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デュッセルドルフではすべてが近くにまとまっています。 デュッセ
ルドルフは、名前に「ドルフ（村）」が付いているドイツで唯一の大
都市です。 しかしデュッセルドルフは今では国際的大都市になっ
ています。 デュッセルドルフのいたるところで保たれている寛容
で世界に開かれたライフスタイルに、その名前はぴったりです。

デュッセルドルフを居心地良く感じるのはなぜでしょうか？ ライ
ンラント人にはそれは欠かせないものです。 有名な地ビール醸
造所や Rheintreppe ライン川に面した階段に腰を下ろしてくださ
い。 どこでもすぐに会話が始まることに気づくでしょう。 

このパンフレットからインスピレーションをもらいましょう。 有名
な建築や人気の場所について興味深い詳細が得られます。 数多
くのちょっとした歴史を説明し、特に写真撮影の価値がある場所
も紹介します。

皆さんとこの街を共有できれば幸いです。
DüsseldorfTourismusのチームより。

#VisitDuesseldorf

デュッセルドルフ
にようこそ
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アルトビールと醸造所
レストラン
Altstadt アルトシュタット（旧市街地）
ですぐに欠かせないものになる理由

ストリートカフェ、散策
それともショッピング？

「ケー(Kö)」を華麗な大通りにして
いるもの

ゲーリーの建築作 
品とセルフィー
MedienHafenで撮影すべきもの

河畔、羊そして
河の流れ

ラインを最も濃く体験 
できる場所
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良好な近所付き合い
ウンタービルクがMedienHafen
に魅力を添えているわけ

都会的、 
反抗的、粗野
フリンゲルンをクリエイティブ 
地区にしているもの

クンストブンカー、トンネル
地下室、トリンクハレ
どこにでも芸術がある場所

城と皇帝居城
ベンラートとカイザース

ヴェルトの魔法

Schäl Sick
オーバーカッセルがベストな眺めをもたらす理由
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中心街
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中心街

デュッセルドルフではすべてが近くにまとまっています。
ラインラント人はたいてい郊外に移っています。 
Altstadt アルトシュタット（旧市街地）では「世界一長い
バーカウンター」で楽しく時を過ごせます。
260軒を超える居酒屋、バー、レストランがそれぞれの
好みに合うものを提供します。
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旧市街地
Altstadt
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おすすめ
歴史的なAltstadt アル
トシュタット（旧市街地）
とその歴史についても
っと知りたいならば、ア
ルトシュタット（旧市街
地）ツアーを予約してく
ださい。 美味のシュマ
ンケル(Schmankerl)だ
けに集中したい人は、
マスタードやスパイス
の店でも行われる3時
間のフードウォークに
参加できます。 詳細: 
www.visitduessel- 
dorf.de

世界一長いバーカウンターはどこにあり
ますか？

「世界一長いバーカウンター」は1軒の酒
場にあるのではありません。 実際には、デ
ュッセルドルフのAltstadt アルトシュタット

（旧市街地）の260軒を超える居酒屋、バ
ー、レストランが一体となった小宇宙全体
を指しています。 そこはすでに350年前か
らすべての社会層のるつぼです。 最新ファ
ッションのブティックや美術館、地ビール
醸造所であろうと、探しているものすべて
が見つかるデュッセルドルフの地区です。 

アルトビールは他のビールと何が違いま
すか？
アルトビールは、いわゆる伝統的なクラフ
トビールのことです。 醸造技術がおそら
く新たに考案されるずっと前から、アルト
ビールはすでに常に手作りされていまし
た。 アルトビール独特の褐色で、とてもお
いしいです！

ウェイターが私に不親切なのはなぜ？
地ビール醸造所のウェイターが不愛想に
働いていても驚かないでください。 それは
ウェイターの仕事の特徴の1つですが、核
心をついています。 醸造所は一般的なラ
インの生命感を最もよく体現しています。 
地ビール醸造所の独特の雰囲気である、
長い木製テーブル、大盛りの食事、楽しい
会話が人々を引き合わせます。 ここでは誰
でもその雰囲気に身を置くことができ、 
Köbes (ケーベス)(ウェイター)が樽から出

したばかりのアルトビールを提供してくれ
ます。 おすすめ： コースターを0.2リットル
のグラスの上に置くまでずっとビールが運
ばれてきます。 夏には夜でも地ビール醸
造所や酒場の前の屋外で立ち飲みします。 
宿にお帰りですか？ 全く問題ありません！ 
ハインリッヒ・ハイネ・アレーには地下鉄
が通り、タクシーが待機しています。

なぜフードウォーク(Food-Walk)をやって
みた方がよいのですか？
紙皿の有名なピザからアジアのストリート
フード、そしてアンドレアス地区の高級ス
テーキまでの多様で国際的な食事の提供
は他にはありません。 醸造所ではメニュー
に田舎料理が載っています。 特に人気な
のは、 ライン風ザウアーブラーテンです。

伝統的なヴォッヘンマルクトにもストリート
フードがありますか？
デュッセルドルフの中心部にようこそ。 
Carlsplatzにようこそ！ 炊き出しやパティ
スリーに取り囲まれ、店自慢のおいしい料
理が驚くほど幅広くあり、写真撮影はもち
ろん許可されています。 色と香りのお祭
り。 市場は昨年再編されました。 多くの最
新のストリートフードコンセプトが採用さ
れ、すばらしいワイン醸造業者のワインが
量り売りされ、同時に多くの花屋、肉屋、鮮
魚店は、以前は市場がまだ毎日夜には露
店をたたむ必要があったことを逸話ふう
に語りかけます。

Carlsplatz

中心街

Köbes

写真： Sabrina Weniger
© Wochenmarkt Karlplatz GmbH & CO. KG

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
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Altstadt アルトシュタット（旧市街地）では
一体何が今も本当に古いのですか？
かなりたくさんあります。 デュッセルドル
フが都市としては比較的若いにもかかわ
らず、その前身の漁村に歴史がないわけ
ではありません。 実際に「ドルフ・アン・デ
ア・デュッセル(DorfanderDüssel)」に戻る
と、ゴシック様式のクロイツヘレン教会、
最初のデュッセルドルフ修道院の聖堂の
周辺で感じられます。 近くのシュティフツ
プラッツには、小さくてかわいいれんが造
りの家に囲まれた、聖ランヴェルト教会が
そびえています。 傾いた教会塔は、デュッ
セルドルフのスカイラインで印象的なシ
ンボルの一部になっています。 同時に教
会塔は道しるべであり、すなわちそれ以外
は混雑するアルトシュタット（旧市街地）の
最も静かな部分にあります。

  Die Auseinandersetzung

中心街

おすすめ
Altstadt アルトシュ 

タット（旧市街地）はい 
つでも多くのミュー
ジシャンが集う場で
した。 Kraftwerkや

TotenHosenなどの有
名なバンドのルーツは
ここにあります。 ドイツ
のパンクシーンは1970

年代終わりにラッティン
ガーシュトラーセで偶然
生まれました。 デュッセ
ルドルフのポップミュー

ジックの歴史で重要な
15個所を走破したい人
には、オンラインガイド

「Soundof#urbanana」: 
www.nrw-tourismus.
de/soundofurbanana

があります。

アルトシュタット（旧市街地）で議論してい
る男たちは誰ですか？
このブロンズ像は「Auseinandersetzung 
(論争)」という名称で、1970年半ばに作製
されました。 これはアルトシュタット（旧市
街地）の中央通りで台座の上ではなく、路
面の高さに立っています。 彫刻家カール=
ヘニング・ゼーマンのグループは当時、第
二次世界大戦を生き延びた両親や祖父母
との1968年世代の対立を描き、議論にお
ける互いの無理解を示しました。 いつの
まにかこの街で最も写真に撮られる芸術
作品になりました。 仲裁者として2人の男
たちの間に入るということが、いやおうな
く心に浮かんできます。 確かにそれは一
般的な現象です。 この2人をはじめて見た
人は、「Dicken(巨漢)」か「Dünnen(やせ)」
の味方になろうとします。

https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
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アルトシュタット（旧市街地）を訪れるときに忘れてはならないこと 
は何ですか？ Et Kabüffkeの食後酒です。 デュッセルドルフのハー
ブリキュールであるグラス1杯のキレピッチュ(Killepitsch)です。  
特色： 客が狭いところに押し込まれています。 実際にはKabüffke
では立っている人よりも座っている人の方が多く支払います。 小さ
なテイスティングルームは簡単に見つかります。 醸造所ユーリゲ
(Uerige)と観光案内所の向かいです。



7カ所、10カ国語

停車ごとに歴史を説明します。

大人  18ユーロ 
子供  8ユーロ

www.duesseldorf-tourismus.de/
en/public-guided-tours

DüsseldorfCard
で3ユーロ割引*3 €

主催者  
Düsseldorfer CityTour e.K.

Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf

* 大人料金の場合。 大人1人の料金で子供2人が無料になります。

オンラインで予約できます

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/


 
Düsseldorfer 

Senfladen

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 
10 – 14 Uhr; 15 – 19 Uhr 
Freitag und Samstag:  
10 – 19 Uhr

Bergerstraße 29
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211/83680-49

Regionale Senfspezialitäten und Senfmuseum
 

LS Laden Anzeige 148x210.indd   1 18.07.18   09:18
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おすすめ
ケー(Kö)はショッピング
街や散歩道だけではあ

りません。 大通りでは
多数の催し物も行われ
ます。 テーマとしては、

ブックフェアからグルメ
フェスティバル、そして
マラソンや自転車ロー
ドレースなどのスポー
ツイベントまで多岐に
わたります。 詳細はオ
ンラインカレンダーを

ご覧ください： 
www.visitduessel-

dorf.de

Kö-Bogen

有名な通りの名前は何に由来しますか？
「ケー(Kö)」は以前、印象的な並木にちな
んでカスタニエンアレー(Kastanienallee)
と呼ばれていました。 1848年にプロイセ
ン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は、ど
ちらかといえばのどかなデュッセルドルフ
の訪問について通達しました。 住民は不
公平だと感じられたプロイセンの命令に
対して激怒しており、無政府主義的な意思
表示として馬糞を王に浴びせました。 そ
の一部は、実際に王のマントに当たった
そうです。 その後王室を再び寛大な気持
ちにさせるために、カスタニエンアレー

(Königsallee)（マロニエの並木道）をあっ
さりとケーニッヒスアレー（王の並木道）に
改名しました。

ここでは本当にすべてが手が出ない値段
ですか？
もちろん、お金をいくらか貯めておくこと
は絶対に損にはなりません。 ショッピング
マニアは、欲しいと思う高級ブランドをす
べてここで見つけられます。 しかもお買い
得です。 とにかくストリートカフェの1軒に
座ってカフェオレを注文して、道行く人々を
観察しましょう。 まさにファッションショー
にいるかのようです。

allee

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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ショッピング  Kö-Graben  

緑色のオウムが木々の間を飛んでいるのは
なぜですか？
この賢い鳥はここに無料で住んでいるか
らです。 ワカケホンセイインコは本来はた
いていアフリカやアジアに生息しますが、
数年前にライン地方に移ってきました。 イ
ンコはデュッセルドルフでよりによって最
もふさわしい移住場所を選びました。 一
日中この緑色の鳥たちは近くのホーフガ
ルテンを飛び回っています。 ケーニッヒス
アレーが暗くなると、大自然の見せるすば
らしい景観を堪能します。 できます。 そし

てオウムたちが戻ってきてケーのプラタナ
スの上で良いところを探します。

ケーニッヒスアレーには橋はいくつありま
すか？
3本あります。 橋はその美しい景観に、ち
ょっとした写真撮影用の背景パネルとし
て特に良く合っています。 北端には美し
いコルネリウスプラッツ(Corneliusplatz)
や建築的に卓越したケー・ボーゲン
(Kö-Bogen)だけではなく、ドイツ最古の
公共公園であるホーフガルテンもあり
ます。

中心街
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なぜ建築家たちは１つの様式に合わせる
ことができなかったのでしょうか？ 
古い港の再開発はデュッセルドルフの
最も華麗なプロジェクトの1つです。 ここ
では過去30年間にヘルムート・ヤーン
(HelmutJahn)、デイヴィッド・チッパーフ
ィールド(DavidChipperfield)またはレン
ツォ・ピアノ(RenzoPiano)などの国内そし
て国際的に名高い建築家たちが自らの名
前を不朽のものにしました。 特筆すべき
は、建築の多様性が川や水運とクリエイテ
ィブな関係を生み出していることです。 建
物にはWolkenbügel(ヴォルケンビューゲ
ル)、SIGN!、TheLivingBridgeなどの固有
の名称があります。 MedienHafen（メディ
アハーフェン）は楽に歩き通せます。

Rheinturm (ラインタワー)の上で点滅
しているライトは何ですか？
ライン川の船のための信号灯のように 
見えるものは、実はこの街で最大の時計 

おすすめ
デュッセルドルフの 

ウィンドウテスト： 十分
に勇気がある人は、ラ

インタワーの斜めのガ
ラス面に立つことよい
でしょう。 すると、驚嘆
するような鳥瞰図が目

の前に広がります。

です。 これは10進法の時計で、見方をマス 
ターすれば、時間を秒単位まで正確に把
握できます。 ライトは上から下に向かって
時間の10の桁、1の桁、そして分の10の桁
を示します。ちなみに、Rheinturm(ライン
タワー)は240.5メートルで、この町で一番
高い建物です。 展望台の隣にレストラン
もあります。

古い港湾クレーンはまだ稼動していま
すか？
港湾クレーンは今日では写真のモチーフ
としてしか使われていません。 しかし、伝
統的なドック作業がいつのまにか一部
が隣接するノイスに移されてしまっても、 
MedienHafen（メディアハーフェン）では
泥まみれで粗野な港の雰囲気が今日も感
じられます。 岸壁、錬鉄の手すり、線路は、
錆に覆われ、かつての活気ある雰囲気と
は対照的な魅力です。 

Hafen
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おすすめ
どのようにして魅力
的な建物についても
っと体験できますか？ 
DüsseldorfTourismus
のメディアハーフェン
ツアーに参加するだ
けです。
www.visitduessel-
dorf.de 

Pebble’s  ゲーリーの
建築作品

岬の端にあるUFOは何ですか？
デュッセルドルフの最も美しい見所の1つ
はPebble’s-Terrasseで、その裏に高級な
ハイアットホテルがそびえ立っています。 
UFOに似たアルミ板張りのパビリオンで
誰もが座って夕暮れ時の一杯を飲むこと
ができます。 ここは間違いなく特別な場
所です。 なぜなら、目の前にはありのま
まのの姿の街と川のパノラマが広がるか
らです。

自撮り写真に人気のスポットはどこです
か？
ゲーリーの建築作品(Gehry-Bauten)の前
にインスタグラマー、ファッションカメラ
マン、市民講座コースの参加者たちが次
々とやってきます。 ここは本当にいつも被
写体となっています。 白、銀、赤の3棟のダ
ンシングタワーはMedienHafen（メディア
ハーフェン）で人目を引いています。 斜め
の壁、曲がったタワー、壁と一緒に傾いた
窓など、どのディテールも写真に撮る価値
があります。 すでにビルバオに魅力的な
グッゲンハイム美術館を設計したカリフ
ォルニアの建築家、フランク・O・ゲーリー
(Frank O. Gehry)がデュッセルドルフに見
事な贈り物をしました。 互いに隣接して立
つ3棟の建物にはまっすぐな部分がありま
せん。 特に広告業界の人々、弁護士、建築
家の住居として使われている建造物群は
ノイアー・ツォルホーフ(Neuer Zollhof)と
呼ばれます。

中心街

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
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デュッセルドルフは昔からずっとライン川の
ほとりに接していたのですか？
今では想像できないことですが、以前は 
毎日55,000台の自動車がライン川に直接
沿って走っていました。 そこでライン河沿
いに街の活気を取り戻すという、デュッセ
ルドルフの世紀プロジェクトが発足しまし
た。 そして 1995年以来、ライン河畔遊歩道
での散策が再び可能になっています。 波
形模様のついた舗装道路がライン川のそ
ばに採用されています。 そのうちにここは
歩行者やサイクリストだけではなく、ヨー
ゼフ・ボイス・ウーファー(Joseph-Beuys-
Ufer)に多くのスケーターも元気に走り回
っるようになりました。

ライン河畔の散策がお勧めなのはなぜで
すか？
ここには素顔の街の生活があるからです。 
歩道や自転車道を通ると、ここでペタンク
のボールを投げている人たちをよく目に
するでしょう。 あるいは時々、ヨハネス・ラ

おすすめ
デュッセルドルフにい

るならば、視点をちょっ
と変える必要がありま
す。 気晴らしのための

最も美しいバリエー 
ションの1つは遊覧船 
です。 MedienHafen 

（メディアハーフェン）
を短く一周したりカイ
ザースヴェルトまでの
コースが選べます。 詳

細: www.visitduessel-
dorf.de

ウ記念碑前で踊っているタンゴダンサー
にも気づくでしょう。 MedienHafen（メディ 
アハーフェン）からクンストアカデミーま
で、またはその逆の2キロのコースは素晴
らしい散歩になります。 道の途中ではラ
イン河畔のプラタナスが特別な雰囲気を
もたらし、その生い茂る木々がよく撮影さ
れています。

街の真ん中にどうして羊がいるのですか？ 
オーバーカッセルのライン河川敷には、春
から秋まで羊がいます。 大都市の真ん中
に羊がいることで、のんびりとした雰囲気
を醸し出しています。 おとなしく草を食む
羊は、デュッセルドルフの街の風景から無
視することはできません。 誰も知らないこ
とですが、羊の群れは重要な仕事をしてい
ます。 羊のおかげで草が短く保たれます。 
そうでないと河川敷を常に刈り取る必要
があるでしょう。 そして羊はその体重のお
かげで芝生ローラーと同様に堤防保全に
役立ってます。

ライン川

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/


19

 クーナ・マウアー

コンサートホール
のテラス

ライン川の流れを眺めるベストスポットは？
カーゼマッテン(Kasematten)にあるコン
サートホールのテラスから、あるいはブル
クプラッツ(Burgplatz)にあるRheintreppe 
(ライン川に面した階段)から眺めるのが
おすすめです。 階段は貨物船や旅客船
を見るのにライン川で最適の場所という
だけではありません。 そこに腰掛けると
いうことは、大規模な芸術作品の真ん中
に身を置くということです。 以前デュッセ
ルドルフの芸術アカデミーの学生であっ
たヘルマン=ヨーゼフ・クーナ(Hermann-
Josef Kuhna)教授は、美術学生20人と共
に7,400時間かけて、むき出しの石壁に
絵を描きました。 今日では「Rivertime」
はカラーのセラミック片でできています。 
ポートレート写真の完璧な背景となるで
しょう！

Kasematten 

中心街
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芸術と文化
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 K20

Kunstakademieが輩出した名だたる芸
術家は？
Kunstakademieは、世界的に有名な多数
の芸術家をこれまで送り出しました。 ゲ
ルハルト・リヒター(GerhardRichter)や
ヨーゼフ・ボイス(JosephBeuys)などの教
授は、影響力のある優れた指導者でした。
ベルントとヒラ・ベッヒャー(Bernd und 
Hilla Becher)の流れを汲む「ベツヒャー派 
(Düsseldorfer Fotoschule)」は特に魅力的
です。 この派を代表する写真家にはトーマ
ス・ルフ(Thomas Ruff)、トーマス・シュト
ルト(Thomas Struth)、そしてアンドレア
ス・グルスキー(Andreas Gursky)がいま
す。1999年発表のその作品「Rhein II」は世
界一高価な写真とされています。 ニュー
ヨークのオークションで当時310万ユーロ
で落札されました。

ガラスドームの下で25メートルの高さのネ
ットをどこまで上れますか？
超現実的な風景のように、トマス・サラ 
セーノ(Tomás Saraceno)の2,500平
方メートルに及ぶインスタレーショ
ン「in orbit」がK21シュテンデハウス
(Ständehaus)の広場の上に広がっていま
す。 冒険心のある人は透けて見える3つの
平面に配置されたスチールネットに上っ
て楽しんでみるのもいいでしょう。 何人も
が同時に上ると、クモの巣上のクモのよう
に、他の訪問者に振動で気づきます。 宙
に浮いている空間は、そのようにして関
係、共鳴、相互依存的通信の振動ネットに
なります。

おすすめ
乗り降り自由のバスは真
のカルチャータクシーで
す。 このバスは「芸術ア
カデミー」前にも停車し
ます。 この停留所は、旧
市街と広場の主要な美
術館を訪れるのに最適
な場所です。 赤い2階建
てのバスには、中央駅や
メディアハーフェンまた
はブルクプラッツで乗る
ことができます。 詳細： 
www.visitduessel-
dorf.de

何のためにそれほど頻繁に人々はK20の
カラフルな壁の前に立つのでしょうか？
グラッベプラッツ(Grabbeplatz)にある芸
術コレクションK20の黒光りする建物を背
景にすると、色鮮やかで人目を引きます。 

「Hornet」は壁いっぱいに広がるモザイ
クで、イギリス生まれのアメリカ人芸術家
サラ・モリス(Sarah Morris)がパウル・クレ
ー・プラッツのために製作しました。 カラ
フルなガラスのタイルは最も人気の写真
モチーフです。

K20からK21にはどのようにして行きま
すか？
とても便利です。 美術館K20グラッベプ 
ラッツとK21シュテンデハウスの間には無
料シャトルバスが運行しています。 さらに 
デュッセルドルフでは中心部に様々な業
者の無数のレンタル自転車があります。 自
転車では美術館の門から次の美術館の門
まで約10分です。

どの建物が俗に言う Kunstbunker の名前
を使っていますか？
ブルータリズムの典型的な代表であるク
ンストハレ(Kunsthalle)はK20の向かいに
あります。 プレハブ式コンクリートで建設
されています。 あまり知られていないこと
ですが、世界的に有名なオープンエアのア
クションアートを無料で提供しています。 
クンストハレのファサードから突き出てい
る、ヨーゼフ・ボイスが作製した黒いスト
ーブの煙突を見つけてください！ ボイスは
建築様式の最も先鋭な批評家の1人で、美
術館に新風を吹き込もうとしました。

K21

中心街

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
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なぜ人々はクンストパラスト内で横になっ
て、天井を見つめているのですか？ 
エーレンホーフ(Ehrenhof)にあるクンスト
パラストは活気ある芸術の家です。 コレク
ションにある絵画、版画、彫刻、ガラス細工
はアンティークから21世紀のものまで幅
広くあります。 芸術を正しく体験するため
には、別の視点から見てみることも必要で
す。 天井にモザイク様式で取り付けられた
ナム・ジュン・パイク(Nam June Paik)のビ
デオ作品「Fish Flies on Sky」は仰向けに
横たわると一番良く見えます。 心配ありま
せん。 大きなカウチの上で実に快適に横
になれます。 

トンネル立坑が残ったままの場合、デュッ
セルドルフではどうしますか？
1993年にライン河畔の道路はライン河
畔遊歩道を作るために地下に移されまし
た。 その際、トンネル通路の間に約140メ
ートル長の楕円形のスペースが残ったま
まになりました。 この空間を利用しないま
ま放っておくには大きすぎてあまりに奇妙
でした。 そこでまず初めに試験的な展覧
会を開催した後、2007年に最新の同時代

おすすめ 
UrbanArt-Walkは毎土
曜日12:00～14:00に行

われます。 Urban-Art-
Galerie Pretty Portalの

ギャラリーオーナー兼
キュレーターのクラウ

ス・ロスコーテン(Klaus 
Rosskothen)がデュッ

セルドルフの壁の魅力
的な芸術作品を紹介
します。 デュッセルド

ルフならでは： 「Pdot」
のビデオゲームパック
マン由来の「モンスタ
ー」ステッカー。 詳細: 

www.visitduessel- 
dorf.de

的芸術のための場所になりました。 「KIT - 
Kunst im Tummel(トンネル内の芸術)」は
毎年約4回から6回特別展を展示していま
す。 テーマは彫刻、絵画、写真、映像、イン
スタレーションアートです。 定期的にライ
ブ音楽のイベントが行われる地上のカフ
ェ・パビリオンを通って入場します。 さらに
テラスを通って入場することもでき、その
テラスから外を見るとライン川に加えて素
晴らしい眺めが楽しめます。 

「New York Times」の記事に取り上げら
れた6つの地下鉄駅はどうして評価された
のでしょうか？
駅を降りたら、そこは芸術作品。 いわゆ
るヴェーアハーン線の6つの駅は旅行
者の乗り継ぎ地点以上のものです。 そ
のデザインはエンジニアと芸術家が一
緒になって創り上げました。 各駅には
個性があり、絵画、彫刻、インタラクティ
ブ、ソニック、ジオメトリックの要素を持
っています。 グループ向けには、英語に
よる個別ガイド付きツアーもあります。 
詳細: www.visitduesseldorf.de

Kunstpalast

中心街

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren/duesseldorf-kunst-kultur/wehrhahn-linie-duesseldorf/
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サメ、ペンギンそしてワニがノルトパークで
何をしているのでしょうか？
日本庭園があるノルトパークは、この町で
最も美しい緑地です。 ここには整然とし
た花壇、噴水、価値のある木々だけでは
なく、500種を超える動物も見られます。 
サメ、ペンギン、ワニが、トリクイグモやヘ
ビと同様にそこにいます。 しかし心配はい
りません－動物が自由に走り回ることはあ
りません。 公園の真ん中にある水族館レ
ベッケミュージアムで見ることができます。

あちこちで広告塔の上に立つ像は何で
すか？
キスしているカップル、手に子どもを抱く
女性、写真を撮っている男性、これは実際
に生きている人間に見えますか？ いいえ、
デュッセルドルフの芸術家クリストフ・ペ
ゲラー(Christoph Pöggeler)がポリエステ
ルとアクリル塗料から作製した彫刻のステ
ィリテスです。 市の中心部のあちこちに点
在させた作品によってペゲラーは社会の
様々な形を示しています。 そのうちにステ
ィリテスの痕跡を目指して街を探索するこ

おすすめ
デュッセルドルフでの
文化に関する予定日
時について知りたい
ですか？ 
詳細はオンラインカレ
ンダーをご覧ください： 
www.visitduessel-
dorf.de

とがスポーツとして認められるようになり
ました。 一度彫刻を写真に撮り始めた人
は、10体すべてをカメラに収めるまではた
いてい諦めません。 

トリンクハレ(Trinkhalle)はなぜ人が押し
寄せる場所になったのですか？
サッカースタジアムまで自転車で来るフォ
ルトゥナのファンが、ライン川近くにある便
利な売店(Büdchen)を集合場所として選
んだことに端を発します。 これをきっかけ
に、すぐに「歩き飲み用ビール(Wegbier)
」を買い置きしておくようになりました。 
そのうちにそこでは天気が良いときにグ
ループの代表的な仲間が集まって、壁の上
に座って冷たい飲み物と沈んでゆく夕日
の眺めを楽しむようになりました。 今日で
はトリンクハレは至る所で未だにフォルト
ゥナ・ビュートヒェン(Fortuna-Büdchen)と
呼ばれています。 手軽に飲食するならば、
ボックヴルスト、フリカデッレ、そしてデュ
ッセルドルフでのみ有名なフォルトゥナ・
ブロートヒェンがあります。 それは何です
か？ 一度注文してみてください！

Fortuna-Büdchen 

中心街

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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市街区
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中心に近い市街区を訪問すると、多様な世界に出
会います。 ウンタービルク(Unterbilk)では若い夫
婦が多く行き来し、フリンゲルン(Flingern)ではフ
ァッションデザイナーやストリートアート芸術家に
出会い、オーバーカッセル(Oberkassel)ではデュッ
セルドルフの上流階級の人々が散策しています。
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なぜオーバーカッセルにはそれほど多くの
歴史的住宅があるのですか？
デュッセルドルフではオーバーカッセルほ
ど多くのユーゲントシュティール住宅があ
る場所は他にありません。 その理由は、第
二次世界大戦中の空襲でデュッセルドル
フの住宅の約90パーセントが損傷または
破壊されたにもかかわらず、爆弾はライン
左岸の街区ではわずかな損害をもたらし
ただけだったことです。 特にライン川の最
前線では今日でも未だに建築学的な美し
さが一つまた一つと続いています。 前方
のライン河川敷でいつも草を食べている
羊の群れと組み合わせて、最も人気のある
写真モチーフとなっています。

遠くまで続くライン河川敷では何が行われ
ますか？
天気によりますが、河川敷はマラソンの練
習から趣味のサッカーそして凧揚げまで、
この街での活発なレクリエーションによく
利用されています。 それらは本当にリラッ

おすすめ
オーバーカッセルから

は、シュロストゥルム(城
塔)、アルトシュタット 

（旧市街地）、ラインタ
ワー、ゲーリーの建築
作品などの有名な名 
所とともに街のシル 

エットをはっきりと見 
渡すことができます。

クスできます。 ここではピクニックのため
に集まったり、日光浴のためにだけただ座
っています。 堤防の上ではいつも多くのサ
イクリストが行き来しています。 忘れては
ならないのは、 年に一度ここには「Größte 
Kirmes am Rhein(ラインの最大の遊園地)
」、乗り物と大テントでできたテーマパーク
が建てられることです。

街の一番小さな映画館はどこにありま
すか？
ステラン(Souterrain)は最古のクラシック
なアートハウス映画館です。 地下に隠れ
ているので、2度見て初めて気づきます。 
その通路は、オーバーカッセルの住人の
お気に入りの集う場であるカフェ・ムゲル
(Café Muggel)を通っています。 カウン 
ターの後に階段があり、特有のバーがある
一風変わった地下パブ映画館に下ってい
きます。 ここならではの特長は、映画館で
は小さなビストロテーブルでカフェの椅子
に座ることです。

Oberkassel
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Oberkassel 

中央駅
(Hauptbahnhof)

約10分
          公共の交通機関

市街区

おすすめ
デュッセルドルフに
は、最新のコーヒー文
化を育んでいる多数
の小さな焙煎所があ
り、たいてい独自のカ
フェがあります。 オー
バーカッセルではカ
フェマニアが集う場は

「Kaffeeschmiede」や 
「Die Röstmeister」
です。 

グラーシュアルト(Gulasch Alt)はどのように
してその名前になったのですか？
グラーシュアルトは煮込んだ角切り牛肉の
味がするのかと、まだ新しい地ビール醸造
所の主人、クラウス・ウンターヴァイニンク
(Klaus Unterwaining)はよく質問されます。 
しかしその名前はこのシチューと間接的に
のみ関わっています。 その名前はむしろウ
ンターヴァイニンクのニックネームに由来
し、彼が大好きな食べ物、グラーシュに基
づいています。 2011年からビールは「Alten 
Bahnhof Oberkassel」で提供され、デュッ
セルドルフの地ビール醸造所の数は7ヵ所
に増えました。

コンテンポラリー映像芸術を市街区に定着
させたのは誰ですか？

ユーリア・シュトーシェック
(Julia Stoschek)は芸術後
援者、コレクター、そして

私立美術館の創設者です。 
シャンツェンシュトラーセ
54番地 (Schanzenstraße 54)

にある彼女の100年以上に
わたる芸術の宝庫で、時間

ベースのメディアアートを提示し
ています。 2007年に開かれた
ユーリア・シュトーシェック・コレ

クションの重点は、特にナム・
ジュン・パイク、ブルース・ナウ
マン(Bruce Nauman)、そして

オラファー・エリアソン(Ólafur 
Elíasson)の映像作品、インスタ

レーション、写真についてでした。 毎
年開催される企画展への入場は

無料です。

Rheinwiesenユーゲント 
シュティール

Oberkassel
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おすすめ
市街区でのナイトラ

イフはアルトシュタット
（旧市街地）のものと
は異なり、ライブ音楽
とダンスが中心です。 

tanzhaus NRW、 
Capitol Theater、 

Stahlwerk、 zakkなど
の多くのイベント施設 

の他にも、AK47や
Weltkunstzimmerな
どの小さな施設があ

ります。

tanzhaus nrw

有名なカラフルな通りはどうですか？
1980年代にデュッセルドルフでは大
規模な住宅不足が深刻になりました。 
居住者たちはキーファーシュトラーセ
(Kiefernstraße)の数軒の家を占拠しまし
た。 新しい住人はその家を装飾して、グラ
フィティーアート作品が屋根まで広がって
いきした。 ここではまたポリティカルアー
トの起源も認識できます。 しかし通りはス
トリートアートだけに留まらず、今日まで
オルタナティブな生活モデルを象徴してい
て、クリエイティブなフリールーム、個別の
ギャラリーを持つカルチャーオフィス、パ

ンクロッククラブがあります。 以前は旅行
者は通りに足を踏み入れないようによく忠
告されたそうです。 今日ではオープンエア
のギャラリーは街の芸術的なアトラクショ
ンの1つです。

なぜフリンゲルンはファッションデザイナー
やギャラリストにとってそれほど興味深い
のですか？
20年前に学生や芸術家が、家賃が払える
ということで、フリンゲルンに引っ越して
きてこの地域に増えるようになりました。 
眺めの良いバー、パブ、商店が続いて開店
し、より多くの人々をお金でこの地区に呼

Flingern 

中央駅
(Hauptbahnhof)

約10分
公共の交通 

機関を利用
写真： Katja Illner 
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おすすめ
フリンゲルンはグラフ
ィティースプレイヤー
に最も人気のある遊び
場です。 大抵のグラフ
ィティー作品は自由に
出入りできるスぺース
にあるので、見学でき
ます。 エアクラーター
シュトラーセ(Erkrather 
Straße)の壁では、芸術
家ヨーゼフ・ボイスが見
学者を見つめて警告し
ています。 「Wer nicht 
denken will, fliegt 
raus. (考えようとしない
者は出ていけ。)」 

ビニール 一品モノ

び集めました。 確かにフリンゲルンでは、
多くの大都市で典型的な、かつての労働
者地区の変化が起こりました。 しかしフリ
ンゲルンは未だに高級化に対して少し抵
抗しています。 同じ芸術志向をもつギャ
ラリーシーンが移ってきました。 そしてバ
ックヤードには今でもファッションデザイ
ナーが座っています。 クリエイティブな人
々は、住宅のスタジオ、古い工業建築物や
裏庭のワークショップ等で、新興地区にあ
る都会的なニッチを探し続けています。 最
もエキサイティングな代表者には、マリオ
ン・ストロー(Marion Strehlow)、ティナ・
ミヤケ(Tina Miyake)、ローレンス・ルーユ
(Laurence Leleux)が挙げられます。

衣類や他の自製品をどこで買えますか？
アッカーシュトラーセ(Ackerstraße)は小さ
なブティックや家族経営商店の中心地で
す。 ここで見つかるとびきりの品 ：々個性
的な衣類、ポップカルチャーのアートプリ
ント、スカンジナビアのデザイン家具、ビ
ニールレコード。 多数のカフェやレストラ
ンがアッカーシュトラーセの周りに集りま
した。 ヘルマンプラッツ(Hermannplatz)
やビルケンシュトラーセ(Birkenstraße)
も同様です。 その料理で有名なCafé 
Hüftgoldは、すでにこのクリエイティブ地
区のまさに老舗となっています。

写真： Ronny Hendrichs
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Unterbilk

中央駅
(Hauptbahnhof)

 約10分
公共の交通機関

写真： Robin Hartschen/THE DORF

Unterbilk
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Seifen Horst

何がロレットシュトラーセ(Lorettostraße)
の魅力を形成していますか？
個人的なアドバイスをしてくれる家族経営
ショップ、情熱的にその職人技を果たすク
リエイティブな人々、すぐに自宅にいるよ
うに客が感じるレストラン。 ロレットシュ 
トラーセとその地区は周囲にある特別な
雰囲気をもたらします。 ここでは欠かせ
ないものです。 ここではあちこち巡ること
ができます。 ここではよく飲み過ぎてしま
います。 

この地区はフリーダ・カーロ(Frida Kahlo)
とどのような関係がありますか？

「Ach Diego, lass uns doch einfach alles 
um uns herum vergessen und bei Tapas 
und Wein den Tag vertrödeln. (ああディ
エゴ、私たちの周りのものすべてを単に忘
れて、タパスとワインで1日時間を空費して
過ごしましょう。)」 このフリーダ・カーロの
名言は、ウンタービルクのタパスバー・フ
リーダ(Frida)のモットーになり、このメキ
シコ人画家はすぐに棺を作りました。 この 
モットーは残りの地区にも完全に適合して
います。 カラフルで、楽天的で、単純です。

「Seifen Horst」にはなぜ石けんがない
のですか？
半世紀の間、この場所では実際に石けん
が売られていました。 その後の入居者は

おすすめ
市街地の住民のように
感じたい人は、フリーデ
ンスプレッツヒェンで
のライン農家市場を訪
れてください。 火曜日
の8:00～13:00と金曜
日の10:00～18:00。  
すべての商品は最大
80キロメートルの範
囲で栽培されたもの
です。

設備の大半を維持して、今日では魅力的に
歳月を重ねた雰囲気の中でケーキとコー
ヒーを販売しています。 夏にはテラスが 
いっぺんに2つも設けられます。 1つは雑踏
をドアの前で眺めるために店の前に、そし
てもう1つは居心地の良いバックヤードに
提供されます。

フローラパーク(Florapark)のカフェはい
つ開いていますか？
平日は14:00から、週末は12:00から、ここ
では100年を超える歴史のフローラパー 
クを眺めておいしい食事を食べ、そして
飲むことができます。 オーナーは良質な
食材を重視し、フェアトレードの紅茶と
コーヒー、自家製フォルヴェルトクーヘン
(Vollwertkuchen)や有機ジュースが食卓
に上ります。 おすすめはディンケル・ワッフ
ル(Dinkel-Waffel)です。

ここからMedienHafenまでどのように行
きますか？
それは実に簡単です。 常にラインタワー
を目指してください！ 240.5メートルの高
さのテレビ塔が何度も繰り返し家々の屋
根の上に輝いて見えます。 ラインタワー
に到着すると、MedienHafenが直接視界
に入ります。

市街区

中央駅
(Hauptbahnhof)

 約10分
公共の交通機関

ロレット地区
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このようなメルヘンチックな城がそもそも
デュッセルドルフにどのようにしてできた
のですか？
カール・テオドール選帝侯が狩猟と庭園
の城をベンラートに1755年に建立した。 
これは宝物です。 この時代の他のヨーロ
ッパの文化財的建造物でこれほど良好に
保たれているものはありません。 建築、庭
園芸術、彫刻の全体組成を作り上げると
いう努力は、古典主義の過渡期に後のバ
ロックのエポックとして特徴的です。 建築
家は、マンハイマーホーフ(Mannheimer 
Hof)の「Intendant über die Gärten und 
Wasserkünste(庭園と人工噴水の監督)」
であるニコラ・ド・ピカージュ(Nicolas de 
Pigage)でした。

なぜ入場する前に大きすぎるフェルトのス
リッパを履く必要があるのですか？
城の見学を行う人はアーチ型の地下室
で靴を覆うよう求められます。 そしてフェ
ルト製の広い上履きをさっと履くと、エレ

おすすめ
城の特別な背景は定期
的にイベント用に、例え

ばその個性あるクリス
マスマーケットに利用

されます。 夏にはシュロ
スパーク(Schlosspark)

で頻繁にクラシックコ
ンサートが開催され、

よくライトショーや花火
もあります。 特に人気
なのは、コンサートと

オープンエアピクニッ
クの組み合わせです。 
詳細はオンラインカレ

ンダーをご覧ください： 
www.visitduessel- 

dorf.de

ガントに城を通って滑るように動けます。 
理由は明白です。 すべすべの床は特に高
価で、磨耗させてはいけないからです。 し
かしそれに伴う喜びを過小評価してはい
けません。 滑って動いている間に見るべき
ものはありますか？ 部屋は寄木細工、羽目
板の壁、しっくいで十分に仕上げてありま
す。 ワンポイントアドバイス：城の見学は
ガイド付きのみ可能で、約1時間かかり、30
分ごとに提供されます。

どの王室の方がこの城をすでに訪問して
いますか？ 
1965年に女王エリザベス2世がデュッセル
ドルフの南部でオープンカーのメルセデ
ス600に乗って身分相応に歓迎されまし
た。 スウェーデンのシルビア女王も同じく
2回訪れました。 ペルシャのシャーと前回
はモナコ大公アルベール2世がその他の
ゲストでした。

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/


33

クッペルザール

シュロスカフェ

ベンラート城

シュロスパークの探索がお勧めなわ け
は？
公園は自由に入場できます。 城と公園は
ヨーロッパの庭園芸術の歴史を物語る、
比類なき遺産です。 なぜならベンラート
にはすべての様式が取り入れられている
からです。 贅沢に修復した城の東側のそ
でには、2002年にそれに加えて世界初の
庭園芸術美術館が開館しました。 歴史的
な柑橘類のコレクションがある中庭は、特
に夏の期間中に滞在したいという気持ち
を起こさせます。

その他に城の周りに何がありますか？
西側のそでにあるNaturkundemuseum 
(自然史博物館)はライン川の魚や鳥を展
示しています。 有名な鳥時計ではその土
地の鳥の鳴き声がすべて分かります。 遅
い時間の周遊: は特にお勧めです。 シュ
ロスカフェは見学の後の甘いクライマッ
クスです。

Benrath

中央駅
   (Hauptbahnhof)

約10分
   公共の交通 
      機関を利用

市街区



34

Kaiserswerth 

中央駅
(Hauptbahnhof)

約25分
   公共の交通機関
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ライン川の眺め

おすすめ
カイザースヴェルトま
で船を利用しない場
合は、デュッセルドル
フ中心街のどこでも見
つけられるレンタル自
転車で行くのがベスト
です。 ブルクプラッツ
(Burgplatz)から北に向
かってライン川に沿っ
てこぎます。 距離：12キ
ロメートル。

カイザースヴェルトが必見のポイントのな
のはなぜですか？
北側の地区はデュッセルドルフよりもかな
り古く、近代的な中心街とはすばらしいコ
ントラストがあります。 17世紀に由来する
バロック様式家屋がある歴史的な町の中
心とKaiserpfalz(皇帝居城)の印象的な廃
墟は、リラックスして散歩するためにには
ぴったりの雰囲気です。

デュッセルドルフには一体なぜ皇帝居城が
あるのですか？
中世には君主は首都からではなく馬上か
らから統治しました。 そのため君主はお
供の臣下と共に宿泊できる広い宿舎を何
度も行き来する必要がありました。 皇帝フ
リードリヒ1世バルバロッサは、1174年にラ
インツォル(Rheinzoll)からカイザースヴェ
ルトに移り、すぐにそこに皇帝居城を建て
させ、4メートルの厚さの城壁で囲みまし
た。 今日の廃墟は、何度も襲撃され、再び
築かれた館の波乱に富む歴史を物語りま
す。 イースターから10月末まで、城壁跡は
9時から18時まで探索できます。

アルテン・ラインフェーレ(Alten 
Rheinfähre)のイチゴケーキは本当に街で
一番ですか？
伝説的なバンドKraftwerkのリーダー、ラ
ルフ・ヒュッター(Ralf Hütter)がツァイトマ
ガジンのインタビューで語ったように、控
えめに言っても非常においしいとのこと
です。 インタビューアーが来たとき、ヒュ
ッターはすでに一切れ目を食べ終わって
いました。 その秘密は薄い生地ベースに
あります。 ぜひ一度立ち寄って、ご賞味く
ださい。 もちろん、クリームをたっぷり添
えてもらうのをお忘れなく。 同様に訪れる
価値があるのは皇帝居城のすぐ隣にある
Kult-Biergarten Burghofです。 日没じっく
り眺めるのに良い場所です。

最も快適にカイザースヴェルトまでどのよ
うにして行きますか？
3月末から10月までは船が最適です。 顔に
川風を浴びつつAltstadt アルトシュタット

（旧市街地）から1時間ほどイン川を北向
きに進みます。 冷たい飲み物を飲みなが
ら、美術館、産業見本市会場、ラインアウ
エン(Rheinauen)を次 と々眺めることがで
き、これほどくつろいだ観光はほかにない
でしょう！

Kaiserpfalz  
中央駅
(Hauptbahnhof)

市街区



ヨーロッパ最大の360度ブラックライトの絵画に囲まれた
3Dインドアミニゴルフ！

友人、家族、芸術愛好家、アフターワークの天気に左右され
ないレジャーの楽しみ。

Glowing Rooms Düsseldorf · Kettwiger Straße 6 · 40233 Düsseldorf
www.glowingrooms.com

3D ブラックライトミニゴルフ

芸術とミニゴルフ
の出会い!
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観光案内所

中央駅 

Immermannstraße 65 b
40210 Düsseldorf

営業時間
月～金 9:00～18:00
土 9:30～17:00

Altstadt アルトシュタット 
(旧市街地)
Marktstraße/Rheinstraße の角
40213 Düsseldorf

営業時間
月～日 10:00～18:00

サービス
–  情報
–  ホテル予約
–  市内観光ツアー

–  市内観光ウォーキング
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Nearness 
is easy.

You have a finance 
partner with a network of 
branches and cash 
machines of unparalleled 
breadth who advises you 
personally with respect to 
all your financial needs.

We look forward to 
speaking to you!
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羽毛ボア付きアヒル
Königsallee

単価5.95ユーロ

デュッセルド
ルフのお土産

デュッセルドルフ観光案内所で販売中

  Altstadt アルトシュタット 
(旧市街地)

 Marktstraße/Rheinstraße の角
 月～日10:00～18:00

 中央駅 

 Immermannstraße 65 b
 月～金9:00～18:00
 土9:30～17:00


