トガイド
ランス ポケッ

迎来到兰斯欢

ようこそ ランスへ
聖なる都…

古代ローマのガリア・ベルギカ属州の首都であり、
フラン

CITE DES SACRES

ス国王戴冠の地であり、
また第一次世界大戦で甚大な
被害を受けたランス。
ガリア=ローマ時代の遺跡にアー
ル・デコ様式のファサード、
そして1991年にユネスコ世
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ノートルダム大聖堂
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トー宮殿

ランスのノートルダム大聖堂は、
ヨーロッパの ゴシック建築の中でも主要
なものの一つです。13世紀の傑作であるランス・ノートルダム大聖堂は、
歴代のフランス国王のうち25人が戴冠式を行った場でもあります。
この
大聖堂は、
その様式や膨大な彫刻群、
そしてそのステンドグラス
（シャガー
ルやクネーベルら現代作品を含む）
により独特な存在となっています。
シーズン限定、
ファサードをスクリーンにして展開するマルチメディアのス
ペクタクル(Regalia)で フランス国王の戴冠式の感動を味わいましょう。
地址 : Place Cardinal Luçon
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サン＝レミ聖堂
このロマネスク・ゴシック様式のバシリカは、
その奥行きと控えめな
荘厳さが印象的です。
この聖堂は、
聖油瓶と498年にクローヴィスに
洗礼を授けた聖レミギウス司教の聖遺物を収めるため11世紀頃か
ら建設が始まりました。
ルネサンス様式の墓碑は19世紀のもので
す。
4番または5番バス。
サン＝ティモテ停留所。

開館時間：5月6日から9月8日までは9時30分から18時 30分 、
9月9日から5月
5日までは9時30分 から12時30分 、14時から17時30分まで。毎週月曜日、1
月1日元旦、5月1日、12月25日は休み。入館は閉館30分前まで。

8時から日没まで
（最長19時まで）。入館料：無料。
ミサ中の見学は不可。

住所 : 2 place Cardinal Luçon -電話 : +33(0)3 26 47 81 79

チャペル・フジタ

サン・レミ歴史博物館

ランスの旧大司教館は、
フランス国王がその戴冠式の際に滞在した
場所です。
トー宮殿は美術館として、
隣接する大聖堂と戴冠式に使用
された品々が展示されています。
中世から19世紀までの彫刻・タペス
トリー・衣装・装飾、
そして金銀細工の数々が、
豪華なコレクションを
作り上げています。

住所 : Rue Saint-Julien
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1945年5月7日記念博物館

17世紀、
そして18世紀、
この博物館はベネディクト派の修道院でし
た。
内側の回廊に17部屋ある展示室には、
地方軍事史を始め、
ラン
スの先史時代からルネサンス時代に至るまでの貴重なコレクション
が保管されています。

キリスト教へ改宗した後、
日本人画家レオナール・フジタは1966年、
ネ
オ・ロマネスク様式の教会を考案しました。
ステンドグラスと200 m2
に及ぶフレスコ画の図像は、
聖書から着想を得ています。
しかし時折、
日本の伝統的要素が細部に見られるのです。

アイゼンハワー司令部の一室で、1945年5月7日ドイツ国防軍が降伏文
書に調印し、
ヨーロッパの第二次世界大戦が終わりをつげまし 。2005
年、
当時のままに保存されているこの部屋を取り囲むように、博物館が
誕生しました。

開館時間：10時～12時、14時～18時。毎週月曜日、1月1日元旦、5月1日、11月
1日、12月25日は休み。入館は閉館45分前まで。

開館日：5月2日～9月30日。開館時間：10時～12時、14時～18時。定休日：火
曜日。

開館時間：10時～18時。毎火曜日、元旦1月1日、5月1日、11月1日、12月25日は
休館。入館は閉館45分前まで。

住所 : 53 rue Simon - 電話 : + 33 (0)3 26 35 36 90

住所 : 33 rue du Champ-de-Mars - 電話 : +33 (0)3 26 35 36 07

住所 : 12 rue Franklin Roosevelt - 電話 : +33 (0)3 26 47 84 19

1. 観光アプリ

あなたの位置情報をシェアし、あなた
のプロフィールと希望を入力してください。そして、
レンスおよび
リIDVizit をダウンロードし、あなたのニーズに必要な情報を全

www.palais-du-tau.fr

バス: オペラ駅 OPÉRA-CATHÉDRALE

賢い観光に最適な2つのプラン

レンス周辺の観光コースや見学の情報を手に入れましょう。
アプ

開館時間：7時30分から19時30分。入館料：無料。
ミサ中の見学は不
可。2月15日～11月15日、大聖堂の塔のガイド付き見学：トー宮殿にお
問い合わせ下さい。

www.reims-tourisme.com

界遺産へ登録されたノートル・ダム大聖堂、
トー宮殿に
サン・レミ聖堂。

www.reims-tourisme.com

バス: オペラ駅 OPÉRA-CATHÉDRALE

バス：サン＝ティモテ停留所下車SAINT-TIMOTHÉE

www.musees-reims.fr

www.musees-reims.fr

バス：サン＝ティモテ停留所下車SAINT-TIMOTHÉE

バス：フジタ停留所下車FOUJITA

て含んだ内容豊かなコンテンツにアクセスしてください。

トラム：シュニテール駅下車
SCHNEITER

www.musees-reims.fr

こちらからダウンロード可能：

2. ランス・シティ・パス
ランス・シティ・パスが提供する数多くの特典を
利用し、市内の必見スポットを巡りましょう：
美術館や公共交通を含む多くの無料特典
そしてシャンパン付 提携先レストラン全店にて
割引多数

-10%

**

観光客割引

清算前に海外のパスポートを提示してください

-12%***
免税

ヨーロッパ諸国以外に在住の皆様のため。同日、同ショップ
で、175ユーロ以上お買い上げいただいた場合に有効。
免税12％割引は、観光客割引10％と併用可能です。

GALERIES LAFAYETTE REIMS - 33 / 45 RUE DE VESLE
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オテル・ド・ヴェル
ジェール博物館
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古罗马地下迴廊

探検家であり芸術庇護者であったユーグ・クラフトの館（現ヴェルジェー
ル邸博物館）
は、1935年のクラフトの没後も当時のままの状態で残され
ました。2400点の工芸品（家具、絵画、版画、東洋の工芸品）
が保存され
ています。
デューラーの木版画に銅版画、
またルネサンス様式の華麗なフ
ァサードが彩を添えてくれます。

西暦200年ごろ、古代ランス
（ドゥロコルトルム）
のフォーラム下に造られ
たこれら3つの半地下回廊は、
おそらく屋根付きのマルシェとして使用さ
れていたのでしょう。現存するのは東側の回廊のみですが、
これは古代ロ
ーマ時代の世界が保存された貴重かつ重要な地下回廊遺跡の一つなの
です。企画展。

仏語、英語、独語によるガイド付き見学は、火、
日曜日の14時、15時 、16時および
17時。 定休日：月曜日、5月1日、7月14日、11月1日、12月25日。

開館時間：5月1日～9月30日、
は14時～18時。入館料：無料。

住所 : 36 place du Forum - 電話 : +33 (0)3 26 35 61 95

住所 : Place du Forum -電話 : +33 (0)3 26 77 77 76
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聖ジャン・バティスト
ド・ラ・サール館
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ブーラングラン市場

キリスト教学校修士会（ラ・サール会）
と、
その創立者でありこの館で生を
受け、没したジャン＝バティスト・ド・ラ・サール。両者の歴史が博物館のよ
うに順路を追って展示されています。
ラ・サール館は1545年から建てら
れました。館内の様々な装飾モチーフには、
ルネサンス時代の様式が見ら
れます。
住所 : 4 bis rue de l’Arbalète - 電話：+ 33(0)3 26 97 34 79

ガイド付見学（フランス語、英語、
スペイン語）
：火曜日～土曜日の14時～17時。1
月は閉館。
※団体での見学は可（要予約）。
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カーネギー図書館

近代的な建築と構造、最先端の建築資材と技術： 第一次から第二次世
界大戦間を象徴する建築、
ブラングランのレ・アールは細部に至るまで修
復され、2012年に利用が再開されました。
住所 : 50 rue de Mars

ここでは水曜日、金曜日、土曜日の午前中に中心街の市場が立ち、金曜日の16時
から20時まではビオ・マルシェが立ちます。

月曜～金曜：朝10時00～夜7時30、

ランス・シャンパーニュ
自動車博物館
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1920年代フランスの主な建築様式が雄大に広がる街、
ランス。
その中で
もアール・デコは幾何学的かつ装飾的であることを追求しました。代表的
な建築作品では、
アール・デコの華ともいえるカーネギー図書館とジャン
=バティスト・ラングレ大通りに注目しましょう。
この大通りは第一次から
第二次世界大戦間における変化に富んだ建築様式を見せてくれます。

マルヌのタクシーからレーシングカーに至るまで、
ここでは20世紀の自動
車の変革を見ることができます。250台近くあるコレクションの中には、数
台しか生産されなかったモデルも含まれています。
これらはフランス有数
の自動車博物館である本館に展示されています。

図書館の開館時間は、10時～13時、14時～19時です。
（土曜日および学校休暇
期間は18時まで）
月曜日、木曜日の午前中
（学校休暇期間の金曜日午前中）、
日曜
日は閉館。入場無料。

10時～12時、14時～18時（11月から3月までは17時）。定休日：火曜日
（祝日を
除く）12月25日、12月31日～2021年1月8日。

住所 : 2 place Carnegie - 電話 : +33(0)3 26 77 81 41

住所 : 84 avenue Georges Clemenceau
電話 : +33 (0)3 26 82 83 84

48時間 = 32 €

72時間 = 42 €

お問い合わせ、ご予約

WWW.REIMSCITYPASS.COM
または観光局までお問い合わせ
OFFICE DE TOURISME DU GRAND REIMS

グラン・ランス観光案内所

電話 : +33 (0)3 26 77 45 00 - accueil@reims-tourisme.com

土曜：朝10時00～夜8時00

*モード・ファッション **/*** ショップで条件をご確認下さい

44 GL 552 116 329 RCS PARIS

24時間 = 22 €

www.musees-reims.fr

トラム：ラングレ駅下車
LANGLET

トラム：ラングレ駅下車
LANGLET

www.reims-tourisme.com

www.lasalle.org

トラム：ラングレ駅下車
LANGLET

トラム：シュニテール駅下車
SCHNEITER

www.reims-tourisme.com

www.reims-tourisme.com

www.musee-automobilereims-champagne.com

バス: オペラ駅 OPÉRA-CATHÉDRALE
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バス：ブシネスク停留所下車
BOUSSINESQ

3ヶ所の観光案内所で、
良質な観光サー
ビスと情報を提供しております。
案内所：大聖堂前

モンターニュ・ド・ランス地方自然公園

案内所：中央駅前

住所: 6 rue Rockefeller

年中無休（1月1日と12月25日は
休み ）

住所 : Esplanade
François Mitterrand

1月および2月、
シーズン外の日曜と祝
日はお休み。

フィム支局

住所: 1 rue des Conclusions 51170 Fismes
電話 : +33 (0)3 26 48 81 28
定休日：月曜日、日曜日

シャンパーニュ・アルデンヌ
現代美術基金
公園案内所からヴァレ・ド・ラ・マルヌやモンターニュ・ド・ランス
のパノラマサイト、
またはハイキングコースを歩くかマウンテンバ
イクを使用し、
タルドゥノワのロマネスク教会から、見通しのよい
マイイ・シャンパーニュの散歩道やブドウ園小屋を通りフォ・ド・ヴ
ェルジーまで…。地方自然公園ではまさに多様性という芸術が
育まれているのです。
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現代美術地方財団（Fonds Régional d’Art Contemporain）
は、現代
美術コレクションの構成と普及、特別展の 企画と実行、現代美術を多く
の人々に親しんでもらうための活動を促進、企画しています。
住所 : 1 place Museux - 電話 : +33(0)3 26 05 78 32

展覧会開催時は、水曜日から日曜日
（祝日を除く）
の14時～18時に開館。
ウェブ
上で開催中の展覧会をご確認ください。入場無料および入場制限なし年間を通し
て無料の文化的アクティビティ開催。
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プラネタリウム

必見の教会

丸天井のスクリーンに夜空を映し出す投影システムです。天体を知るための様
々なプログラムが上映されています。
住所 : 49 avenue Général de Gaulle
電話 : +33 (0)3 26 35 34 70

上映スケジュール： 水曜日：14時30分 土・日曜日：14時30分 15時30分 16
時45分 学校の長期休暇期間中
（土曜日、
日曜日両日の午前中を除く）
：10時45
分 14時30分 15時30分 16時45分。平日のグループ見学は要予約。

住所: Maison du Parc

51480 Pourcy
電話: +33 (0)3 26 59 44 44

www.parc-montagnedereims.fr

近代的なステンドグラス（シマ、ヴィエイラ・ダ・シルヴァ）が美しいサン＝ジャッ
ク教会。Cité-jardin du Chemin-Vert内にあり、1920年代の最も有名なア
ーティスト達によって装飾が施されたサン＝ニケーズ教会。ネオ・ビザンティン
様式の荘厳な サント＝クロチルド大聖堂の地下聖堂には、
フランスの守護聖
人に関わる約二千点の遺物が保管されています。
サン＝ジャック (Saint-Jacques)：
月曜日の14時～18時、火曜日から土曜日の9時～12時＋14時～18時、
日曜日
の9時30～12時＋17時30～19時30に開館。
サン＝ニケーズ (Saint-Nicaise)：
営業日は2020年4月11日～10月10日の金曜日から日曜日
（その他の営業日時
に関してはウェブサイトでご確認をwww.reims-tourisme.com）
。

www.fracchampagneardenne.org

バス：サン＝モーリス停留所下車SAINT-MAURICE

www.reims-tourisme.com

トラム：フランシェ＝デペレ駅下車
FRANCHET D’ESPÈREY

16

15

サント＝クロチルド (Sainte-Clotilde)：
7月と8月の日曜日、15時～17時30開館。ミサ中の見学は不可。

地方航空博物館

ポンペル要塞博物館

ランスとその地域は、航空術において世界的に有名な発祥地でもあります。館
内には、当時の書簡や道具の模型に航空技術の革新、そして20世紀にフラン
ス航空界を一躍名高いものとした人々の歴史も展示されています。
 所 : ランスから5 km
住
Place de la Mairie 51450 Bétheny
電話 : +33(0)3 26 07 12 71
開館日は4月から10月の毎週日曜日14時30分～17時30分
（2020年6月7日
～10月4日の間は除く）、団体は年間を通して要予約。

www.reims-tourisme.com
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バス：サン＝ティユル停留所下車
TILLEULS

18

17

これは、1 8 8 3 年にランス市の防 御 手 段を確 保するために築かれまし
た。2014年に拡張、改装されたこの博物館には軍服、武器、大砲の部品、帽子
（ドイツ帝国軍の名高いフリーゼコレクションを含む）が収蔵されています。
ランスからChâlons-en-Champagne方面へ8 km
電話 : +33 (0)3 26 49 11 85
開館時間：10時～18時。毎週月曜日、1月1日元旦、5月1日、11月1日、12月25
日は休み。入館は閉館45分前まで。

ヴェルズネイの灯台
ブドウ園博物館で、シャンパーニュ地方のブドウ栽培の世界に心ゆくまで浸れ
ます。オーディオヴィジュアルと空間設計技術による、シャンパーニュ製造に必
要不可欠な要素とは何か見てみましょう。灯台からはモンターニュ・ド・ランス
の丘陵が一望できる素晴らしいパノラマが臨めます。庭園（パノラマビュー）生
産者達のシャンパーニュテイスティングルーム。

SNSフォローはこちらから
#ReimsTourisme

最新情報はこちらへどうぞ

WWW.REIMS-TOURISME.COM

ランスからChâlons-en-Champagne方面へ18 km
電話 : +33 (0)3 26 07 87 87
开放时间，四月至九4月から9月の10時～18時30と10月から3月の10時30～17時オープン。（月曜
日、12/25、1/1から2/7の期間を除く）。

www.musees-reims.fr

www.reims-tourisme.com

© Speedi Rychi Nylon. Impression : Reprocolor. © M. Argyroglo (FRAC ChampagneArdenne), A. Coeuret, Grand Reims/C. Beudot (dont 1e de couverture), Moment Factory
(Cathédrale Notre-Dame), C. Moya, C. Richez. Parution : février 2020.

休館日：
なし

...とシャンパーニュの街 !

ランスはまた、有名ブランドのシャンパーニュの産地としても
その名を馳せています。
シャンパーニュの生産者達は、その入
念な仕事と、品質に賭ける情熱で、
この地方の ワインの地位
と名声を確かなものにしてきました。
シャンパーニュの丘陵、
メ
ゾンとカーヴ」
は2015年7月にユネスコ世界遺産に登録され
ました。

SCEAU A CHAMPAGNE

世界中の様々な祝いの場で嗜まれているシャンパーニュが、何
年もの間眠るメゾン
（ 生産者）
の カーヴを是非、巡ってみてく
ださい。

サン·レミ聖堂から5分の距 離にあります。
ブティックは毎日営業：月曜日から水
曜日の10時～13時＋14時～19時。
木曜日から日曜日の10時～19時。
仏語と
英語による案内付き見学は有料で、
元旦と12月25日を除き年中無休。見学の最
後に3種のシャンパンの試飲が可能。
住所 : 17 rue des Créneaux
電話 : +33 (0)3 26 82 70 67
boutique@champagnemartel.com

www.champagnemartel.com

www.citura.fr
レンスにある全てのメゾン・ド・シャンパー
ニュには、Citybus またはトラムが運行
しています。Citybus の運行日時は月
曜日から土曜日の9時～19時。
REIMS CITY PASSで公共交
通機関をご利用いただけ
ます。

www.maisons-champagne.com

見学にあたっての注意事項
見学中の移動は徒歩で行われます。
また十分に温かい服装で
お越しください。ペット同伴はご遠慮ください。18歳未満の方
および妊娠中の女性は、
シャンパンのデギュスタシオンは禁止
されています。 過度なアルコール摂取は健康を害します、節度
ある適度な飲酒を。

開園日：3月1日～10月31日まで毎日
（要予約）開園時間：10時～13時、 14
時～18時11月1日～12月30日の開園日：水曜日から日曜日
（12月24日と25日
を除く）開園時間：10時～13時、 14時～17時30分1月2日～2月28日の開
園日：水曜日から土曜日 開園時間：10時～13時 14時～17時30分ブティッ
ク営業時間は開園時間に準ずる有料見学は仏語・英語
（その他の言語：お問い
合わせください）
。

5 rue Carnot – Reims
03 26 47 69 31
www.restaurant-lecarnot-reims.com

地址 : 34 rue du Champ de Mars
電話 : +33 (0)3 26 49 59 70
guides@mumm.com

www.mumm.com

シャンパーニュ醸造ツアー
カーヴ見学＆デギュスタシオン

ランスの中心地から車で15分、
モンターニュ・ド・ランスのブドウ畑の真ん中に位
置するCanard-Duchêneでは、
有料での試飲付き見学が可能です。
対応言語は
仏・英語。
1月 2月の月曜日～金曜日、
10時～18時。
3月から12月の月曜日～土
曜日、
10時～18時。
要予約。
ドメーヌの公園で、
サーベラージュ入門教室を開催。
住所 : 1 rue Edmond Canard 51500 Ludes
電話 : +33 (0)3 26 61 11 60
visites@canard-duchene.fr

半日85 €（お一人様）
シャンパン6種類を試飲
1日190 €（お一人様）
シャンパン10種の試飲＆食事付

www.canard-duchene.fr

営業日：土日祝日を含む毎日 営業時間：10時～19時休日：12月25日 1月1日
～3日見学
（有料）
は要予約。
住所 : 5 place Général Gouraud
電話 : +33 (0)3 26 61 62 56
visitepommery@vrankenpommery.fr

www.vrankenpommery.com

2名～8名までミニバスで移動。月曜日～土曜日
Vignerons
situés en dehors de Reims.
レンス外に位置するブドウ生産者
Photos souvenirs
dans les vignes pour chaque visite.
各見学につき、ブドウ畑で記念写真

エクセレンス認証
FÜR EXZELLENZ

ご予約
+33 (0)6 49 05 47 52
contact@sparkling-tour.com
www.sparkling-tour.com

ランスの歴史地区の中心、
Reims-Centre 駅から2分。
ブティックは毎日営業：月
曜日から水曜日の10時～13時＋14時～19時。
木曜日から日曜日の10時～19
時。
仏語と英語による案内付き見学は有料で、
元旦と12月25日を除き年中無
休。見学の最後に3種のシャンパンの試飲が可能。
住所 : 8 place de la République
電話 : +33 (0)3 26 88 53 86
boutique@decazanove.com

開館時間は2020年3月11日～10月31日の月曜日から土曜日、
9時30分～18
15分
（2020年5月1日は閉館）
。
小グループ専用のガイド付き見学と試食、
要予
約。
対応言語は仏、
独、
英、
西、
伊、
葡、
蘭、
露、
日、
瑞。
1～80名までのプライベート
レセプションを企画
（イベント、
カクテルパーティー、
ランチ、
ディナー、
セミナー）
。
住所 : 4 rue des Crayères
電話 : +33 5(0)3 26 77 51 52

www.champagnedecazanove.com

www.ruinart.com

開館日は、
イースター
（4月12日）
から12月中旬の水曜日から日曜日
（祝日、
代替
え祝日を含む）
の10時～18時、
12月中旬からイースターの土曜日と日曜日の10
時～18時
（12月25日、
1月1,2,3日は休日）
。

シャンパーニュ・テタンジェは、
3月末から11月中旬の毎日、
見学を受け付けてい
ます
（カーヴへの出発9時45～16時30）
11月中旬から3月末の土曜日、
日曜日、
祝日はお休み
（カーヴへの出発10時～11時45および14時～16時30）
有料見
学、
フランス語とドイツ語対応。

住所 : 54-56 boulevard Henry Vasnier
電話 : +33 (0)3 26 61 62 56
villademoiselle@vrankenpommery.fr

www.vrankenpommery.com

住所 : 9 place Saint-Nicaise
電話 : +33 (0)3 26 85 84 33

cellars-booking.taittinger.fr

観光ルート

ランソン社ではブドウ畑からシャンパングラスまで独特なシャンパーニュを体験
いただけます。
ガイド付見学は予約のみ
（有料・デギュスタシオン有）
、
仏語・英語
（場合により独語・西語）
。
4月初旬、
全く新しいムードで再オープン。
営業日は月
曜日～金曜日
（土曜日と日曜日：20名以上の団体、
要予約）
。
ブティックあり。
住所 : 66 rue de Courlancy
電話 : +33 (0)3 26 78 50 50
visites@champagnelanson.com

www.lanson.fr

開園日
（2020年3月3日～12月19日）
：火曜日～土曜日
開園時間：9時30
～12時30分、 13時30分～17時30。分以下の祝日は開園：2020年5月8
日、
5月21日、
7月14日、
8月15。
開始10分前までにお集まりください。
10歳以下
の子供は無料見学および売店は障害者の方もご利用いただけます。
住所 : 1 rue Albert Thomas
電話 : +33 (0)3 26 89 53 90
visitscenter@veuve-clicquot.fr

www.veuveclicquot.com

「聖なる都」
(Cité des Sacres) は、
ラン
スが提案する4つのテーマ別散策コース
の1つです。
観光情報は観光局で！

