カルヴェンデル登山ルート案内
ドイツで二番目の高さを誇る
ロープウェイ

ミッテンヴァルト岩壁登攀ルート
933メートルから 2.244 メー

トルへの走行を体感し、
ご堪能ください。

登山経験
Karwendel

パッサマニ・パノラマコース (H)
約 1 時間 | 初心者向き
ツアーコースの情報やハイキング地図はカルヴェンデルバーン
山麓駅でお求めいただけます

難易度が中程度の登山道は、大半が険しい細道 で、
滑落の恐れのある箇所もあります。
ロープ等の安全補助がある難所も いくつか含まれます。
（要クライミング装備）
難易度の高い登山道のほとんどは険しく、滑落の恐れがあ
る細道です。ロープ等の安全補助がある難所も多く、手を
使って登る簡単な岩登り技術が必要な箇所もあります。
足元が確かなことが絶対 条件で、眩暈やふらつきがあって
はなりません

ハイキングとクライミング
カルヴェンデルバーンの山頂駅は、北カルヴェンデル山脈周
辺のツアーの基点として理想的です。お子様連れで楽しめる
ゆるやかなハイキングコースの他、アドレナリン全開の冒険
にチャレンジしたい方のための岩壁登攀ルートもあります。
山頂駅すぐ近くには、カルヴェンデル窪地を周るパノラマコ
ース、パッサマニヴェ―クがあり、印象的なカルヴェンデル
の絶景を短時間で楽しむのに理想的です。このコースなら家
族旅行にも最適です。ハイライトは毎週火曜日の無料ガイド
ツアーで、約一時間のパノラマハイキングをガイド付きでお
楽しみいただけます。集合場所は毎週火曜日10時45分、山頂
レストラン隣のテラス席前です。ロッククライミングコース、
高山植物ガイドツア ー、山小屋の夕べなど各種エベントにつ
いては、当社ホームページをご参照ください。
注意: 丈夫な登山靴をお忘れなく!!!

連絡先:
Karwendelbahn AG
Alpenkorpsstraße 1
D-82481 Mittenwald
電話: +49 (0) 8823 93 76 76-0
talkasse@karwendelbahn.de

www.karwendelbahn.de
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うダムカー登山路 (D)
4-5 時間 | 難易度中レベルから低レベル
登山装備なしでもダムカーへ

初心者向き

カルヴェンデル登山ルート (C)
3-4 時間 | 難易度中レベル

難易度中レベル

ンリッヒ・ノエ登山ルート (B)
5-7 時間| 難易度高レベル

初心者向き登山道は、大体が細道で険しいこともありま
すが、
滑落の恐れはありません。

難易度高レベル

ミッテンヴァルト岩壁登攀ルート(A)
7 –9 時間 | 難易度高レベル

登山ルートの難易度

（要クライミング装備）

山頂駅周辺のツアー

詳細はこちら:
www.karwendelbahn.de

2019 年度 当社催し物

2019 夏の運賃

Mother‘s Day Menu with 3 courses
Sunday, 12.05.2019

大人
青少年

Adult: 45,50 € / Child (6-17 years): 29,90 €		
incl. return ticket, excl. beverages * . (Reservation requested!)

Father‘s Day on the Karwendel

往復

片道

29,50 €
19,50 €

19,50 €
13,50 €

お子様（6歳から17歳）連れの家族割引料金

Sunday, 30.05.2019
with suckling pig & spare ribs from the grill
Beer for free for all men (from16 years)
The normal fares apply. (Reservation requested!)

大人
大人
大人
大人

Passamani-Path

Climbing tour over the Karwendelsteig

2
2
2
2

人+
人+
人+
人+

子供1人		
子供2人		
子供3人		
子供4人		

66,50
74,00
81,50
89,00

€
€
€
€

Every Thursday, 6 p.m. clock at the mountain station
price: 49,00 € incl. return ticket, lunch packet, climbing equipment and mountain guides (17:30 departure valley station / 20:30
return)

Mountain worship (protestant and catholic)
The dates can be found on our website under Events.

Every 1st and 3rd Tuesday of the month

SeniorsTuesday

package 1
1 return ticket + 3-cours-menu

package 2
1 return ticket
+
Coffee and 1 piece of cake
incl. a free panorama tour
(at 10:45 on the mountain, only in good
weather! Subject to change)

Every 1st Sunday of the month

Family
Special

1 return ticket
+

Main course of your choice
& Dessert of the house
for 1 adult
for 1 adult
for 1 adult
for 2 adults
for 2 adults
for 2 adults

+ 1child
+ 2 children
+ 3 children
every other child
+ 1 child
+ 2 children
+ 3 children
every other child

59,90
69,90
79,90
9,90
79,90
89,90
99,90
9,90

€
€
€
€
€
€
€
€

The offer is not valid from 01.07.-15.09.2019

* Reservations by mail to: berggaststaette@karwendelbahn.de or
by phone: +49 (0) 8823 93 76 76-67. All information without guarantee.
Subject to change. Not combinable with other offers.

お子様が一人増えるごとに往復7,50 €
または片道4,00 €の追加となりま
す。(往復ご利用の12歳までのお子様には 無料のお食事つき)

あなただけのカルヴェンデル体験

山の上のレストラン

週末の家族旅行や友達との山歩きなど、カルヴェンデルの楽
しみ方はいろいろです。特別な体験として標高2244メートル
の山上結婚式、または会議、誕生日パーティーなどいかがで
しょう。
カルヴェンデルバーン社では、新年やイースターのブランチ
など定期的な一般向けイベントと並んで、個人のお客様のお
祝いもアレンジしております。個人のお祝いや会議、グループ
旅行をはじめ標高2244メートルの忘れ難き山上結婚式に至
るまで、喜んでお見積もりさせていただきます。

お腹がすいたら?
高山の新鮮な空気は、食欲をそそります。山上レストランでは、
郷土料理を用意してお待ちしております。白ビールとともに
本格的料理やカイザーシュマレンで高山をお楽しみくだ
さい。山上レストランすぐ隣のテラス席では、
無料でデッキチアがご利用いただけます。

山頂駅周辺
カルヴェンデル観光では、自然情報センター見学もお忘れな
く。「巨大な望遠鏡」型のセンターは、目を見張る岩壁からミ
ッテンヴァルトに向かって突き出しています。息をのむような
眼下1300メートルの絶景は、遥かなイザール谷へと広がりま
す。カルヴェンデルは、動植物の生息地として連続しているも
のとしては東アルプス最大の自然保護地域です。センター内
ではカルヴェンデルに関する様々な知識が得られます。
自然情報センター「カルヴェンデル山の世界」は、カルヴェン
デルバーン（ロープウェイ）の営業時間に合わせて開館してい
ます。入場無料。

14 時以降は、どのチケットも一人1,00 ユーロ 割引になります。
登山者 乗車券は割引がありません。
15時30 分以降 登山者乗車券 ( 上りのみ 12,50 ユーロ)
キーカード預かり金: 3,00 € ‒ カード返却時に払い戻し。
ペットも4,00 € で乗車できます。

2019 年夏の営業時刻
5月4日かもしれません6月19日は、
6月 20日から9月10日は、		
9月11日から10月13日は、		
10月14日から11月3日は、		

9:00
8:30
8:30
9:00

-

16:30
18:00
17:15
16:30

見ます。
見ます。*
見ます。
見ます。

* 天気がよいときは、毎週木曜日は 21時まで営業 ‒ 詳しくはホームページを
ご覧ください。
天候や整備作業により、上記営業時間中でも停止することがあります。
当社の乗客輸送条件をお守りください。お客様の安全のためです!

