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トップページ > 新着ニュース

【スイス現地レポート】2回目ロックダウン緩和中の現在の様子と、進化しているユングフラウ
地方の最新情報

#現地レポート #海外 #リスク対策 #新型コロナウイルス

2021年4月23日  
Like 0 ツイート

シェア シェア

＜ ＞

取り戻しつつある日常、そして新たな生活スタイル
主要観光地のアップデートも

　今年は特に長く厳しかった冬が終わり、春らしい気候の日が多くなってきました。スイスでは1月中旬から
始まった第2回目のロックダウンも、3月から段階的緩和が始まり、少しずつまた日常を取り戻しつつありま
す。コロナテスト無料化やワクチン接種も急ピッチで進められており、コロナと共に生きる新たな生活環境の
整備が始まっているところです。未だ日本から自由に行き来できる状況ではないものの、スイスの主要観光地
では様々なアップデートがあります。今回は年末にオープンした新ロープウェイ路線「アイガー・エクスプレ
ス」の乗車体験をもとにユングフラウ地方の最近の状況をお届けします。（文・写真　スイス・チューリヒ在
住高橋絵美）
※2021年4月19日の情報を基に執筆しています。
※前回のスイス現地レポートはこちら

4月初旬のグリンデルワルト

コロナ感染がより身近になったこの冬
落ち着きを保てた第2回目ロックダウン

　この冬も年末にかけて国内で最高1日1万人、その後も1日4000人以上と非常に多くの新規感染者が出てき

鴫畀䓙縒ס嫎◀⤓⺬劲软
鞲劲⮆ꄇُتٛס铺䅨٤ٚؕ٤؛מ䪧哅ֿ
僿ꝴ⫂釤䷑갭僃湾劲斤ֹם鞲劲ؙؓؠت
鞲劲ؙؓؠت

お知らせ
トビィを貯めて豪華景品に応募しよう！トビィ抽選
会を開催中（～5／15まで）

「オフィス移転」の注意点は？プロが解説、交渉次

1 2

求人情報

優待情報

イベント・セミナー

新規会員登録

ログイン

ログイン

トップマイニュース 新着ニュースインタビュー運輸新型コロナウイルスGoTo ニュース検索



2021/04/26 11:33【スイス現地レポート】2回目ロックダウン緩和中の現在の様子と、進化しているユングフラウ地方の最新情報 | 観光産業 最新情報 トラベルビジョン

Page 2 of 5http://www.travelvision.jp/news/detail/news-91766

たことに加え、変異株によるさらなる感染拡大の恐れもあり、1月18日より２度目のロックダウンが開始。飲
食店、スポーツ施設、美術館や映画館などの文化・レジャー施設、スーパーや薬局など生活必需品以外の小売
店はほぼ全て閉まりました。
　昨年春に行われた第1回目のロックダウンと比べて、美容院や理髪店、花屋、携帯ショップなどの営業継続
が認められたこと、閉鎖中の店舗も事前注文の受け取りはできるなど規制に沿った営業展開をしていることも
あり、昨年のように街中がゴーストタウンのように静まり返るようなことにはなりませんでした。コロナ禍の
生活も１年が経ち、店舗もロックダウンを見据えての営業準備ができていたこと、そして何より人々がこの生
活様式に慣れてきて、恐怖やパニックに陥ることなく落ち着いて日常生活を送れているからではないかと思い
ます。

ロックダウン中でも晴れている日は、コーヒーをテイクアウトして広場で語らう光景も

　小学生２児の母親として一番安堵したことは、学校が休校にならなかったことです。昨年のロックダウンで
は3月中旬から5月初旬まで休校になり、ホームスクールになりました。州によって、また高等教育などは事
情が違うところがありますが、概ねこの度は、小学校は休校にならず通学できています。課外活動、イベン
ト、遠足、授業参観などは中止で、4年生以上のマスク着用必須（体育中も）など様々な制限があり、通常で
あれば色々な経験ができていたと思うと親としては胸が痛くなります。ただ、毎日友達と会い、元気に学校に
通えるだけでも有難いと思うしかないですね。通学はできていたものの、コロナが非常に身近な学校生活であ
ったのは事実。感染者が出て学級・学校閉鎖になったり、「Aちゃんのお母さんがコロナになって、Aちゃん
学校に来られないんだって（隔離のため）」、「B君の妹の保育園で変異株の陽性者が出て、今は家族全員隔
離らしいよ」という話も頻繁に聞きました。小学5年生の息子は、突然の学級閉鎖に備えて授業で使用してい
るノートパソコンを毎日家に持ち帰るようにと担任の先生から指示されています。1月には、校内で更衣室を
共有しているクラスの児童の一人が変異株に触れた可能性があるとして、突然校内の６クラスが学級閉鎖にな
り、１週間隔離生活を送るということもありました。

チューリヒ湖沿い。今回のロックダウンでは閉鎖されず市民の憩いの場に

　3月1日から第2回目ロックダウンの段階的緩和が始まり、現在は全ての小売店が営業をしています。動物園
や博物館、屋外スポーツ施設も再開しました。4月19日からも、飲食店において屋外のテラス席に限り営業
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セルフ検査キット

（テーブルに4人まで）、野外イベントは100人まで、屋内の映画やコンサートは50人までと人数制限があり
ながらも可能になりました。少しずつではありますが、日常と社会生活が戻り始めている状況です。

ようやく営業が可能になったレストラン、まずはテラス席のみ。

コロナ検査の普及で新しい生活スタイルの道筋が見えてくるか？

　スイスでも年末よりワクチンの接種が始まっています。連邦保健庁によると、州ごとにペースは異なるもの
の、現在1日平均2万人が接種を受けている状況で、夏までには1日平均7万人が接種できる見込みとのこと。
7月末までには希望者全員が第1回目のワクチン接種をできるようにとの目標を掲げて進められています。政
府は、ワクチンパスポートの導入にも意欲的で、EUが進めている同種の「デジタル・グリーンパスポート」
と調和するよう実現したい考え。これも同じく夏までに導入する予定とのことです。
　これらの動きと同時進行で、スイスではコロナ検査の更なる普及も進んでいます。3月15日からは、コロナ
簡易抗原検査が感染症状の有無に関係なく無料化されました。無料にすることでより多くの人に気軽に検査を
受けてもらい、無症状感染者をいち早く見つけ出すことが狙いです。私的な集まりなどの際にも事前に検査を
受けて、参加者間での感染拡大を防ぐよう呼びかけています。今月初めのイースター休暇では、家族や親戚な
どの集まりも多くなることから、非常にたくさんの人が休暇前にこの検査を利用しました。高齢の親戚に会い
に行く際も、この検査を利用できたので安心して会うことができた人が多かったようです。
　4月7日にはコロナセルフ検査の導入も始まりました。セル
フ検査ということなので、検査は自分自身で行います。こち
らも無料で、この検査キットは薬局で一人ひと月当たり５つ
まで入手可能です。綿棒で鼻の入り口を擦り、その綿棒を検
査キットの液に入れます。その液をテストスリップに垂らし
て結果を待つだけというものです。この検査では、感染の有
無だけでなく、既に抗原があるかどうかも知ることができま
す。
　検査キットの配布が開始されてまだ日が浅いにも関わら
ず、この検査キットを用いての日常が当たり前になりつつあ
り、会議や人と集まる前にエチケットとして自ら使用する人が多くなってきているようです。これらの検査結
果がどのように生活で活かされるのかという政府からの具体策は今のところ出てきていませんが、この結果を
用いた上での規制の緩和（主にイベントやコンサートの開催など）への現実的な足がかりになるのではと多く
の期待が寄せられています。

＜ ＞

コメント　4件
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【スイス現地レポート】2回目ロックダウン緩和中の現在の様子と、進化している
ユングフラウ地方の最新情報

#現地レポート #海外 #リスク対策 #新型コロナウイルス

2021年4月23日  
Like 0 ツイート

シェア シェア

＜ ＞

スイスの人気デスティネーション、ユングフラウ地方
「アイガー・エクスプレス」の開通で利便性が向上、楽しみ方も多様に

　現在、世界的に旅行が制限されている状況ではありますが、その間でもスイスの観光地は
変化を遂げています。特に、日本人にも人気のアイガー、メンヒ、ユングフラウの3名山の麓
に広がるユングフラウ地方。夏はハイキング、冬はウィンタースポーツを目的に世界中から
多くの観光客で賑わう同地方では、昨年の12月５日に新路線「アイガー・エクスプレス」の
運行が開始しました。これはグリンデルワルトに新しく開業したグリンデルワルト・ターミ
ナル駅からアイガーグレッチャー駅までを結ぶロープウェイ。同区間を鉄道ではクライネシ
ャイデックを経由し約50分かかるところ、アイガー・エクスプレスではわずか15分で登るこ
とが可能になりました。アイガーグレッチャー駅からユングフランヨッホへは従来通り鉄道
で。鉄道への乗り換えも非常に分かりやすくスムーズに行うことができ、ユングフラウヨッ
ホへのアクセスが格段に向上したと言えます。

9,800万円
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12,800万円
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アイガーグレッチャー駅までわずか15分で結ぶアイガー・エクスプレス

全26席の全面ガラス張り。パノラマ景色を快適に楽しめる。

　４月初めのイースター休暇中は、未だ雪も残りスキーが楽しめることもあり、多くのスイ
ス人やフランスやドイツからの観光客で賑わっていました。このアイガー・エクスプレスに
乗れば、高速で一気に標高2320mのアイガーグレッチャー駅まで登れ、そこから直通のゲレ
ンデで滑り始めることができるので、スキーヤーにとっても非常に利便性が増しています。

名峰を眺めながらのスキーは格別
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観光関連企業の求人募集掲載が年内無料

メールニュース会員登録

サプライヤー会員登録

サプライヤーログイン

求人情報を掲載

優待情報を掲載

媒体資料

お問い合わせ

広告に関するお問い合わせ

ポイント制度「トビィ」とは？

プロコメユーザーを検索

閲覧推奨環境



2021/04/26 11:34【スイス現地レポート】2回目ロックダウン緩和中の現在の様子と、進化しているユングフラウ地方の最新情報 | 観光産業 最新情報 トラベルビジョン

Page 3 of 6http://www.travelvision.jp/news/detail/news-91766?pg=2

　そして、この全面ガラス張りのロープウェイから見るこの地方の山々の景色が圧巻。特
に、標高が高くなるに連れて現れるアイガー北壁を間近で見ることができ、これまた特別な
体験です。移動手段としてだけではなく、この景色を見るためだけにでも乗る価値が十分に
あります。時間に余裕のない人はアイガー・エクスプレスに往復乗車し気軽にユングフラウ
ヨッホへ。じっくり楽しみたい人は、行きはアイガー・エクスプレスで、そして帰りは鉄道
と組み合わせることで様々な山の表情や多様な景色を見ることができおすすめです。

アイガーの北壁が間近に見え、迫力あり

　新駅「グリンデルワルト・ターミナル」はインターラーケン・オスト駅から向かうと、
「グリンデルワルト」駅の一つ前の駅になります。地下は大規模駐車場と鉄道駅、地上階に
アイガー・エクスプレスとメンリヘンを結ぶもう一つのロープウェイの発着地点、そしてス
ーパーやショップ、飲食店なども入っています。駅内には大規模なスキー用のロッカールー
ムが２つあり、合計500ものロッカーが設置されているいます。このロッカーを活用するこ
とで、地方の各村に滞在していてもスキーを置いて身軽に行き来できるのはスキーヤーにと
っては本当にありがたいこと。観光が目的の場合も、手荷物を預けることができるロッカー
も充実しているので、それらを利用して身軽にユングフラウヨッホや山々のハイキンングに
出かることも可能です。将来的にこの駅が、年間通してこの地方の中心的な役割を果たす駅
になることでしょう。

モダンな外観が特徴的な新駅グリンデルワルト・ターミナル

※アイガー・エクスプレス、そして4月はじめのユングフラウ地方の様子はまた追って詳しく
「フォトニュース」にて掲載する予定です。
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取材協力：ユングフラウ鉄道グループ、スイス政府観光局

＜ ＞

コメント　4件

旅が主食

コロナセルフ検査キット、これ日本でも早急に導入して欲しいですね。
毎月5回分無料で薬局から入手可能、会議や人が集まる前にエチケットとして使用。
旅行の前にこのテストを行うことが定着すれば、受け入れ側の観光地の方もかなり安心してお客様を迎えられるの
では。

2021/4/26 いいね 5

パレット

スイスの貴重な情報　たくさん有難うございます。本来なら毎年お花のきれいな6月末くらいからFITのお客様が鉄
道パスを使ってご旅行をされる人気のディスティネーション。いつの日か自分もご一緒したいと毎年少しずつ変化
する鉄道パスなどの規則を学んでいます。これからもホットな情報発信楽しみにしています。新しいグリンデルワ
ルドの拠点も是非リピーター皆さまと訪れたいと思います！

2021/4/24 いいね 5

hytarys

スイス美しい街ですね。。。

行ってみたい。。。

2021/4/25 いいね 2

grandma

具体的でわかりやすいレポートありがとうございます。明るい兆しが見られてうれしくなります。緊急事態宣言に
突入し、いまだ混乱している日本の国政を憂うのでなおさら、空気のきれいな陽射しあたたかなグリンデルワル
ト、チューリッヒ湖畔、アイガー・エクスプレスやユングフラウヨッホの画像がまばゆい限りです。すっかり忘れ
てしまっていたヨーロッパの美しさを想い出し、海外旅行を楽しめる日が来ることが本当に来るのかと夢のようで
す。

2021/4/26 いいね 1

1 2


