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ワルシャワに

いるなら・・・



ワルシャワにいるなら・・・

あなたはスポーツファンですか？ お腹が空きましたか？ 好きな人がいますか？

お天気がいい日には？ 雨が降っているときは・・ 歴史に興味がありますか？

パーティーをしたいですか？ 音楽は大好きですか？ お子様連れですか？

短期滞在ですか？ あなたは本物の探検家ですか？ 出張中ですか？

快晴でも、雨の日でも、時間がたくさんあ
っても、時間が少ししかなくても、そんなこ
とは関係ありません。ワルシャワを観光す
ることは機嫌や天気がどうであろうと最高
の選択です。ワルシャワはその類ない歴史
であなたを魅了します。そしてその歴史の
新たな秘密を明かしてあなたを感動させま
す。ワルシャワには音と食文化そして情熱が
渦巻いています。家族で、カップルで、そし
て一人旅にも最適な緑豊かな近代的な都
市です。飛行機のチケットを購入してキャ
リーバッグに荷物を詰め込み、さあ旅に出
かけましょう！心配することは何もありませ
ん！私たちがワルシャワで何ができるかア
ドバイスします！



お天気がいい日には？
快晴の日にはやることが盛りだくさんあります。ワジェ
ンキ公園で無料のショパンコンサートを聴いたり、
サイクリングなど。ポレ・モコトフスキェ公園でピ
クニックをしたり、ビスワ川の土手を散歩した
り、ビスワ川にあるヨーロッパ最大の河岸ビ
ーチで遊ぶこともできます。このように自
然の懐に飛び込むのはいかがでしょ
うか？またヨーロッパで唯一ワルシ
ャワは国立公園に隣接している
都市です。そんな新鮮な空気
の中で遊んでいると時間
が経つのも早く感じる
でしょう
ワルシャワに夏訪
れるならダウ
ンは全くも
って不要
です

今流行の生き生きとした場所をお望みならプラツ・ズバビチェラに必ず足を
運んでください。ワルシャワのヒップスターや大学生と文化人の聖地です ポレ・モコトフスキェ公園



絵のように美しい夕日を見たり、ローラーブ
レードで遊んだり、開放的な青空バーでリラ
ックスしたり。ビスワ川の土手であなたのや
りたいことを見つけてください。展望台にの
ぼって川を航行する船や平底船や水上トラム
を眺めましょうか？お望みならばカヌーにも
チャレンジしましょうか？

サスカ・ケンパで綺麗な夏の日焼けでもしません
か？そしてポニャトゥフスキでビーチバレーを楽し
み、チェルニャコフスキ港では友達とパーティー
をしましょう。そんな風にあなたは好きなコース
を選ぶことができます。なんといってもワルシャ
ワには６つの河岸ビーチがあるのだから

昔、フレデリック・ショパンやキュリー夫人
など気品のあるワルシャワ人たちがこの辺
りを散策していたことを想像してみてくださ
い。古のままの魅力的なクラコフスキェ・プ
シェドゥミェシュチェ通りは、春夏には優雅
な散歩道になります。またほぼ一年中ベトゥ
リロ（Veturilo)の自転車も借りることがで
きます。国家遺産でありポーランド最大の
大学であるワルシャワ大学中央キャンパス
もお見逃しなく



雨が降っているときは・・
曇天になっても慌てないでください。見学できる博物館にはポー
ランドのユダヤ人博物館「POLIN」やショパン博物館や国立
博物館などがあり、そこに行けば雨に濡れることはありま
せん。そしてその後はショッピングしてゆったりしません
か。高級百貨店やファショナブルなブティックで、世界
的に有名なブランドや最高の「Made in Poland」
の品々があなたのお越しをお待ちしております。
徒歩で移動する必要はありません。便利な公
共交通機関でどこにでも行けます。
博物館見学とショッピングの合間には
数百件もある雰囲気の良い飲食店
へお立ち寄りください。香り高い
紅茶とほっぺたがおちるほど
美味しいチーズケーキを頬
張れば、雨が降っている
なんて忘れてしまいま
すよ

ポーランドのユダヤ人
博物館「POLIN」のユ
ダヤ人街の路地を散
策してみてください。
そして１７・１８世紀の
技術で再建されたシ
ナゴーグの迫力のあ
る天井を見上げてく
ださい。きっとその多
彩さに魅了されます
よ。釘を探しても見つ
かりませんよ！このシ
ナゴーグは釘を一つ
も使わず再建された
のだから

これは宇宙船ではありません。ワルシャワの地下鉄（メトロ）です。その
駅の一つ一つが其々のデザインで設計され、その近代的なデザインと
機能性があなたを魅了します。CNNはワルシャワのビルソナ広場(Plac 
Wilsona)のM1線のプラツ・ビルソナ駅を「ヨーロッパで最も素晴らしい
地下鉄の駅の一つ」と評価しました。またM2線駅のカラフルな内装はポ
ーランドの優秀なアーティストであるボイチェフ・ファンゴル氏により設計
されました。さあ地下鉄の旅に出て、公共交通機関での旅が興味深いこと
を実感してください

ポーランドのユダヤ人博物館「ポリン」 
WWW.POLIN.PL



壮大な「グルンバルドの戦い」の絵画を見つけてください。
「Faras」ギャラリーでは貴重な聖アンナの肖像画と２０世紀
の絵画もご覧ください。そして国立博物館で美術鑑定士にな
りましょう
WWW.MNW.ART.PL

「ズオティテラス（Złote Tarasy）」デパート

ショパン博物館ではこの偉大なるピアニストが最後に弾いたピアノをご覧ください。貴重なシ
ョパン自筆の書類をご覧ください。息を大きく吸い込んでショパンの好きな匂いを嗅いでくださ
い。そしてショパンをフランス人だと思っていたなら、この博物館を訪れた後にあなたは自分の
誤解に気付くでしょう
WWW.CHOPIN.MUSEUM/PL



ワルシャワで、あなたの目で、文化と時代が交差する場所を直接
見ることができます。まずは世界中で最も新しい「旧市街」
をご覧ください。信じ難いことですが第二次世界大戦後
に再建され、しかもあまりにも正確に再現されたので
UNESCOの世界遺産に登録されたのです。次にエレ
ガントな王の道を散策しましょう。街道沿いには
異なる様式のポーランド国王の３つの別荘をご
覧になることができます。また人々の歴史が
染み込んだ唯一戦争で破壊されなかった
プラガ地区の旧ユダヤ街もご覧くださ
い。そしてワルシャワ蜂起博物館で
は自由を得るために繰り広げら
れた勇敢な歴史を学ぶことが
できます。最後にポーラン
ド一高くポーランドで最
も象徴的なモニュメ
ントの文化科学宮
殿の廊下を歩
いてみては
いかがで
すか

ビスワ川方面から王宮をご覧くださ
い。数百年前にもほぼ同じ景色が広
がっていました。これは画家である
キャナレットの非常に正確な絵画の
お陰で数年前に王宮の庭園を再現
できたからです。また戦後彼の絵画
は旧市街再建の貴重な参考資料に
なりました。キャナレットの絵画は
王宮博物館でご覧いただけます
WWW.ZAMEK-KROLEWSKI.PL

ワジェンキ公園博物館
WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL

歴史に興味がありますか？



ワルシャワ蜂起博物館ではワルシャワを理解する鍵となる歴史を学んでください。まずリベレー
ター爆撃機の正確なレプリカをご覧ください。そしてワルシャワ蜂起の時に撮影された画像や
3D技術を用いて制作された、戦争がもたらした破壊を実際にご覧ください。また何百枚もの写
真をご覧になり、自由を取り戻そうと戦う首都の音色をお聞きください
WWW.1944.PL

ビラノフ宮殿ではポーラ
ンドとヨーロッパの偉大
な王の一人である人物の
まだ知られざる面もご覧
ください。例えば、このヤ
ン・ソビエスキ3世はウィ
ーンの門前でトルコ軍を
勇ましく撃退しましたが、
同時に愛情に溢れた夫で
優しい父親であったことを
ご存知でしたか？ではビ
ラノフにあるヤン・ソビエ
スキ3世博物館で見事な
バロック様式の内装や貴
重なコレクションの数々
や宮殿の前にある魅力的
な庭園をご覧ください
WWW.WILANOW-PALAC.PL

この場所は今も数々の共産主義時代の秘密を秘
めています。地下秘密通路や地下室や未開の部
屋など、文化科学宮殿の秘密を知りたくはありま
せんか？
WWW.PKIN.PL



秘密を一つ明かしましょう。ワルシャワを
一望できる場所があります。文化科学
宮殿の30階にのぼり周りを見回し
てください。感動するでしょう？
次回ワルシャワに来る時に見
るべきものが増えました
ね！さあ、飛行機に乗り
遅れたら大変ですか
らどうぞお戻りく
ださい！またの
機会にお会
いしまし
ょう！

短期滞在ですか？



本物の探検家の気分を味わいたいならワルシャワの未知
なる部分に入り込みましょう。黄昏どきに街灯を回って
火を灯す「点灯屋さん」を見たことはありますか？ワ
ルシャワ市立公園の「アグリコラ公園」で会うこ
とができますよ。ネオン博物館では破棄を免
れ残っている数十個のネオン広告をご覧い
ただけます。また目を疑うような壁画を
見ながらワルシャワ市の歴史に思い
を馳せてください。それからワル
シャワ都心にある、まるでほの
ぼのとした田舎から持って
きたようなフィンランド
風の木造家屋街も訪
れてください。この
ようにポーラン
ドの首都はサ
プライズだ
らけ で
す

ペンキ缶を抱いた聖母マリア様、操り人形の兵士、チベットのお坊さん、巨大な卵を温めている
鶏。これらの共通点はなんでしょう？これは全てワルシャワの建物の壁に描かれた壁画です。ス
トリートアート・ギャラリーの壁画をできるだけたくさん見つけましょう！ポビシレ区そしてプラ
ガ・プウノツ区とムラノフ区で多く見られます

クラシンスキ広場にあ
る最高裁判所の象徴的
な門をくぐる時には、第
二次世界大戦中この全
く同じ場所にユダヤ人
ゲットーへ通じた門が
あったことを思い出して
ください。信仰心と希
望そして愛情の化身で
ある、屋根を支える素
晴らしい乙女像をお見
逃しなく

流行りのソーホーファクトリー（Soho Factory）のネオン博物館で、ネオン広告の失われた輝きを発掘してくださ
い。ポーランド人民共和国（PRL）の検閲で束縛されていたアーティストにとって、イマジネーションを自由に表現
できる数少ない機会がこのネオンデザインだったのです。その後ネオンは人気を失いましたが、マニアのお陰で忘
れ去られずにすみました
WWW.NEONMUZEUM.ORG

あなたは本物の探検家ですか？



休みの時間になったらスーツとビジネスのストレスを脱
ぎ捨てましょう。選択肢は同僚とクレージーな外出、ビ
スワ川沿いのジョギングや友人との穏やかな夕食。ワル
シャワでは何でもできます

朝6時。高級ホテルで起床。コーヒーを素早く飲
んで、株価をチェックして、プレゼン用資料を
書き終えて数か所に重要な署名をする。そ
してタクシーに乗ってミーティングと会
議の渦に飲み込まれる。輝く高層ビ
ルは一見するだけ。有名なリーブ
スキンドの帆のようなビルとフ
ォスターのカミソリ刃のよう
なビル。迫力あります。
ヨーロッパの中心にあ
るこの都市で常に
重 要な 決 断 が
下されている
と 感じま
すよ ね

出張中ですか？



スカーフ、スポーツウェア、国旗、ブブ
ゼラと試合のチケット。必要な道具
を全てキャリーバックに詰め込
んでワルシャワへGO！国立競
技場で6万人もの観客がサ
ッカーやバレーボール
の選手たちに力いっ
ぱい声援を送ると
きの気分は最
高です！フ
ァイト！

応援するのはいいけど、まずソファーから起き上がってください。今日はビスワ川の土手をサイク
リングツアー！明日は屋外で筋トレ。週末は川でカヌーをする。数か月後に体調が良ければワル
シャワマラソンに出場してみてはいかがですか？
WWW.PGENARODOWY.PL

あなたはスポーツ
ファンですか？



選ぶのが難しいですね。ニシンの酢漬けかビ
ゴスか、バルシチやジュレック、ピエロギかピ
ズィか、ジグムントゥフカかブー・ゼットカのケ
ーキか？全部食べてみましょう！そして見つけ
た新しい味をワルシャワ最高のお土産にしまし
ょう。お試しあれ！

ポーランド語で「恋愛への道は胃袋に通ずる」と言われていますが、あ
なたの場合もそうでしょうか？もしもそうであればワルシャワはあ
なたの胃袋をバッチリつかむでしょう。世界中の味覚とよい香り
がこの都市を包み込んでいます。ワルシャワ料理はこの都市
と同じく多様で多文化、そしてジューシーでパワフルです
高級レストランに予約を入れてはいかがでしょうか。ま
たはバル・ムレチニェ（Bar Mleczny）を訪れて昔
のポーランド人民共和国（PRL)の雰囲気を味わ
ってみませんか？伝統的なお菓子ブー・ゼット
カ、絶妙なジグムントゥフカと素朴なアイ
スクリーム、こんな現地のお菓子にきっ
と魅了されますよ。朝食市場（Targ 
śniadaniowy）に顔を出し、芝生
に座ってワルシャワの朝ごはん
を味わいましょう。でも食事
が聖なる儀式であること
は言うまでもありませ
ん。急いではいけま
せん

お腹が空きましたか？

ワルシャワの最高にお洒落なグルメを味わいまし
ょう。夏にそして楽しい遊びがある場所にはフー
ドトラックもあります。素朴ですが美味しい世界
中の料理が販売されワルシャワの人々の心を魅了
しています



「愛しています」をワジェンキ公園の人気のない小
道や人目のない旧市街の路地で聞きたくはありま
せんか？人生で最も重要な問いかけである「
私と結婚してくれませんか？」を雪の舞う中
そしてホットチョコレートを飲みながら
聞きたくありませんか？婚姻の言葉「
はい」を述べて、ビスワ川沿いの大
学図書館の屋上にある美しい
庭園で結婚写真を撮りませ
んか？ワルシャワはロマ
ンチックな映画のセッ
トのようです。ここ
であなただけの
映画の主役に
なりません
か？

都会に繰り出しましょう！まだ夜は浅
くあなたは元気いっぱい。先ずはビス
ワ川沿いのバーでリラックスして、そ
の後は人気のプラツ・ズバビチェーラ
とマゾビェツカ通りの流行のクラブで
フィーバー。零時まではフードトラッ
クで軽食休憩して、雰囲気のあるプラ
ガ・プウノツへGO！翌日は頭が重いけ
ど、いいでしょう。人生一番の夜を過
ごすのだから！

恋人と雰囲気の良い写真を撮影をしたいならワルシャワ
大学図書館の屋上庭園を訪れましょう。屋上の頂点のア
ーチ型の橋からは都市の美しいパノラマを見ることがで
きます。新郎新婦がここで結婚写真の撮影を行うのは無
理もありませんよ

ビスワ川のほとりの夜

好きな人がいますか？ パーティーをした
いですか？



ワルシャワは、大好きなアーティストを聞くためには何でも
するあなたみたいな熱狂的な人を大歓迎します！好き
なジャンルに関係なく誰でも楽しめます。ジャズは旧
市街で、世界的ポップスターのコンサートは国立
競技場で、クラブ音楽、オペラ音楽、ダンスを誘
う30年代のビッグバンド、そしてもちろんフ
リデリック・ショパンの音楽。ワルシャワ
のどこにいても音色が聞こえます。ワジ
ェンキ公園の美しい庭園の無料ピ
アノコンサート、国際ピアノコン
クール、音楽フェスティバルや
ここにしかない「ショパン
の有名な曲を奏でるベ
ンチたち」もお見逃
しなく。目を閉じ
てワルシャワの
音色を満喫
してくだ
さい

ショパンをこよなく愛する
なら、彼とセルフィー（自
撮り）する機会をお見逃し
なく！アプリをダウンロー
ドしてショパンに関連深
い７つの場所でショパンと
一緒にセルフィーしましょ
う。これは帰国直前にワル
シャワの飛行場でもでき
ますよ！
WWW.CHOPIN.WARSAWTOUR.PL

音楽は大好きですか？
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コペルニクス科学館
WWW.KOPERNIK.ORG.PL

博物館の入場券 公共交通機関の切符5枚 ランチ

都市の4分の1
は緑です。

ワルシャワを訪れ
た94％の観光客が

ショットグラス5杯

人口

ワルシャワ

あなたも少しだけ子供に戻りませんか？科
学実験やレーザーショーやアドベンチ
ャーパークではしゃぎたいですよね。
コペルニクス科学館やマルティメ
ディア噴水公園や現代的な遊
び場は、ワルシャワであなた
とお子様が楽しめる場所
の一部にしか過ぎませ
ん。こんなに「お楽
しみ」が待ち構
えているなん
て！

700円しか持っていませんか？*

*日本円をポーランド通貨（ズロチ）に換金することをお忘れなく！

お子様連れですか？


