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ウェールズ街道
英国の中の隠れ家・絶景の宝庫
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Croeso i Gymru
ウェールズへようこそ
「高価なものは包みが小さい」という英語の諺があ
るが、
ウェールズはまさしくその言葉にふさわしい。

ブリテン島の南西に位置するウェールズは、
こじんま
りとした小さな土地に、自然環境遺産や自然保護区
に指定されている雄大な山岳地帯、壮大な海や海岸
線、緑豊かな渓谷まで、絶景ポイントが凝縮されてい
る。 また、
アーサー王の伝説に始まり、様々な神話や
伝統が息づく、魅力が溢れる国でもある。

不思議の国のアリス・機関車トーマス・天空の城ラピ
ュタの故郷でもあるこの国では、ケルトの歴史・文化
が今も息づく魅力あふれる異境な雰囲気の世界が
広がる。
641の城、6つのユネスコ世界遺産、3つの国立公
園、10の蒸気機関車、7つの国立博物館、伝統と実力
を誇る男声合唱団、自然と歴史に育まれた伝統文化
や素朴で濃厚な美食、ウェールズのその地域にしか
ないアンティークや上質なクラフト作品、そして洗練
された新しい首都カーディフなど、旅人の心とおなか
をいっぱいにしてくれるのがウェールズである。

また、
ウェールズへの旅の真の魅力の一つは、
その深
い歴史・自然・伝統文化に育まれた人々の素朴であ
たたかいお人柄だ。 第二の故郷として、旅人の心に
いつまでも刻まれる隠れ家となるだろう。

“この地で、
あなただけの
冒険旅を見つけよう”
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「絶景美食街道」
ヒースロ 空 港・ロンドンから車
(M4)または電車で、西へ約２時間
半、ヨーロッパで最も新しい首都
カーディフへたどり着く。ヴィクト
リア朝の建築と品格のある街並
みで、小さい首都でありながら伝
統や歴史と若さが溢れる見どこ
ろ満載のエリア。

カーディフの郊外へ赴くと、世界
遺産ビッグピット
（炭鉱跡地）やカ
ーフェリー城など天空の城ラピュ
タの世界、ローラアシュレイの館
のあるブレコンビーコン国立公
園など、また違った楽しみが待っ
ている。
穏やかな海風の吹く美しい絶景
海岸線をたどり西へ向かえば、シ
ーフードや手作りチーズなど、食
とアンティーク、絶景の宝庫「テン
ビー」の町など、まるで宝石箱を
開けたような旅となるだろう。
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Itinerary
南・西ウェールズ

旅のプラン

カーディフ
1日目

カーディフ城

カーディフ国立博物館・美術館
カーディフ・マーケット

プリンシパリティー・スタジアム

カーディフ・ベイ
2日目

水上バス

ウェールズ・ミレニアム・センター

マーメイド・キー
セネッド議事堂

ノルウェー教会

カーディフ湾閘門

ワイ渓谷と周辺地域
3日目

チェプストー城

ティンターン修道院

ブレナーヴォン製鉄所

ビッグピット国立石炭博物館

アバーガベニー城（美術館）

ブレコン・ビーコンズ
国立公園
4日目

ブレコン登山鉄道

イェストラドベルテの滝

ペンダリン
（蒸留酒製造所）

スウォンジーとガワー
5日目

スウォンジー・ベイ

ウォーターフロント国立博物館

マンブルズ

ガワー半島

ロッシリ・ベイ

テンビー
6日目

テンビー城

テンビー博物館・美術館

チューダー・マーチャンツ・ハウス

キャッスルビーチ、
テンビーノー
スビーチ・サウスビーチ

セント・デイヴィズ
7日目

聖デイヴィッド大聖堂

聖デイヴィッズ・ビショップ宮殿

ホワイトサンズ・ベイ

ウェールズ海岸街道
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南・西ウェールズ

Cardiff
カーディフ

カーディフ・バス| 1日パス
£3.80 | Cardiffbus.com

1日目

ヨーロッパで最も新しい首都であり、誰であっても楽しむことができるだろう。

コンパクトな街の中心部は、豊かな歴史を持ち、一年中を通して、国際的なスポーツによっても賑わう。
また、素晴らしいショッピング街、
レストランやバー、文化を楽しむことができる。
1

カーディフ城

Castle St CF10 3RD | 無休 9am-5pm | £12.50
| 029 2087 8100 | cardifcastle.com

ウェールズの著名な遺産のひとつであり、国際的
にも重要な意義を持つ。首都の中心にある美し
い公園のなかに位置しており、おとぎ話に出てく
るような塔と城壁には、2000年の歴史が隠され
ている。

4

プリンシパリティー・スタジアム

Westgate St CF10 1NS | 月–土:10am5pm | £12.50 | 0844 249 1999 |
principalitystadium.wales

ラグビーやサッカーに使用されており、特にラグ
ビーでは「ウェールズ代表の聖地」
とも言われる。
街の中心部に位置しており、開閉式屋根を持ち、
全天候対応型となっている。

2

3

カーディフ国立博物館・美術館

カーディフ・マーケット

Cathays Park CF10 3NP | 火-日:10am-5pm
| 無料 | 0300 111 2333 | museum.wales/
cardiff

St Mary St CF10 1AU | 8.30am-5.30pm 日曜
定休 | 無料 | 029 2087 1214 | visitcardiff.com

カーディフの華麗な街の中心に位置するカーデ
ィフ国立博物館・美術館は、ウェールズの芸術、
自然史、考古学、地質学、
そして展覧会の本拠地
となっている。

カーディフ・マーケットではユニークなショッピン
グを体験することができる。大きなガラス屋根の
下には、鍋やフライパン、
パンやバターから、ネジ
やボルト、魚・肉・野菜などの新鮮な食材が取り
揃えてられている。

カーディフへの行き方
ロンドン・パディントン駅またはヒースロー空港から、容易にカーディフへ移動する
ことができる。
電車または車での所要時間は約２時間半。
フライトの場合

車の場合

カーディフ空港は市内中
心から19km西に位置す
る。日本からは、KLMオラ
ンダ航空、エールフランス
航空またはカタール航空
の経由便がカーディフ空
港まで飛んでいる。

カーディフは、イングラン
ド各 方 面から、高 速 道 路
M４で簡 単にアクセス可
能だ。

バスの場合

イギリス国内の主要都市
からカーディフへは、ナシ
ョナル・エクスプレスかメ
ガバスで行き来できる。

1. カーディフ城

2. カーディフ国立博物館・美術館
3. カーディフ・マーケット

4. プリンシパリティー・スタジアム

Hotels:
1. Hilton
2. The Angel Hotel
3. Holiday Inn
4. Nos Da
5. Royal Hotel
6. Cardiff Marriott
7. Radisson Blu
8. The Big Sleep
9. Ibis
10. Premier Inn
11. Jurys Inn

250m
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2日目

Cardiff Bay
カーディフ・ベイ
（カーディフ湾）

南・西ウェールズ

カーディフ市街地→カーディフベイ
（カーディフ湾）
バス: ベイカー | 15分 | £1.80
片道電車: Queen Street駅 – Cardiff Bay駅 |5分| £2.10片道

多くのカフェやレストランが立ち並び、
カーディフでは人気の観光スポット。
個性的なモニュメントが並んでいて、

ミレニアムセンター前の
「ロアルド・ダール・プラス」
という広場では、路上パフォーマンスやフェスティバルも行われる。
1

水上バス

Castle Ground & Mermaid Quay | 無休
10am-5pm | £4 | 029 2034 5163 | aquabus.
co.uk

水上バスでカーディフ市内やカーディフベイ
（カ
ーディフ湾）の名所を巡りながら、歴史を感じるこ
とのできるユニークな体験である。

2

ウェールズ・ミレニアム・センター

Bute Pl CF10 5AL | ツアー要予約| 029 2063
6464 | wmc.org.uk

カーディフベイにあるひときわ目を引く建物。地
元の建材を使って建設され世界最大級の劇場。
ウェールズ国立歌劇場やミュージカル、ロックコ
ンサートなど様々なイベントが開催される。

4

セネッド議事堂

Cardiff Bay Link Rd CF10 4PZ | 月金:9.30am-4.30pm 土-日:10.30am-4.30pm
| 無料 | 0300 200 6565 | assembly.wales

ウェールズの国民議会がおかれているセネッド
は、ウェールズの民主化と権利獲得の基軸とな
った地である。斬新でモダンな建築物としても有
名。

3

マーメイド・キー

Mermaid Quay CF10 5BZ | 02920 480 077 |
mermaidquay.co.uk

カーディフベイ
（カーディフ湾）を見下ろすマーメ
イドキーは、シックでコスモポリタンな雰囲気。
カ
ーディフ市民が訪れる場所としても人気。多くの
カフェやレストランが立ち並び、様々なイベント
も行われる。

5

ノルウェー教会

Harbour
Dr
CF10
4PA
|
無休
10.30am-4pm | 無料| 029 20877959 |
norwegianchurchcardiff.com

1868年に創立されたこの教会は、当初はビュー
ト・イースト・ドックとビュート・ウエスト・ドックの
間に位置していた。現在はインナー・ハーバーを
見下ろす場所にある。
定期的なイベントのための
芸術施設として用いられており、
カーディフ・ベイ
を眺めて景色を楽しむのにも最適である。

6

カーディフ湾閘門

Cardiff Bay Barrage CF64 1TT | visitcardiff.
com

美しい堤防や子供の遊び場などがあり、閘門か
らは街、カーディフ・ベイ
（カーディフ湾）、
ブリス
トル海峡の景色を楽しむことができる。
この水閘
門は土木工学に関する賞を受賞しており、今日
私たちが知っているような淡水湾はここから生ま
れた。

1. 水上バス

2. ウェールズミレニアムセンター

3. マーメイド・キー
4. セネッド議事堂

5. ノルウェー教会

6. カーディフ湾閘門
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南・西ウェールズ

Wye Valley and surrounding
ワイ渓谷と周辺地域

カーディフ→チェプストー
車: M4高速道路経由|40分
電車: Arriva Trains Wales|38分| £10.10 片道

3日目

信じられないような美しい自然、野生動物、文化遺産、国立街道、
フェスティバル、

すてきな市場町が集まる地域。
四季折々の楽しみ方ができる場所。
1

2

チェプストー城

1 Bridge St NP16 5EY | 無休 10am-4pm |
£6.50 | 01291 624065 | Cadw

ヨーロッパでもっとも古い誇り高き城門をそな
えたチェプストー城は、800年の歴史を抱えてい
る。
1962年まで、城門は表玄関に吊り下げられて
いたが、いまは展示スペースで安全に保存され
いる。

ティンターン修道院

Tintern NP16 6SE
| 月-土:10am-4pm
日:11am-4pm | £6.50 | 01292 689251 |
Cadw

昔の姿をそのまま現在まで残している、中世のシ
トー修道会の傑作。修道院とその周囲のワイ渓
谷の美しさは、何世紀もの間、詩人や芸術家にイ
ンスピレーションを与えてきた。

4

Blaenavon NP4 9XP | 無休 9.30am-4.30pm |
無料 | 0300 111 2333 | museum.wales/
bigpit

石炭産業と当時の社会を記念して作られた臨場
感あふれる博物館。
炭鉱の古い施設をまわり、地
下90mにある坑道を、本物の元鉱夫の案内でま
わるツアー体験ができる。

Castle St NP7 5EE | 無休 11am-4pm | 無
料 | 01873854282 | abergavennymuseum.
co.uk

夏にはピクニックを、冬には散策を楽しむことが
できるノルマン建築の城跡にある美術館。
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3. ブレナーヴォン製鉄所
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Newport

2. ティンターン修道院
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ENGLAND
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ウェールズへの玄関口であるチェプス
トーは、
ウェールズの全海岸線沿いを
徒歩で巡ることができるルートの出発
点である。
このウェールズ・コースト・パ
スと呼ばれるルートは、
チェプストーか
ら北ウェールズのクイーンズフェリー
まで、約870マイルにも及んでいる。

Monmouth

WA L E S

M4

かつて世界最大の製鉄所のひとつであったブレ
ナヴォン製鉄所は、UNESCOの世界遺産にも登
録されている。荒廃した小屋や製鉄所からは、か
つての労働者の暮らしを鮮明にうかがうことが
できる。

アバーガベニー城（美術館）

65

Merthyr
Tydfil

North St NP4 9RN | 木-土:10am-4pm 日-水:
定休 | 無料 | 01495 792615 | Cadw

Abergavenny
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ブレナーヴォン製鉄所
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ビッグピット国立石炭博物館

A40
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4. ビッグピット国立石炭博物館

5. アバーガベニー城（美術館）

4日目

南・西ウェールズ

Brecon
ブレコン・ビーコンズ国立公園

アバガベニー→ブレコン
車: 国道A465経由 | 35分
バス: ステージコーチ 43番 | 1時間 | £3.60片道

3つの山脈の真ん中に位置する美しい市場町ブレコンは、山や滝をめぐったり、
景色の良いドライブ、天体観測など、家族旅行に最適の場所である。
1

ブレコン登山鉄道

Pant Station CF48 2DD | 時期により開館時間
変動あり | 01685 722988 | bmr.wales

昔の蒸気機関車に牽かれる展望車で、
ブレコン・
ビーコンズ国立公園のタフ・べハン貯水池に沿っ
て、頂上のトウパンタイまで、美しい景色を眺める
ことができる。

ブレコン・ビーコ
ンズ国立公園。
大自然と歴史―。
これらが重なり合
って年間４１０万
人超を魅了してい
るのが、この国立
公園だ。

2

イェストラドベルテの滝

Cwm Porth Car Park SN928124 | visitbrecon-beacons.co.uk

ブレコンビーコン近くにあるイェストラドベルテ
の滝。
イギリスでも有数の美しい森林と渓谷、ア
ボォンメルテ沿岸、そしていくつもの美しい滝を
訪れることが出来る。

3

ペンダリン（蒸留酒製造所）

Pontpren CF44 0SX | 無休 9.30am-5pm |
入場無料; ツアー料金別途| 01685 810650 |
penderyn.wales

蒸留所では、ウェールズでシングル・モルト・ウィ
スキーが製造された経緯、蒸留やボトリングの方
法をじかに学ぶことができる。

ローラ・アシュレイ
(1925年9月7
日〜1985年9月17日)はウェールズ出身
のファッション・デザイナー。

元々、
ローラは秘書として働きながら子育
てをし、その合間にナプキンやテーブルマ
ット、
ティータオルのデザインをし、夫のバ
ーナードが家の屋根裏で自作の機械を使
ってプリントをしていたのが起業のきっか
け。 ファブリックを中心にドレスやスカー
フなどファッションのブランドとして、その
エレガントなデザインで世の女性の支持
を多く集めてきた。

Llangoed Hall

ローラの死後、バーナードがローラ・アシ
ュレイのファブリックをふんだんに使った
内装のホテル「スランゴイド・ホール」を
1990年にオープン。
llangoedhall.co.uk

1. ブレコン登山鉄道

2. イェストラドベルテの滝

3. ペンダリン
（蒸留酒製造所）
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南・西ウェールズ

Swansea & Gower
スウォンジーとガワー

ブレコン→スウォンジー
車: 国道A465経由 |48分
バス: TrawsCymru T6 |2時間 |£10.00

5日目

自然の景観が損なわれていない景勝地と絶景スポットがあるガワー半島。

様々な賞を受賞したビーチや、
おしゃれで美味しいレストランを楽しめる。 ウォーキング、
サイクリング、

ウォータースポーツ、
ゴルフに最適なエリアでもあり、
スウォンジーには最も古く、最も大きな市場もある。
1

2

ウォーターフロント国立博物館

スウォンジー・ベイ

Oystermouth Rd SA1 3RD | 無休 10am-5pm |
無料 | 0300 111 2333 | museum.wales/
swansea

Mumbles Rd, SA2 0AS | 無料 |
01792 371 441 | tourismswanseabay.com

美しい海岸線、壮大な景観、そして様々なアクテ
ィビティやアトラクションが楽しめる。
一人旅から
団体まで、様々なグループに最適な避暑地して
有名。

世界を変えた鉱業、金属加工、輸送技術、そして
ウェールズの科学が未来を形作るためにどのよ
うに役立っているか、
ハイテク技術についての展
示を鑑賞できる。

4

5

ガワー半島

ロッシリ・ベイ

SA3 2DJ | visitswanseabay.com

SA3 1PP | visitswanseabay.com

スウォンジー市内からドライブで。ガワー半島
は、1956年にイギリス政府から特別自然美観地
域として初めて指定された素晴らしい地形の宝
庫である。

ロッシリ村にある息を呑むような6.5kmの砂浜
は、ガワー半島の西端に位置している。ロッシリ
はイギリスで最も美しいビーチと言われており世
界ランキングでも10位以内によく選ばれる。

A484

A4

Mumbles, SA3 4EN | visitswanseabay.com

活気に満ちた、魅力的な海辺の町。1794年に建
設された灯台と、
ヴィクトリア様式の桟橋、
そして
海を見下ろす眺めを持つ丘に建つ、オイスターマ
ウス城も見逃すことができない。

ロ ッ シ リ・ ベ イ
は、2018年度トリッ
プアドバイザー・トラ
ベラーズ・チョイス・
アワードのビーチ部
門で、ウェールズで
第１位、また英国全
体 で 第３位 に選 ば
れている。
また、過去
６年間連続でトップ
10位に入っている！
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5. ロッシリ・ベイ

6日目

南・西ウェールズ

Tenby
テンビー

スウォンジー →テンビー
車: 国道A48経由 | 1時間10 分
バス: National Express |1時間30分 |£9.20

息を呑むような美しいビーチ、暖かな雰囲気、魅力的なパステル・カラーのヴィクトリア様式の家が立
ち並ぶ町。
居心地がよく、
のんびりと楽しめるテンビーは、海辺の町として有名なリゾート地。
1

テンビー城

Castle Hill SA70 7BP | 無料| castlewales.
com/tenby

テンビー城の遺跡は、
キャッスルヒルに鎮座して
おり、素晴らしいカルデイ島とガワー半島の海岸
線の絶景を見渡すことができる。

4

キャッスルビーチ、
テンビーノ
ースビーチ、
サウスビーチ

SA70 7BP | 無料 | visitpembrokeshire.com

国立公園の指定「ペンブルックシャーのビーチ」
を受けて保護されており、透き通った海と砂浜
は、多くの賞を受けている。

2

テンビー博物館・美術館

Castle Hill SA70 7BP | 火-土:10am-5pm |
£4.95 | 01834 842809 | tenbymuseum.org.
uk

1878年に設立されたウェールズで最も古い博物
館。地元の地質学、生物学、海洋遺物に関する展
示がある。

ウェールズにあるビーチ
の多くは、厳しい基準を満
たした最高レベルのビー
チであることを示す、
ブル
ーフラッグが掲げられて
いる。 最新の統計では、
テンビーのビーチも含め、
ウェールズ全体で４４カ
所のビーチがブルーフラ
ッグ・ビーチに認定されて
いる。

3

チューダー・マーチャンツ・ハウス

Quay Hill SA70 7BX | £5.25
01834 842279 | nationaltrust.org.uk

|

この素晴らしい3階建ての家が建てられた1500
年の、成功をおさめた商人とその家族の生活に
足を踏み入れる。

Laverbread

ラバーブレッド(岩海苔)

もしウェールズの海岸線へ旅をするなら、
ウェー
ルズの伝統料理である岩海苔を試してほしい。
ウ
ェールズでは岩海苔をベーコンとシジミ貝と一
緒にバターでソテーして、
パンの上に乗せて朝食
として食べる。
またラム肉やカニ、
アンコウ料理の
ソースとしてやスープ料理としても親しまれてい
る。
オススメのお店: The Pembrokeshire
Beach Food Company

1. テンビー城

2. テンビー博物館（美術館）

3. チューダー・マーチャンツ・ハウス
4. キャッスルビーチ、
テンビーノ
ースビーチ・サウスビーチ
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南・西ウェールズ

St Davids
セント・デイヴィズ

テンビー→セント・デイヴィズ
車: 国道A487経由 | 1時間

7日目

ウェールズの西端に位置し、風が吹き荒れる半島に位置するセント・デイヴィズは、
イギリスでもっとも
小さな都市であり、魅力的な歴史、素晴らしいビーチ、活気のあるコミュニティを抱えている。
1

聖デイヴィッド大聖堂

The Pebbles SA62 6RD | 無休 9am-5.30pm
| 無料 | 01437 720202 | stdavidscathedral.
org.uk

ウェールズの守護聖人「聖デイヴィッド」により創
設された。
この大聖堂はウェールズの西端にあ
り、1500年のもの間巡礼者を迎え入れてきた。

4

ウェールズ海岸街道

Pembrokeshire Coast Path SA62 6PS |無料
| walescoastpath.gov.uk

ペンブルックシャーでも最良の海岸街道。
ウォー
キングで人気。

2

聖デイヴィッズ・ビショップ宮殿

High St SA62 6PE | 月-土:10am-4pm
日:11am-4pm | £4 | 01437 720517 | Cadw

豪華な装飾、人間の頭が彫られた柱、印象的な
石造りの市松模様からは、中世の宗教家の富と
名誉がうかがえる。

3

ホワイトサンズ・ベイ

Pembrokeshire Coast Path SA62 6PS |無料
| visitpembrokeshire.com

ウェールズで最も有名なサーフィンビーチの1つ
で、とても人気がある。2016年にブルーフラッグ
ビーチ、シーサイドアワード
（リゾート）を受賞して
いる。

聖デイヴィッドは、
ウ
ェールズの聖人時
代において、数多く
の宗教的なコミュニ
ティを築くことに尽
力した偉大な人物
である。
また彼は、英
国とアイルランドの
両国において、唯一
のウェールズ出身の
守護聖人である。
Illustration by Jonathan Edwards

1. 聖デイヴィッド大聖堂

2. 聖デイヴィッズ・ビショップ宮殿

3. ホワイトサンズ・ベイ

4. ウェールズ海岸街道
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ウェールズ産ワイン,
© White Castle Vineyard ltd

ウェールシュ・ケーキ

ラバーブレッド(岩海苔)
© The Pembrokeshire Beach Food Company

ウェールズの伝統料理を作
ってみよう
Welsh Rarebit
ウェルシュ・レアビット
材料(2人前)

チェダーチーズ‥‥‥‥‥‥‥‥‥225g

バター‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ２
ビール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ４

小麦粉‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ２

イングリッシュ・マスタード‥‥‥小さじ１
ウスターソース‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ２
食パン‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４枚

ウェルシュ・レアビッド
Welsh Rarebit

ウェールズ産チーズ
© Caws Cenarth Cheese

❶ チーズが塊の場合はおろす

❷ 鍋にチーズ、
バター、小麦粉、
マスタ
ード、
ウスターソースを入れて混ぜる
❸ 材用がよく混ざったら、②にビール
を入れて、弱火で溶かす
❹ ③の材料が溶けたら、火から下ろ
し、食パンの片面だけ焼く
❺ パンを裏返し、焼いていない方にチ
ーズソースをたっぷりかけて、グリルで
こんがり焦げ目がつくまで焼く
❻ お好みで、胡椒またはウスターソー
スをかけて完成
＊ポイント＊
ウェルシュ・レアビットにはエール・ビール
を使うのが定番だが、牛乳の代用可。

ウェールズ産ウイスキー
© Penderyn Distillery
13

「カンブリアン街道」
ウェールズの首都カーディフか
ら、ウェールズの２つの国立自然
公園を通り、2015年にJATAの
「ヨ
ーロッパの美しい村30選」にも選
ばれたの北ウェールズの村コンウ
ィまで横断する、ウェールズで最
も絶景ポイントの多いと言われる
街道。

雄大な緑の山々に戯れる羊たち。
広大なワインディングロードを曲
がると眼前に渓流が表れ、
しばし
太古の世界に紛れ込んだような
神秘的な世界が広がる。
自然をそ
のまま保護された起伏に富んだ
美しい渓谷や山々の風景からは、
目が離せなくなるだろう。

7

6

5

北と南の良さ、
そしてウェールズ
の雄大な景色を楽しめる旅。

4

ENGLAND

WA L E S

3

2

1

50km
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The Cambrian Way
南・中部・北ウェールズ横断

旅のプラン

カーディフ
1日目

ウェールズ・ミレニアム・センター
カーディフ国立博物館・美術館
カーディフ城

プリンシパリティー・スタジアム

セント・ファガンズ国立歴史博物館

ブレコンビーコン
ズ国立公園
2日目

コッホ城

ブレコン登山鉄道

ペンダリン
（蒸留酒製造所）

南スノードニア
4日目

ヘイ・オン・ワイとエラン渓谷

コリス工芸センター

ヘイ城

ポートメイリオン

3日目

エラン渓谷

ヘイ・オン・ワイ

ハーレック城

スノードニア①
5日目

スノードン登山鉄道

ブライナイ・フェスティニオグ
バウンス・ビロー

スノードニア②
6日目

べトゥース・イ・コイド

ゴー・ビロー

ジップワールド・フォレスト

プラス・イ・ブレニン

サーフ・スノードニア

スランドゥドゥノとコンウィ
7日目

コンウィ城

プラス・マウル

イギリスで一番小さな家
ボドナント・ガーデン

グレート・オーム・トラムウェイ

ヴェニュー・カムリ
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南・中部・北ウェールズ

Cardiff
カーディフ

カーディフ
カーディフバス | 1日パス £3.80 |Cardiffbus.com

1日目

ヨーロッパで最も新しい首都であり、誰であっても楽しむことができるだろう。

コンパクトな街の中心部は、豊かな歴史を持ち、一年中を通して、国際的なスポーツによっても賑わう。
また、素晴らしいショッピング街、
レストランやバー、文化を楽しむことができる。
1

ウェールズ・ミレニアム・センター

Bute Pl CF10 5AL | ツアー要予約| 029 2063
6464 | wmc.org.uk

カーディフベイにあるひときわ目を引く建物。地
元の建材を使って建設され世界最大級の劇場。
ウェールズ国立歌劇場やミュージカル、ロックコ
ンサートなど様々なイベントが開催される。

4

プリンシパリティー・スタジアム

Westgate St CF10 1NS | 10am-5pm
日曜定休 | £12.50 | 0844 249 1999 |
principalitystadium.wales

ラグビーやサッカーに使用されており、特にラグ
ビーでは「ウェールズ代表の聖地」
とも言われる。
都市の中心部に位置しており、開閉式屋根を持
ち全天候対応型となっている。

2

カーディフ国立博物館・美術館

Cathays Park CF10 3NP | 10am-5pm 月曜定
休| 無料 | 0300 111 2333 | museum.wales/
cardiff

カーディフの華麗な街の中心に位置するカーデ
ィフ国立博物館・美術館は、ウェールズの芸術、
自然史、考古学、地質学、
そして展覧会の本拠地
となっている。

3

カーディフ城

Castle St CF10 3RD | 無休 9am-5pm | £12.50
| 029 2087 8100 | cardifcastle.com

ウェールズの著名な遺産のひとつであり、国際的
にも重要な意義を持つ。首都の中心にある美し
い公園のなかに位置しており、おとぎ話に出てく
るような塔と城壁には、2000年の歴史が隠され
ている。

5

セント・ファガンズ国立歴史博物館

St Fagans CF5 6XB | 無休 10am-5pm | 無料
| 0300 111 233 | museum.wales/stfagans

ウェールズの生活や文化・建造物の歴史につい
て展示しており、決して見逃すことはできない。

「ヨーロッパのスポーツの首都」
として２回選ばれたカーディフ
は、国際的に有名なスポーツとし
て発展している。市内中心にある
プリンシパリティー・スタジアム
で、は2015年のラグビーワール
ドカップ及び2017年のUEFAチ
ャンピオンズ・リーグ決勝戦が開
催された。

1. ウェールズ・ミレニアム・センター
2. カーディフ国立博物館・美術館
3. カーディフ城

4. プリンシパリティー・スタジアム
5. セント・ファガンズ国
立歴史博物館
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2日目

南・中部・北ウェールズ

Brecon Beacon
ブレコンビーコンズ国立公園

カーディフ → コッホ城
車: 国道A470経由| 17分
バス: ステージコーチ 132番 | 42分 | £2.40

ウェールズに3つある国立公園の1つで、美しい渓谷、滝、洞窟にはさまざまな野生動物が生息している。
1

コッホ城

Tongwynlais CF15 7JS | 時期により開館時間
変動あり | 029 2081 0101 | £6.50 | Cadw

カーディフの丘の上にあるコッホ城は、森の中に
ある、おとぎ話に出てくるような城。第3代ビュー
ト侯が建築家ウィリアム＝バージェスの設計で
中世の古城を別荘に改築したもの。

2

ブレコン登山鉄道

Pant Station CF48 2DD | 時期により開館時間
変動あり | 01685 722988 | bmr.wales

昔の蒸気機関車に牽かれる展望車で、
ブレコン・
ビーコンズ国立公園のタフ・べハン貯水池に沿っ
て、頂上のトウパンタイまで、美しい景色を眺める
ことができる。

ブレコン・ビーコンズ国立公園

この公園の地盤は、砂岩、石灰岩、礫岩など、
エリアによって異なり、
それゆえ
生殖する植物が違えば景観も多様。山々が織りなす自然豊かな美しい風景
に加えて、氷河期に起源を持つ湖や、地下水の浸食によって生み出された鍾
乳洞、滝が点在する緑豊かな渓谷などがあり、
まさに自然の宝庫と呼べる。

3

ペンダリン（蒸留酒製造所)

Pontpren CF44 0SX | 無休 9.30-5pm | 入
場無料, ツアー料金別途 | 01685 810650 |
penderyn.wales

蒸留所では、ウェールズでシングル・モルト・ウィ
スキーが製造された経緯、蒸留やボトリングの方
法をじかに学ぶことができる。

ブレコン・ビーコンズ
国立公園の星空

2013年には、ウェールズで初めて、美しい夜空に対して与えられる「イン
ターナショナル・ダーク・スカイ・リザーブ(国際星空保護区)」に指定され、
夜の生態系の保護を呼びかける取り組みも行われている。また星空保護
区関連の親善施設に宿泊することができる。一部のB＆Bやホリデー・コ
テージには、独自の星空観察設備や望遠鏡を備えているところもある。
国立公園内の星空鑑賞地点トップ10位については、
こちらを参照のこと：
www.breconbeacons.org/stargazing-ten-places

1. コッホ城

2. ブレコン登山鉄道

3. ペンダリン
（蒸留酒製造所）

17

南・中部・北ウェールズ

Hay-on-Wye and Ellan Valley
ヘイ・オン・ワイとエラン渓谷

ブレコン → ヘイ・オン・ワイ
車: 国道A470と A438経由| 27分
バス: ステージコーチ39番 |40分 | £6.60

3日目

ヘイ・オン・ワイやエラン渓谷に訪れれば、予想もしなかったようなインスピレーションに出会えるだろう。

ここには様々な楽しみ方ができるアトラクションが揃っている。
1

2

ヘイ城

3

エラン渓谷

Castle St HR3 5DF | 時期により開館時間変動
あり | 01497 820079 | haycastletrust.org

この不思議な構造の城は、1000年もの間、町の
景観の一部であった。
ノルマン様式、ジャコビア
ン様式、そしてヴィクトリア様式でもあるヘイ城
は、侵略者、兵士にとっては城砦、地主にとっての
邸宅、
そして中には世界的に有名な書店もある。

ヘイ・オン・ワイ

Visitor Centre Elan Valley LD6 5HP | 無
休 10am-4pm | 無料 | 01597 810880 |
elanvalley.org.uk

Visitor Centre Oxford Rd HR3 5DG | Open
無休 11am–3pm | 01497 82014 | hay-onwye.co.uk/tourism

181平方キロメートルにわたる渓谷には６つのダ
ムがあり、野生動物や植物が豊富に生息し、息を
呑むような風景が広がる。
美しい星空が見えるこ
とでも有名。

本の町とも呼ばれる。
毎年5月末から行われるヘ
イ文学フェスティバルでは、10日間、作家、思想
家、芸術家が数十万人の来場者を魅了する。

ヘイ・フェスティバル

５月から６月にかけてここを訪れ
る方は、ヘイ・フェスティバルをお
見逃しなく。
この世界的に有名な
芸術と文学の祭典は、作家、思想
家、パフォーマー（宇宙飛行士か
ら動物学者まで、あらゆる分野の
人々）など、数百名にも及ぶ各界
の著名人が参加して開催される。
過去には、
ビル・クリントン元大統
領もゲストとして参加した。
www.hayfestival.com/
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1. ヘイ城

2. エラン渓谷

南・中部・北ウェールズ

Southern Snowdonia
南スノードニア

4日目

ヘイ・オン・ワイ→ コリス工芸センター
車: 国道A470経由| 2時間

澄んだ空気と大自然を体感したい人にとって最適な場所。

近隣の町や村の人々は、
その歴史や優しい人柄でもてなしてくれる。
1

2

コリス工芸センター

ハーレック城

Corris SY20 9RF | 無休 10am-5pm | 無料|
01654 761584 | corriscraftcentre.co.uk

Harlech LL46 2YH | 月-土:10am-4pm
日:11am-4pm | £6.50 | 01766 780552 |
Cadw

9つの工芸スタジオがあり、才能あるデザイナー
の作業を見学できたり、手作りのアイテムを購入
できる。特別な人へのプレゼント、ウェールズの
特産物などを購入するには最適な場所である。

世界遺産に登録されているハーレック城の中世
的な城壁は威厳があり、
ウェールズ語では美しい
岩という意味。
ヨーロッパで最も有名なゴルフコ
ースの一つ、ロイヤル・セント・デイビッズも隣接
する。

3

ポートメイリオン

Visitor Centre LL48 6ET | 無休 9.30am7.30pm | 01766 770000 | portmeirionvillage.com

妖精が出てくるような村で、美しい河口からスノ
ードニアの山々を眺めることが出来る。
ウェール
ズでも最も人気の観光地の一つ。

フェスティバル No.6

９月にポートメイリオンを訪れるならば、数々の賞の
受賞歴を誇る音楽、芸術、文化の祭典、
フェスティバル
No.6を是非お見逃しなく。

照明効果がエキセントリックなまでに美しいこの祭典
は、
ドゥイリド川の河口で牧歌的に佇む、まるでおとぎ
の国に迷い込んだようなポートメイリオンの村と似た
ような雰囲気を醸し出しているかもしれない。
https://festivalnumber6.com/
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南・中部・北ウェールズ

Snowdonia
スノードニア

ポートメイリオン → スノードニア(ブライナイ・フェスティニオグ)
車: 国道A487経由| 21分
バス: アライバ 1B番 | 25分 |£5.50

5日目

スノードニアは、
イギリスの山岳地帯で、イギリスで最も人気 のあるハイキングやアウトドアの地として有名。
1

2

ブライナイ・フェスティニオグ

Blaenau
Ffestiniog,
blaenauffestiniog.org

LL41

3HS

|

ウォーキングから釣り、ロック・クライミング、洞窟
ツアー、カヤッキング、
マウンテンバイクまで様々
なアクティビティを提供している。屋根瓦として
有名なスレートが採掘できるこの町は「世界の屋
根」
と呼ばれる。

バウンス・ビロー

Slate Caverns LL41 3NB | 無休 9am-6pm |
£25 | 01248 601444 | zipworld.co.uk

巨大な洞窟に隠れた世界初の遊び場。地下の底
でトランポリンをするすばらしい経験ができる。

3

スノードン登山鉄道

Llanberis LL55 4TT | 時期により開館時間変
動あり | 01286 870 223 | snowdonrailway.
co.uk

ウェールズとイングランドで最も高い山頂への鉄
道旅を楽しめる。

ウェールズ語でYr Wyddfa
(エァ・ウィオヴァ)というスノー
ドンは、
「鷹の地」
を意味する。
スノードニア国立公園内にあるスノードン山は、
ウェー
ルズとイングランドにおける最高峰である。 標高1085
メートルのこの山の山頂を目指すには、スランベリス
道、PYG道、炭鉱夫の道、ワトキン道、
ライディディユー
道、
スノードン・レンジャー道の６種類の登山道の中か
ら選んで登ることができる。
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1. ブライナイ・フェスティニオグ

Betws-y-Coed

S n o w d o n i a

2. バウンス・ビロー

3. スノードン登山鉄道

南・中部・北ウェールズ

Snowdonia
スノードニア

6日目

スノードニア (スノードン登山鉄道) → プラス・イ・ブレニン (スノードニア)
車: 国道A4086経由| 17分
バス: グフィンフォー・コーチS2番 | 30分 | 料金要確認

北ウェールズはイギリスのアウトドア・アクティビティの首都といっても過言ではない。
洞窟の中にあるトランポリンから世界最速のジップワイヤーまで、全てがここにある。
1

2

プラス・イ・ブレニン

べトゥース・イ・コイド

Capel Curig LL24 0ET | 時期により開館時間
変動あり | 01690 720214 | pyb.co.uk

国立マウンテンスポーツセンターでは、丘陵、散
策、ロッククライミング、カヌー、カヤッキング、
ス
キー、オリエンテーリング、
マウンテンバイクなど
のアウトドア・アクティビティが楽しめる。

Visitor Centre Royal Oak Stables LL24 0AH
| 無休 9.30am-5pm | 01690 710426

近年、
スノードニアの山登りを楽しむ登山客が集
まる人気の停留町となっている。
美しい自然だけ
でなく、周辺エリアには宿泊先、
レストラン、登山
用具なども売っているお店も並ぶ。

4

5

ジップワールド・フォレスト

サーフ・スノードニア

Betws-y-Coed LL24 0HA | 時期により開館時
間変動あり | 01248 601 444 | zipworld.co.uk

子供から大人まで楽しめるジップラインや、木々
に登るアクティビティーなど様々な遊びが楽しめ
る世界最大級の施設。

Conway Rd LL32 8QE | 時期により開館時間
変動あり | 01492 353123 | surfsnowdonia.
com

スノードニアの渓谷に作られた世界最大級の人
口サーフィン施設。
高さ2m良好な波が1分おきに
打ち寄せられる。サーファーのパラダイスとして
注目を浴びている。
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1. プラス・イ・ブレニン

B5

1

サーフ・スノードーニア
は、世界で最初に内陸部
に設置されたサーフィン
用ラグーンであり、2015
年のオープン以来、
大好
評を博している。
ウェーブ
ガーデン®の革新的な技
術から生まれる最高のコ
ンディションの波に乗って
みるのはどうだろうか？

3. ゴー・ビロー

Capel Curig
6

地下洞窟や鉱山を探検する体験ができる刺激的
なアドベンチャーで、自らの精神の強さを試すこ
とができる。

2. べトゥース・イ・コイド
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Betws-y-Coed LL24 0PN | 無休 9am-6pm
| 料金要問合せ | 01690 710108 | go-below.
co.uk
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南・中部・北ウェールズ

Llandudno & Conwy
スランドゥドゥノとコンウィ

スノードニア(サーフ・スノードニア) → コンウィ
車: 地方道B5106経由| 16分
バス: スレウ・ジョーンズ・インターナショナル19番 | 30分 | 料金要確認

7日目

不思議の国のアリスの町「スランドゥドゥノ」
と世界遺産の町「コンウィ」。
隣同士に位置するこのフレンドリーな町々
には、素晴らしいアトラクションから、絶景、美食、世界最高クラスのエンターテイメントまで全てが揃っている。
1

2

プラス・マウル

High St LL32 8DE | 無休 9.30am-5pm(10
月-3月は休館) | £6.50 | 01492 580167 | Cadw

16世紀に建てられた大邸宅は、
コンウィの大通り
の中心に位置し、
その時代には最高級のもので
あった。
エリザベス様式の邸宅で過ごした裕福な
商人ロバート・ウィンの生活を伺うことができる。

4

イギリスで一番小さな家

10 Lower Gate St LL32 8BE | 無休 10am4pm | £1.00 | 01492 573965

波止場の家として使われたこの赤い塗装の家
は、3.05m x 1.83mしかなく、
イギリスで最も小
さな家として有名。最後に住んだ住人ロバート・
ジョーンズの身長で1.905mであった。
是非、中を
見学して、どんな生活を送っていたか想像しても
らいたい。

Bodnant Rd LL28 5RE | 無休 10am-5pm |
£13.20 | 01492 650460 | nationaltrust.org.uk

壮大で美しい庭で、ガーデニングが有名なイギリ
スでも高い評価を受けている。あらゆる色や形
の、美しい植物が、庭に生命をもたらしている。

ヴェニュー・カムリ

Penrhyn
Crescent
LL30
1BB
01492 872000 | venuecymru.co.uk

|

巨大で現代的な会場では、大ヒット映画やビッグ
バンドから、劇場やコメディまで様々なショーを
見ることができる。

Penrhyn
Bay

46

0

Llandudno
Junction

oa

d

Colwyn Bay

Llandudno LL30 2NB | 3月末〜10月末: 無休 10am6pm | £7.50 | 01492 577 877 | greatormetramway.co.uk

1902年にできた100年以上の歴史を誇るトラム。
「サンフランシスコ・スタイル」の鉄道のうち、世
界で現存する3つのトラムの1つでもある。
頂上の
グレート・オームから見れる景色は見逃せない。
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グレート・オーム・トラムウェイ

2. イギリスで一番小さな家
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1. プラス・マウル

Llandrillo yn Rhos

A47

A5

A55

National

800年以上前に建てられたままの姿を残す。
城は
自然の防御壁となった川と背後の山に囲まれ、
さらに旧市街は3キロにも及ぶ城壁に囲まれた
典型的な中世の城である。現代ではなかなか体
験できない中世の雰囲気を味わえる。
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Deganwy

Snowdonia

Conwy Rd LL32 8AY | 月-土:10am-4pm
日:11am-4pm | £8.95 | 01492 592358 | Cadw

5km
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ウール工房
© Trefriw Wollen Mills

ウェールシュ・ゴールド © Welsh
Gold Aur Cymru Limited

芸術と工芸
Art & Craft
ラブスプーンからウールの伝統的なブランケット
まで、
ウェールズは間違えなく素晴らしい伝統工
芸品に出会える場所である。様々なワークショッ
プや地元のアーティストの作品に直に触れてみ
てもらいたい。

ウール工房

もし触り心地のいいブランケットをお探しであれ
ば、
ウェールズのウーツ工房を訪れに越したこと
はない。何世代にも渡り、ウェールズのウール製
品の作り方は言い伝えられてきた。
オススメのお店：Melin Tregwynt
/ Trefriw / Valley Mill

スレート・コースター
© Valley Mill

ウェールズの金製品

ウェールシュ・ゴールドは世界中でも大変貴重な
価値のある金。
プリンス・オブ・ウェールズの叙任
の際にその冠に使用されただけでなく、王室の
婚礼では、ウェルシュ・ゴールド100％の結婚指
輪が花嫁に贈られる。
オススメのお店：Clogau ＆ Conwy Jewellers

ウェールズのスレート・コースター

ウェールズのスレート(粘板岩)を使ったコースタ
ーは５億年月かけて作られた岩を掘って作られ
た。その岩を使い、ウェールズのドラゴンやケル
トの紋章などが描かれたコースターが人気であ
る。
オススメのお店：Valley Mill

ラブ・スプーン

ウェールズでは何世紀にも渡り、結婚式や婚約、
記念日を祝うためにラブスプーンが特別な送り
物として選ばれてきた。
ラブスプーンのおすすめウェブサ
イト：lovespoons.co.uk

ラブスプーン
© The Lovespoons Workshop
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「古城街道」
2017年、JATAの「ヨーロッパの美
しい街道・道20選」に選ばれたこ
の街道は、世界遺産コンウィ城を
中心に北ウェールズの主要観光
スポットを網羅するルート。

641の古城があるウェールズはお
城の宝庫。
その中の世界遺産であ
る４つの城（鉄壁の古城のリング）
が含まれる街道である。

スノード二ア国立公園のエリアに
は、山岳地帯・海岸線、遠浅の海・
絶壁・森林地帯・パワースポットの
庭園などの絶景に恵まれ、
また大
自然と歴史に育まれた伝統文化
や、美しい自然に囲まれ育った食
材を使った素朴で上質な美食・逸
品を味わう旅。
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The Mid and North Wales
中部・北ウェールズ

旅のプラン

モンゴメリー
1日目

モンゴメリーの遺跡ツアー
モンゴメリー城

モンティ醸造所 ビジターセンター
オールド・ベル博物館

渓谷を下り、越える

バナーズ
（由緒ある金物屋）

ボドナント・ガーデン

クローバーランズ・モデルカー博物館
ポイス城と庭園

スランゴスレン
2日目

ポントカサステ水路橋

スランゴスレン運河

ホースシューの滝ツアー

ナントクリュイド・イ・ドレ

デンビー城

スランドゥドゥノとコンウィ
3日目

スランドゥドゥノ・プロムナード(海浜遊歩道)
ハッピーバレーガーデン
モスティン・ストリート
グレート・オームの崖

コンウィ城

プラス・マウル

イギリスで一番小さな家

4日目

ボドナント・ウェールシュ・フード・センター

ランルウスト

ティ・フウントゥ・イル・ボント
べトゥース・イ・コイド

スワローの滝

コンウィバレー鉄道博物館

スノードニア
5日目

ブライナイ・フェスティニオグ
ディープ・マイン・ツアー

ジップ・ワールド・タイタン

バウンス・ビロー

スランベリス

スノードン登山鉄道

エレクトリック・マウンテン

南スノードニアの山麓
6日目

ポルスマドグ

ポートメイリオン

ハーレク城

アングルシ
7日目

カーナーヴォン城

メナイ橋

ヨーロッパでもっとも名前が長い町

プラス・ネウイズの庭園

ソルトコート・ツアー
ビューマリス城
ペンモン

25

中部・北ウェールズ

Montgomery
モンゴメリー

モントゴメリー
バス: ポウィス | 1日パス £8

1日目

木造家屋や、ジョージア様式とヴィクトリア様式の建造物が混在している歴史的な町。
盛んなコミュニティを持ち、来た者を楽しませてくれる。
1

モンゴメリー城

Castle St SY15 6HN | 時期により開館時間変
動あり | 無料 | 03000 256000 | Cadw

1223年に建設され、内戦で多くの城は破壊され
たが、遺跡は残っており、現在はCadwによって管
理されている。

4

2

3

オールド・ベル博物館

Arthur St SY15 6RA | 時期により開館時間変動あ
り | £1 | 01686 668313 | oldbellmuseum.org.uk

16世紀には宿屋と肉屋を営んでいた古民家であ
った。
現在はこの地の歴史について展示を行って
いる博物館を運営している。
プリンス・オブ・ウェ
ールズ賞を受賞している。

モンティ醸造所 ビジ
ターセンター

クロ ーバーランズ・モデルカー
博物館

Arthur St SY15 6RA | 金:10am12pm & 1pm-3pm 土:2pm-4.15pm |
cloverlandsmuseum.org.uk

自動車愛好家のために、自動車をとりまく社会
の歴史について、ユニークな形で展示をしてい
る。3500以上ある車のオモチャの展示数は、
ウェ
ールズで最大のものである。

6

5

Pool Rd SY15 6QT | 水-木:12pm-6pm 金土:12pm-7pm 日-火:定休 |
01686 668 933 | montysbrewery.co.uk

Arthur St SY15 6RA | 月-金:9.30am-5.30pm
土:9.30pm-5pm | 01686 668308 | bunners.co.uk

モンゴメリーに来たなら、バナーズは必ず訪れ
るべきである。1892年創業の家族経営の金物屋
で、
キッチン、庭、修理、
ワークショップのことだっ
たら、ほしいものはすべて手に入る。もちろんプ
レゼントを探すにも最適で、国内外の観光客から
人気がある。
58

モンゴメリーの遺跡ツアー

7

WAW Towns Wales | walkersarewelcome.
org.uk

地元のガイドによるツアーで、小さくて親しみやす
い歴史の町モンゴメリーを楽しむことができる。

ポイス城と庭園

Welshpool SY21 8RF | 無休 11am–4pm |
£13 | 01938 551944 | nationaltrust.org.uk

中世の要塞、
そして、壮大な大邸宅でもあるポイ
ス城は、ロバート・クライブと彼の息子、エドワー
ド・クライブがインドから持ち帰った宝物が保存
されている。

A4 90

バナーズ（由緒ある金物屋）

世界での受賞歴をもつ、エール・ビールを輸出す
る家族経営の醸造所で、試飲や醸造プロセスを
見学できるツアーを提供している。
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2日目

中部・北ウェールズ

Llangollen
スランゴスレン

モントゴメリー → スランゴスレン (ポントカサステ)
車: 国道A483とA5経由| 52分

ウェールズを代表する都市である。
運河、歴史的な鉄道、丘の上の城、
修道院の跡地、
「スランゴスレンの貴婦人たち」
で有名である。
1

ポントカサステ水路橋

Station Rd LL20 7TG | pontcysyllteaqueduct.co.uk

世界遺産でもあるポントカサステはウェールズ
語で
「接続する橋」を意味し、
イギリスの産業革命
時代に作られた主要建築物の1つである。
歩いた
り、もしくはトレバー・ベイシンからボートを乗り
継いでもいいだろう。

2

スランゴスレン運河

ボート乗船ご希望の場合はウェブサイト要確認
| horsedrawnboats.co.uk

愛好家の中で最も人気のある、
イギリスで最も美
しい運河と呼ばれている。
ヒツジの牧草地、木が
生い茂る湖沼、古代の泥炭などスノードニアの麓
まで広がる風景は楽しむことが出来る。

4

ナントクリュイド・イ・ドレ

Castle St LL15 1DP | 土-月:11am-5pm(10
月-3月は休館) | £5.00 | 01824 708232

ウェールズ最古の木製の大邸宅である。1435年
に建てられ、数世紀、7つの時代にわたって補修
されてきた。

3

ホースシューの滝ツアー

Llangollen Wharf LL20 8TA | 土日のみ | £13
| 01978 860702 | horsedrawnboats.co.uk

美しいスランゴスレン運河で、馬力船を体験でき
る。ホースシューの滝に至るまで、鮮やかで澄ん
だディー川をウェールズ山脈沿いにゆっくりと下
っていく。

5

デンビー城

Castle Hill LL16 3NB | 11-３月:10am4pm; ４-10月:9.30am-5pm | £4.00 | 01745
813385 | Cadw

完成度の高い中世の要塞を見学できる。環境に
優しい作りのビジターセンターでは、
このエドワ
ード朝の要塞について情報を得ることが出来る。

そそり立つポントカサス
テ水道橋を徒歩かボー
トで渡ってみよう。
ディー
川の上125ft/38mの高
さに架かるこの橋は、
ス
ランゴス運河の一部で
ある。
このめまいがする
ような高さの世界遺産
を巡るには高所を恐れ
ない心持ちが必要だ。

1. ポントカサステ水路橋

2. スランゴスレン運河

3. ホースシューの滝ツアー

4. ナントクリュイド・イ・ドレ

5. デンビー城
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中部・北ウェールズ

Llandudno & Conwy
スランドゥドゥノとコンウィ

デンビー城 → コンウィ
車: 国道A55経由 | 38分

3日目

コンウィ-壮大な旧市街は3キロにも及ぶ城壁に囲まれた典型的な中世の城下港町であり、
その格子のなかには200以上の名の知れた建造物が存在する。

スランドゥドゥノ- アイリッシュ海に臨む人気の海岸保養地。
グレート・オームの崖から眺める絶景ポイントもおすすめ。
1

プラス・マウル

High St LL32 8DE | 9.30am-5pm(11-3月は
休館) | £6.50 | 01492 580167 | Cadw

16世紀に建てられた大邸宅は、
コンウィの大通
りの中心に位置し、その時代には最高級のもの
であった。
エリザベス様式の邸宅で過ごした裕福
な商人ロバート・ウィンの生活を伺うことができ
る。

4

2

イギリスで一番小さな家

10 Lower Gate St LL32 8BE | 無休 10am4pm | £1.00 | 01492 573965 | Cadw

波止場の家として使われたこの赤い塗装の家
は、3.05m x 1.83mしかなく、
イギリスで最も小
さな家として有名。最後に住んだ住人ロバート・
ジョーンズの身長で1.905mであった。
是非、中を
見学して、どんな生活を送っていたか想像しても
らいたい。

モスティン・ストリート

5

Mostyn
St
LL30
2RP
victoriacentrellandudno.co.uk

グレート・オームの崖

Bishop’s Quarry Rd LL30 2XF | 01492
860963 | thesummitcomplex.co.uk

草地の間にドロマイト
（苦灰岩）が層状に露出し
て、まるでミルフィーユのような容貌のこの崖を
通るトラム(路面電車)で頂上までたどり着くと、美
しいアイリッシュ海の絶景や野生の動物、羊の群
れを楽しめる。

3

6

Happy
Valley
Rd
LL30
2QL
月-金:10am-4pm | visitllandudno.com

Rose Hill St | 時期により開館時間変動あり |
£8.95 | 01492 592358 | Cadw

800年以上前に建てられたままの姿を残す。
城は
自然の防御壁となった川と背後の山に囲まれ、
さらに旧市街は3キロにも及ぶ城壁に囲まれた
典型的な中世の城である。現代ではなかなか体
験できない中世の雰囲気を味わえる。

7

|

有名ブランドや専門店が立ち並ぶショッピング
街。ツーリストインフォメーションセンターでは、
地元の食料品やお土産を販売している。

ハッピーバレーガーデン

コンウィ城

|

素敵な美しい景色は、魅力的で不思議の国のア
リスを思い出させるような雰囲気を味わえる。

スランドゥドゥノ・プロムナード
(海浜遊歩道)

The Promenade, Vaughan St, Llandudno
LL30 1AN

1895年に開通したウェールズで最も長い700m
の海浜遊歩道は、昔ながらのパステルカラーの
ホテルや白い瀟洒な建築物を眺めながらの散策
を楽しむ多くの人で賑わう。

1. プラス・マウル

2. イギリスで一番小さな家

3. コンウィ城

4. グレート・オーム頂上

5. モスティン・ストリート

6. ハッピーバレーガーデン

7. スランドゥドゥノ・プロム
ナード(海浜遊歩道)
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4日目

中部・北ウェールズ

Down the Valley and beyond
渓谷を下り、
その先へ

スランドゥドゥノ/ コンウィ → ベトゥース・イ・コイド
車: 国道A470経由| 36分
バス: アライバX19番| 47分 | 料金要確認
電車: 41分 | £6.60

スランドゥドゥノとスノードニアの間にあるコンウィ渓谷の町々は、歴史のあるマーケット・タウンや美し
いガーデン、
ウェールズの素晴らしい食材を使った料理など様々な発見ができる場所である。
1

べトゥース・イ・コイド

Visitor Centre Royal Oak Stables LL24 0AH
| 無休 9.30am-5pm | 01690 710426

近年、
スノードニアの山登りを楽しむ登山客が集
まる人気の停留町となっている。
美しい自然だけ
でなく、周辺エリアには宿泊先、
レストラン、登山
用具なども売っているお店も並ぶ。

4

2

コンウィバレー鉄道博物館

The Old Goods Yard LL24 0AL | 無休
10am-5pm | £1.50 | 01690 710568 |
conwyrailwaymuseum.co.uk

列車を愛する人なら絶対に見逃せない博物館。
小さな鉄道で美しい景観を眺める8分間のツア
ーでは、運が良ければ池に生息する野生のウサ
ギを見ることもできる。

ランルウスト

3

スワローの滝

Betwsy-y-Coed LL24 0DW | 無料 | 01690
710770 | betws-y-coed.co.uk

ブナ、針葉樹、カバの木が生い茂る、狭い峡谷を
流れるスリグイ川によってつくられる壮大な滝。
それほど歩くことなく上側から見ることができる。
より迫力を求めるなら、河口の近くへ行くことが
できる。

7

5

Station Rd LL260EH | llanrwst.net

コンウィ渓谷の小さな市場町。
町はもともと羊毛
貿易で発展したが、ハープと時計の製造でも有
名である。

ティ・フウントゥ・イル・ボント

Tearooms Nr Inigo Jones Bridge LL26 0PL |
無休 10.30am-5pm | 01492 642322 |
tuhwntirbont.co.uk

牧歌的な環境にあるティー・ルームでは、北ウェ
ールズのお菓子や料理を通して、その文化の本
格的な
「味」を提供している。

ボドナント・ウェールシ
ュ・フード・センター

6

Furnace Farm LL28 5RP | 月-土:9am-5.30
日:10.30am-4.30pm | 01492 651100

評判高いウェールズの良質な食材を楽しむこと
のできる。複数の受賞歴がるこの施設は、少し立
ち寄る観光客から、隣接するファームハウスへの
滞在する人たちまで、全てに素晴らしい思い出に
残るものになる。

ボドナント・ガーデン

Bodnant Rd LL28 5RE | 3-11月:10am-5pm 11-2
月:10am-4pm | £13.20 | nationaltrust.org.uk

壮大で美しい庭で、ガーデニングが有名なイギリ
スでも高い評価を受けている。あらゆる色や形
の、美しい植物が、庭に生命をもたらしている。

1. べトゥース・イ・コイド

2. コンウィバレー鉄道博物館
3. スワローの滝

4. テティ・フウントゥ・イル・ボント
5. べランルウスト

6. ボドナント・ウェールシ
ュ・フード・センター
7. ボドナント・ガーデン
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中部・北ウェールズ

Snowdonia
スノードニア

ボドナント・ガーデン → スノードニア (プラス・イ・ブレニン )
車: 国道A470経由 | 37分
バス: スレウ・ジョーンズ・インターナショナル| 25番と X19番| 1時間24分 | 料金要確認

5日目

ウェールズ、
イングランドでもっとも高い山であり、海抜1085メートルのスノードン山がある。
北ウェールズの冒険の都として知られており、多くの受賞歴のあるアトラクションが用意されている。
1

ブライナイ・フェスティニオグ

Llechwedd Slate Caverns LL41 3NB | 01766
830306 | blaenauffestiniog.org

ウォーキングから釣り、ロック・クライミング、洞窟
ツアー、カヤック、
マウンテンバイクまで様々なア
クティビティを提供している。屋根瓦として有名
なスレートが採掘できるこの町は「世界の屋根」
と呼ばれる。

4

2

ディープ・マイン・ツアー

Slate Caverns LL41 3NB | £20.00 | 01766
830306 | llechwedd-slate-caverns.co.uk

ヴィクトリア朝時代の鉱山ツアーでを歴史につい
て、ガイドの案内により学ぶことができる。
スレク
ウェス洞窟で、
「世界の屋根」が誇る産業につい
て知ろう。

スランベリス

3

ジップ・ワールド・タイタン

Slate Caverns LL41 3NB | 時期により開館時
間変動あり | 01248 601444 | zipworld.co.uk

ヨーロッパ初 4 人 乗りのジップライン。ブライ
ナイ・フェスティニオグと、谷を下った先の素晴
らしい景色を体験できる。

7

5

Information Point LL55 4UR | 01286
870500 | llanberis.com

バウンス・ビロー

Slate Caverns LL41 3NB | 時期により開
館時間変動あり | £25.00 | 01248 601444 |
zipworld.co.uk

巨大な洞窟に隠れた世界初の遊び場。地下の底
でトランポリンをするすばらしい経験ができる。

スノードン国立公園への入り口に佇む村であり、
山々や湖、川に囲まれ、美しい海岸線へも車です
ぐだ。

スノードン登山鉄道

6

Llanberis Station A4086 | 3月中旬-10月|
Summit return £29, one way £22 | 01286
870 223 | snowdonrailway.co.uk

ウェールズとイングランドで最も高い山頂への鉄
道旅を楽しめる。

エレクトリック・マウンテン

Gwynedd LL55 4UR | 時期により開館時間変
動あり | 事前予約必須(£8.50) | 01286 870636
| electricmountain.co.uk

現代のテクノロジー産業は、
ウェールズでは驚く
べきものである。
この大規模な水力発電所は山
の中に建設されており、
メインのタービンと発電
機室は、人間が掘削した最大の地下室と言われ
ている。発電所のバスツアーは、
スランベリスの
展示「ドラゴンインザマウンテン」から出発する。

1. ブライナイ・フェスティニオグ
2. ディープ・マイン・ツアー

3. ジップ・ワールド・タイタン

4. バウンス・ビロー

5. スランベリス

6. スノードン登山鉄道

7. エレクトリック・マウンテン
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Southern Foothills of Snowdonia
南スノードニアの山麓

6日目

中部・北ウェールズ

スノードニア – ポルスマドック
車: 国道A487経由| 40分

美しい海岸線や山々を満喫できる休暇に最適なポルスマドッグから、今まで見たことのないような可愛らしい街並み
に出会えるポートメイリオン、世界遺産の１つであるハーレク城まで、様々な楽しみ方ができる南スノードニア。
1

2

ポルスマドグ

ポートメイリオン

Visitor Centre High St LL49 9LD | 無休 10am5pm | 01766 512981 | porthmadog.com

LL48 6ET | 無休 9.30am-7.30pm | £9.99 |
01766 770000 | portmeirion-village.com

にぎやかな町で、個性的なお店やレストランが多
くある。誇り高き遺産、文化、
コミュニティが存在
する。威厳あるスノードニアをバックにした、最高
のビーチは、ほかで見つけることができないもの
だろう。

トレマドック湾の小さな岩の半島にあるユニー
クなイタリア風の民家の村。
まるで妖精が出てく
るような雰囲気を味わえる。象徴的な建築、美し
い環境、広大な森林庭園に加え、ホテル、歴史を
感じるコテージ、
スパ、受賞歴のあるレストランな
どがある。

Cadw エクスプローラー・パス

世界遺産にも指定されているウェールズ
の４つの古城やを含めたCadwが保護・管
理をしているウェールズの26つのお城や
遺跡をお得に見学できるパス。
７日間の期
間うち3日分使えるパスと、14日間の期間
のうち7日分使えるオプションがある。
3日パス
7日パス

ハーレク城

Harlech LL46 2YH|時期により開館時間変動
あり | £6.50|01766 780552 | Cadw

スノードニア国立公園の中心部に位置するこの
中世の要塞は、
アイリッシュ海を見下ろす切り立
った崖にそびえたつ。

ポートメイリオン
はイギリスで最も
カラフルな場所と
してトリップアド
バイザ ーに選ば
れ、
ウェールズの
中で最も人 気の
観光地の１つだ。

大人1名 £21.00
大人1名 £33.00

詳しくは C a d w の サイトへ 。h t t p : / /
c a d w. g o v.w a l e s / Tr a v e l t r a d e /
explorerpass/?lang=en
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中部・北ウェールズ

Anglesey
アングルシー

ハーレク → アングルシー島
車: 国道A487と国道A55経由 | 1時間13分

7日目

アングルシー島は、
ウィリアム王子とキャサリン妃が新婚当初３年間住んだ島としても有名。
美しい景色を探索し、沿岸の道を歩き、観光スポットを訪れよう。
1

カーナーヴォン城

Castle Ditch LL55 2AY | 時期により開館時間
変動あり | £8.95 | 01286 677617 | Cadw

アングルシーへの旅の途中で訪れるべき、印象
的な建築遺産。世界遺産「グウィネズのエドワー
ド1世の城郭と市壁」の一部としても知られる。

2

ヨーロッパでもっとも名前が長い町

llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllan
tysiliogogogoch.co.uk

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllysysogogogochは実在する町の名前である。
こ
れは58文字だが、
スランヴァイルプール、または
スランヴァイルPGと略される。
アングルシーに行
くなら、見逃すことはできない。

4

ソルトコート・ツアー

Halen Môn LL616TQ | 無休 10am-5pm | ツア
ー開始時間:11am,1pm,3pm | £6.00 | 01248
430871 | halenmon.com

塩のテイスティングと、約50分の「舞台裏」ツアー
が、ガイド付きで楽しめる。
Halen Môn Sea Salt
PDOが世界最高の調味料であることが発見でき
るでしょう。

3

プラス・ネウイズの庭園

Llanfairpwllgwyngyll LL61 6DQ |時期により
開館時間変動あり | £11.60 | 01248714795 |
nationaltrust.org.uk

メナイ海峡沿岸にある美しい18世紀のカントリ
ーハウス。海沿いの道を歩き、
スノードニア山脈、
広大な庭園、素晴らしい樹木の家々を見渡す美
しい景色が楽しめる。

5

ビューマリス城

Castle St | 時期により開館時間変動あり |
£6.50 | 01248 810361 | Cadw

ビューマリス城は何重もの城壁をもち、建設され
た１３世紀当時、
その技術はイギリスでも最も素
晴らしい技術と讃えられた。

カーナボン城は、
イングランドの国
王が建てた城の中
で、最も多くの資
金が費やされたお
城である。単なる
要塞ではなく、芸
術作品でもある。

1. カーナーヴォン城

2. ヨーロッパでもっと
も名前が長い町

3. プラス・ネウイズの庭園

4. ソルトコート・ツアー
5. ビューマリス城
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ブライナイ・フェスティニオグ で
楽しめるマウンテンバイク

33

イベント・カレンダー

便利で役立つ情報

いつの季節に訪れてもウェールズでは、
フード＆ドリンク、芸術や文学、音楽やフェスティバルなど、
様々な見所やイベントがある。
そんな魅力的な行事の一部を紹介。
ヘイ・フェスティバル

5月末ー6月初め | ヘイ・オン・ワイ
| hayfestival.com

1月

ディズ・サンテス・ドゥィンウェン
1月25日 | ウェールズ全域

ウェールズ地方の人々は毎年1月25日にセント・
ドゥィンウェン・デーを祝う。
これはバレンタイン
デーのウェールズ版であり、
１年で最もロマンチ
ックな日である。

4月

4月中旬 | カーディフ | rhs.org.uk

王立園芸協会（RHS）主催のフラワーショーは春
の訪れを告げるイベントであり、カーディフのガ
ーデニングシーズンの始まりとなっている。
３日
間にわたって花々の展示やガーデニングショー
を鑑賞したり、
ファーマーズマーケットで職人たち
が作る料理を賞味することができる。
春の訪れを
堪能し、ガーデニングのヒントを得るにはぴった
りのイベントである。

ワンダーウール・ウェールズ
4月中旬 | ビルス ウェルズ |
wonderwoolwales.co.uk

2月

シックス・ネイションズ

2日間にわたり開催されるウェールズのウールと
ウール製品の展示会。
原材料からデザイナーファ
ッションに至るまで様々な物が展示され、
イベン
トには羊も多数参加する。

2月 – 3月 | principlaity stadium.com

シックス・ネイションズは、
イングランド、
フランス、
アイルランド、イタリア、
スコットランド、ウェール
ズの６カ国のチームが参加する国際ラグビー大
会である。
１年に１度開催されるこの大会は、ウ
ェールズの多くのラグビーファンにとって今でも
一大イベントである。

5月

カウブリッジ・フード ＆ ドリンク・フェス
ティバル
５月末 | カウブリッジ
cowbridgefoodanddrink.org

3月

セント・デイヴィッド・デー

3月1日 | ウェールズ全域 |stdavidsday.org

ウェールズで3月1日は1年で最もカラフルな日の
１つである。鮮やかな黄色の水仙や緑のリーキ
（ポロ葱）を身につけたウェールズ人や民族衣
装をまとった子供達をあちこちで見かける。
この
日はウェールズ全土で守護聖人セイント・デイヴ
ィッドの命日を祝う。
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南ウェールズのヴェール・オブ・グラモーガン州の
中で最もスタイリッシュでオシャレな町カウブリ
ッジで開催される。100種類以上の料理やドリン
クが出品され、料理のデモンストレーションや音
楽などを楽しめる。

Urdds主催のナショナル・
アイステッドフォド

5月末ー6月第１週 | ビルス ウェルズlsurdd.org

ウェールズの言語や文化の大祭典であり、
１万５
千人もの子供や若者が歌や踊り、
パフォーマンス
で技を競う。

世界最大の文学祭の１つであり、何百人もの著
名な作家や思想家、
パフォーマー（宇宙飛行士か
ら動物学者に至るまで）が参加する。

スランドゥドゥノ・ヴィクトリアン・エクス
トラバガンザ
5月第１月曜日を含む週末 | スランドゥドゥノ |
victorian-extravaganza.com

スランドゥドゥノは毎年5月第１月曜日を含む週
末に、ヴィクトリアン・エクストラバガンザを主催
する。
ヴィクトリア朝時代のストリートフェアや露
店、蒸気機関車の展示などが楽しめる。
ヴィクト
リア朝時代の衣装を身にまとった人々のパレー
ドが毎日正午にスタートし、家族全員で楽しめる
ストリート・エンターテイメントも行われる。

ボルボ・オーシャン・レース

5月-6月| カーディフ | volvooceanracecardiff.
com

カーディフは、世界最長かつ最も過酷なヨットレ
ースの１つと言われるボルボ・オーシャンレース
の寄港地。古くから港町として発展してきたカー
ディフでは、8ヶ月の期間をかけ4万5千海里を航
海するこのスリリングな世界一周ヨットレースの
寄港地の１つとしてイベントが開催される。

6月

6月中旬 | スランウルティドウエ
ルズ | green-events.co.uk

ランナーと競 走 馬 の 両 方 が 参 加する2 2マイ
ル/35 kmのクロスカントリーレース。ランナーと
競走馬両方からそれぞれ勝者が選出される。

ウェールズ・エアショー

6月/7月 スウォンジー湾|
walesnationalairshow.com

ウェールズで最大のこの航空関連イベントはス
ウォンジー港の天然の円形競技場で開催され
る。最先端の航空機や年代物の空飛ぶマシンな
どの素晴らしい展示を楽しめる。

イベント・カレンダー

便利で役立つ情報

コンウィ・フィースト

10月末 | コンウィ| conwyfeast.co.uk

7月

9月

ブレコン・ジャズ・フェスティバル

マン・ヴァーサス・マウンテン

イギリスで最も優れたフェスティバルであるという
名声が高い。
こじんまりした演奏もあれば大きな
バンドのパフォーマンスもあり、新興のアーティス
トから深夜のジャムセッションまで多彩なプログ
ラムを取り揃えたこのフェスティバルは、どのよう
なジャスファンも満足させることができるだろう。

この伝統あるマウンテン・アドベンチャー・レース
は海抜0メートルの地点から始まりスノードンの
頂上を目指す。

7月/8月 | ブレコン| breconjazz.org

ビッグ・チーズ

7月後半| ケアフィリ | caerphilly.gov.uk/
bigcheese

ヨーロッパ最大の城の１つであるケアフィリ城
の周辺で開催されるビッグチーズフェスティバル
は、大道芸人や生きた歴史、音楽、
ダンス、移動
遊園地、民族音楽、鷹狩り、
ファイアイーティング
など盛りだくさんのエクストラバガンザである。

ロイヤル・ウェルシュ・ショー

7月後半 | ビルス ウェルズ| rwas.wales

イギリス最大の農業関連のショーであるが、農業
関係者のためだけのショーではない。家畜と一
緒に、クラフトの屋台や美味しい料理、各種の展
示などを楽しめる。

9月初旬 |ノースウェールズ| ratrace.
com/manvsmountain/

コンウィの波止場、城、中世の風情を残す街路が
素晴らしい味や音楽、風景で一杯になる。地元で
採れる有名なムラサキイ・ガイを試すのを忘れず
に。

ディラン・トーマス・フェスティバル
スウォンジー | dylanthomas.com

スウォンジー出身の有名な作家ディラン・トーマ
スの誕生日に始まり彼の命日に終了する２週間
にわたる文学祭。

アバーガベニー・フード・フェスティバル
9月中旬 | アバーガベニー |
abergavennyfoodfestival.com

イギリスの美食家にとって最大のイベントの１
つ。有名なシェフによるパックメニュー、
マスター
クラス、美味しそうな屋台やエンターテイメント
などが楽しめる。

フェスティバル・ナンバー６

9月初め | ポルトマイリオン | festivalnumber6.
com

音楽とアート、文化をテーマとする受賞歴のある
エクストラバガンザ。
開催地ポルトマイリオンはド
ゥイリド川の河口にのどかに広がるおとぎ話の
村のようである。
このエクストラバガンザには多
種のプログラムが含まれ、開催地同様に風変わ
りな催しも行われる。

11月〜12月

カーディフ・ウィンター・ワンダーランド
11月-1月| カーディフ |
cardiffwinterwonderland.com

カーディフの素晴らしい眺めを堪能できる大観覧
車を含め、遊園地の乗り物が各種揃っている。正
真正銘のアルパインビレッジやアイススケートな
どもあり、
クリスマスシーズンを通して楽しめる。

ウォーターフロント・ウィンターランド
11月-1月 | スウォンジー |
waterfrontwinterland.com

アイススケートに興じたりサンタグロットを訪れ
たり、家族でクリスマス一色の遊園地を楽しんだ
りと、楽しみ方は各種ある。
アルパイン・ダイニン
グ・キャビンで美味しい料理に舌鼓を打ち、大観
覧車から眺めを楽しむこともできる。

クリスマス・マーケット

8月

ナショナル・アイステッドフォド・
オブ・ウェールズ
8月 | カーディフ | eisteddfod.wales.

世界最大で最古のアートフェスティバル。伝統的
なものも現代的なものも含め、ウェールズの文
化と言語を盛大に祝う。

グリーンマン・フェスティバル
8月中旬 | ブレコンビーコンズ国
立公園 | greenman.net

家族全員で楽しめるこの素晴らしいフェスティバ
ルは美しいブレコンビーコンズ国立公園で開催
され、素敵な音楽を楽しめるだけでなく様々なイ
ベントが催される。

10月

ウェールズの各地で開催されるクリスマスマーケ
ットやフェアの１つを訪ねてお祭り気分を盛り上
げることができる。

カーディフ・ハーフ・マラソン

カーディフ| cardiffhalfmarathon.co.uk

カーディフの中心を走り抜け、
ウェールズ最大の
ロードレースを体験できる。
ウェールズ最大のロ
ードレースであるだけでなく、イベントでは複数
の慈善団体が募金活動を行い、約2万２千人のラ
ンナーが参加する。

ウェールズのイベントについて詳
細を知りたい方は、
visitwales.com をご覧ください。
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ウェールズへの行き方

便利で役立つ情報

ウェールズは思っているより近いかもしれない。
海外からも簡単に訪問でき、直接フライトでたどり着くか、英国の主要な拠点の1つを経由して来ることができる。
ロンドンからは高速道路でも直通電車でもわずか2時間。
カーディフ空港には世界中から50以上の直接ルートがあり、
そこ
で1度乗り換えれば900以上の地点から訪れることができる。
またロンドンのヒースロー航空とガトウィック空港、
ブリストル
空港、
バーミンガム空港、
マンチェスター空港からの高速道路 / 高速鉄道網を利用して、
ウェールズを訪問することもできる。

飛行機で

鉄道で

船で

カーディフ空港はウェールズの首都カーディフ
の郊外に位置している。
フライト情報や、道路、
鉄道、バス、
タクシーで空港に出入りする方法の
詳細について: www.cardiff-airport.com/en/
airport

英国では、ロンドン・パディントン駅とカーディフ
駅間で高速かつ頻繁な鉄道サービスがあり、2時
間ちょっとで行くことができる。
パディントン駅か
らカーディフ・セントラル駅への30分毎の出発が
あり、1時間毎の出発はそのままスウォンジー、
そ
の他のウェールズ西部への乗換駅まで向うこと
ができる。
北ウェールズ各地へは、
マンチェスター
やチェスターから電車が出ている。

アイルランドからウェールズまで毎日いくつかの
フェリー・サービスがあり、所要時間は数時間と、
気軽な距離である。

世界中の航空会社がロンドンの空港に飛んでい
るので、旅行代理店やツアーオペレーターに相
談して、自分の旅に最適なオプションを見つける
のがいいだろう。
バーミンガム空港、
マンチェスタ
ー空港、
リバプール空港にも数多くの国際線があ
り、
ブリストル空港はウェールズへのアクセスに
非常に便利だ。

一般的な鉄道関連の情報:
nationalrail.co.uk

ウェールズへのアクセスに便利な英国の空港:
バーミンガム国際空港

www.birminghamairport.co.uk

ブリストル空港

www.bristolairport.co.uk

リバプール ジョン レノン空港

www.liverpoolairport.com

ロンドン ガトウィック空港

www.gatwickairport.com

ロンドン ヒースロー空港

www.heathrowairport.com

ロンドン ルットン空港

www.london-luton.co.uk

ロンドン スタンステッド空港

www.stanstedairport.com

マンチェスター空港

www.manchesterairport.co.uk

ウェールズへの行き方の詳細:
www.visitwales.com/explore/travelmaps/international-travel
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アイリッシュ フェリー

ダブリン > ホリヘッド (1時間49分)

ロスレア > ペンブローク (4時間)

ステナ ライン

ダブリン > ホリーヘッド (3時間15分)

ロスレア > フィッシュガード(3時間30分)

ウェールズの基本情報

大きさ:

8,024 平方マイル (20,782 km2)
長さ:

上から下まで約140マイル (220 km)
人口:

便利で役立つ情報

国歌:

国立公園:

Hen Wlad fy Nhadau
(我が父祖の土地)

スノードニア、ペンブロークシャ
ー海岸、
ブレコンビーコンズ

赤い竜、
ラッパスイセン、
リーク

ワイ渓谷、
アングルシー島の海岸、
スリン半島、ガワー半島、
クルウィディアンヒルズ

国章:

国を代表するケーキ:

国を代表する極めて美しい地域:

3,000,000人 (および
9,000,000匹の羊)

ウェルシュケーキ

カーディフ (人口350,000人)

Disgled o de (美味しい一杯の紅茶)

ブレナヴォン産業用地、
ポントカサステ水路橋と運河、
グウィネズのエドワー1世の城郭と市壁

スノードン山 (3,560フィート/1,085 m)

641城

首都:

通貨:

GBPポンド(£)
(£1 = 約150円：2018年1月現在)

その他の主要な町/都市:

スウォンジー、
ニューポート、
レクサム
公用語:

国を代表する飲み物:

最も高い山:

最も長い川:

トウィ川 (75マイル / 120 km)
最も長いビーチ:

英語、
ウェールズ語

カーマーゼンシャーのケフンシダン
(Cefn Sidan) (8マイル / 16 km)

約500,000人

870マイル (1,400 km)

ウェールズ語話者:

守護聖人:

聖デイヴィッド

ウェールズの海岸沿いの道の長さ:

国鳥:

アカトビ

世界遺産:

城の数:

伝説の数:

無数

国民的スポーツ:

ラグビー、
サッカー
最も長い地名:

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch
(スランヴァイルプールグウインゲ
ルゴウゲールウクウィールンドロブ
ウリスランダスイハオゴゴゴッ)

ウェールズに関する
便利なウェブサイト:

www.wales-japan.com

www.gonorthwales.co.uk
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