌシー湖周辺おすすめ観光プラン

⼆⽇⽬：Aravis(アラヴィ)⼭脈、ルブロションの原産
地をたずねて。

私たちの地⽅の豊かな⽂化や⾃然を満喫して頂くための、いくつかのアイデアをご紹
介します。
お勧め：アヌシー観光局公認の⽇本⼈観光ガイドがアヌシーとアヌシー周辺の旅をサ
ポートいたします。お気軽に観光局までお問合せください。

⼀⽇⽬：アヌ
シー湖の景⾊
と、アヌシー
の⽂化遺産を
訪れる旅。
アヌシーの旧市街を
散策。様々な⾊で鮮
やかに彩られた建物
とアーケード、街の
中を張り巡らされた
運河などを⾒なが
ら、12世紀に建てら
れた街を⾒下ろすアヌ

シー城（歴史建造物指定）やフランス国内でも指折りの記念写真のスポットであるパ
レ・ド・リル（旧牢獄）を訪れましょう。
そして、湖沿岸の町を１時間程の観光遊覧船で巡ります。Sevrier セブリエ Saint Jorioz
サン・ジョリオ、Duingt ドゥアンの町と Duingt ドゥアン城。 Talloiresタロアールに
は、とても美しい⼊り江やウィンストン・チャーチルやポール・セザンヌ、ジャン・レ
ノが滞在したホテルや⽼舗の⾼級レストランがあります。
レストランでサボワ料理に⾆⿎を打った後は、町ごとに違う⾵景を楽しんだり、地⽅
の⼯芸品を扱うお店を覘くのも良いでしょう。また、これらの町にある美術館では地
⽅の⾵習や特産品を展⽰しています。Musée de la Cloche 鐘の美術館、Ecomusée du
lac サヴォア地⽅のコスチューム博物館など...

また、タロアールの町（美しい景⾊と名⾼いレストランで有名）に寄り、フォークラ
峠に登れば、アヌシー湖と湖周辺の⼭々、アラヴィ⼭脈が⼀望できる素晴らしい景観
をパラグライダーを楽しむ⼈達と分かち合えるでしょう。

アヌシーを出発し、ブルフィ峠を通ってトーヌ市に向かえば、美しい湖の景⾊を眺める
ことができます。また、道中ではディズニーがシンデレラ城のモデルとしたと⾔われる
le Château de Menthon  モントン城を訪れることもできます。

トーヌ市にはルブロション協同組合があり、チーズ作りの実演や試⾷もできます。⽊の
博物館では19世紀に作られた油圧式ののこぎりが展⽰され、トーヌ地⽅博物館ではト
ーヌ市の歴史が学べます。



昼⾷はトーヌ市内で済ますのも良いですが、アラヴィ⼭脈のスキー場のある村(Le
Grand Bornand ル・グラン・ボルナン、La Clusaz ラ・クルーザ⼜は Manigod マニゴ、
約 20 分)に寄って、当時の⼭⼩屋の農場で、ルブロションの製造⾒学や地⽅のカーブ
を訪れてみてはいかがでしょう。（約1時間）。

最後地点のアラヴィ峠では、素晴らしいモン・ブランの眺めや、⽺や⽜飼いを眺めな
らのハイキングが楽しめます。
アヌシーへの帰路は、来た道を戻るのも良いですが、まるで絵画のように美しい景⾊
を眺めながらアルリイ渓⾕を下るのも良いかもしれません。（道はかなり狭く、急カ
ーブが多いですが ... ）

三⽇⽬：Chamonix シャモニーとMont Blanc
モン・ブランを堪能。

シャモニーへお⾞では、⾼速道路（直通で早い）か、荘厳な景観を堪能しながらのア
ラヴィ峠の２通りの⾏き⽅があります。
シャモニーに到着したら、ロープウエイで⾼度3842mのl’Aiguille du Midiエギュイーユ・
ドュ・ミディに登り、モン・ブランの素晴らしいパノラマ、フランス・スイス・イタリ
アの4000m級の⼭々を堪能することも出来ますし、Montenversモンタンヴェール駅か
ら登⼭電⾞に乗り、⼤氷河を渡って氷の洞窟を観光するのも良いでし
ょう。
午後はシャモニーの町を散策。Le Musée Alpin ⼭岳博物館を⾒学し、そのままPassy
パシーの町まで⾜を延ばし、アヌシーで⼣⾷を取る前に、アンリ・マティスやジョル
ジュ・ブラックの絵画によって飾られた教会に訪れてはいかがでしょうか。

これらは、アヌシーを起点にして訪れることの出来るいくつかの観光プランです。
この他にも滞在期間、⽬的に合わせて、さまざまなプランが可能です。
すべてを観光する為に ...

－レンタカー：50 € 〜 / ⽇
アヌシー湖沿岸の町々、アラヴィ⼭脈へはCrolard旅⾏会社で ...

－アヌシー湖沿岸の町々：約5 € 〜 (⽚道)
－アラヴィ⼭脈： 約10 € (⽚道) 約16 € (往復)－運転⼿付のレンタカーサービス
もご利⽤になれます。



すべての情報は、ホームページでご覧頂けます。
アヌシー観光局ホームページ：www.lac-annecy.com
アラヴィ⼭脈ホームページ：www.aravis.com
アヌシー、アラヴィ⼭脈ホームページ：www.annecyaravis.com

連絡先：
アヌシー観光局 ANNECY TOURISME  
住所 : 1 rue Jean Jaurès F-74000 ANNECY
電話番号：+33 450 45 00 33
ファックス：+33 450 51 87 20

メールでのお問合せ：
Lac d’Annecy アヌシー観光局：info@annecytourisme.com
Aravis アラヴィ⼭脈：infos@aravis.com
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