
マドリードの世界遺産
都市へ行く観光列車

３つの列車、

３つの時代、

３つの到着駅。

ユネスコの世界遺産に認定された３都市、サン・ロレンソ・

デ・エル・エスコリアル、アランフェス、アルカラ・デ・エナーレス

は、マドリード市中心部から半径50Km以内にあります。世界遺産の

認定は、これらの街の景観や建築、伝統が普遍的な価値を持って

いることを何よりも証明しています。いずれも国際的に有名な場所

であり、世界の文化的多様性の極めて貴重な例と言えます。

それぞれの街の歴史や周囲の環境に関する知識を学びなが

ら到着する型破りな手段として、マドリードとの間に運行する観光

列車を利用しない手はありません。過去へのタイムトリップが、忘

れられない体験となることでしょう。

ここにご案内する列車はいずれも、個性的なデザインと観光

と学習の独創的なアクティビティを介し、鉄道の過去と現在を私た

ちに物語ってくれます。交通革命を担った鉄道は、19世紀に近代

をもたらした交通手段となりました。当時の鉄道は、新しい時代を

目指して走っていました。現在は、過去を探求する旅へと私たちを

誘っています。

体験しながら満喫しよう

スペイン

世界遺産を訪れる
観光列車
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マドリード州

マドリード州



タイムトリップの
準備は整いまし
たか？ 
それでは、出発
進行！
時代の先駆者

鉄道を最初に利用したのは、レー

ルの上を走っているのが「進歩」と気づ

いた人 で々した。馬車で何週間も掛かる

ことのあった道のりを、鉄道はわずか数

時間に短縮したのですから。人や物を

かつて目にしたことのない速度で運送

する能力は大きな進展にほかなりませ

んでした。将来へ踏み出された大きな

一歩だったのです。

あらゆるものに変化をもたらした

鉄道は、冒険に対する憧れのシンボル

となりました。ガタンゴトンという列車

の音や汽笛、機関車の吐き出す煙は、

未知の素敵な場所へと運んでくれる、

旅と観光の革新的手段を象徴していま

した。

マドリードや世界各国の首都の住

民たちは、田園を驚異的な速度で走る

蒸気機関車に目を見張ったものでした。

次はいったい何だろう？まさか、空を飛

べるようになるとか？

イチゴ、王宮、文学

イチゴ列車は1851年の開通以来、こ

の名称で呼ばれています。タホ川とハラ

マ川の果樹園で収穫されたイチゴを運搬

していたからです。イベリア半島で２番目

に開通したこの路線は、マドリードとアラ

ンフェスを結び、田舎への遠出を楽しむ

貴族たちの間で愛用されました。

巨大なサン・ロレンソ・デ・エル・エス

コリアル修道院はグアダラマ山脈の山中

に建設されています。ロマンチックな視点

から冒険と神秘に満ちた歴史を好む19世

紀の旅人たちの行先として、格別な魅力を

放っていました。フェリーペ２世列車では、

彼の当時の興奮を間近に感じられます。

1859年の鉄道の到来は、アルカラ・

デ・エナーレスとその貴重な文化的遺産

の復活に大きく貢献しました。今日、セル

バンテス列車は、世界的に有名な文学作

品「ドン・キホーテ」の作者の出身地であ

り、知識の都と称されるアルカラ・デ・エ

ナーレスの大いなる過去へと私たちを誘

ってくれます。

これらの観光列車の道中は、現在

と過去の数々の人物たちが旅の道連れと

して皆様をご案内します。ミゲル・デ・セ

ルバンテスや国王フェリーペ２世は、現代

の旅人たちに彼らの生活を物語ってくれ

ます。耳を澄ませ、目を楽しませ、親切な

農夫たちが配るご当地フルーツを試食し

ながら旅をお楽しみください。

進展の宮殿

19世紀の都市や村落のシルエット

に出現した、かつてないタイプの建物。

それが鉄道駅でした。当時の工学の刷

新を示す鉄の空間に繊細な装飾がほ

どこされ、宮殿のような美しさを誇って

いました。このような巨大建造物の目的

は、旅人たちを迎え入れ、配置すること

にありました。

この好例に挙げられるのがアトー

チャ駅で、鉄道建築の芸術作品と考え

られていました。国王一家が利用しや

すいよう、意図的に王宮の近くに建設さ

れた北駅（今日のプリンシペ・ピオ駅）

も同様の例です。もうひとつの例に挙げ

られる旧アランフェス駅は、貴婦人の

門まで続く王家専用支線の終着駅でし

た。最後の数本のレールには、銀めっ

きがほどこされていたという言い伝えも

あります。

ご乗車ください！

今日、マドリードの観光列車をご利

用される方たちは、鉄道の初期時代の

人々に想いを馳せられるのではないで

しょうか。レトロ調の機関車、木製の車

体と座席を備えた車両、上げ下げ窓、

車両の両端を飾るデッキ。

時代を先取りした人々が感じた速

度に合わせ、木々や植物、鳥たちや地

質、歴史の古い村 を々車窓から眺めるこ

とができます。このように、マドリード州

には素晴らしい遺産と自然に満ちた環

境が皆様をお待ちしています。

フェリーペ２世 
列車
山 と々ルネッサンス

セルバンテス列車
文学都市における騎士の冒険

  旅のおとも: フェリーぺ２世!!

宮殿-修道院の建設を命じ、「太陽の沈

まぬ帝国」と呼ばれたスペイン最盛期の

国王まさにそのご本人です。

  道中のお楽しみ：景色の美しさ、列車の

特徴、面白く魅力的な歴史講義をお楽

しみいただけます。

  サン・ロレンソ・デ・エル・エスコリアルの

見学スポット: 王立モニュメント、サン・

ロレンソの旧跡、フェリーペ２世の森

(ラ・エレリア）、修道士の庭園など。

  面白情報：修道院には部屋4,0 0 0

室、2,673枚の窓、1,250枚の扉、45,000

冊の書籍、1,600枚の絵画があります。

  以下をお好きな方たちにおすすめですː

自然の風景、歴史的建造物、巨大モニュ

メント。

* エル・エスコリアル駅からはバスで移動

  旅のおとも: 無邪気な王子と呼ばれ

たセルバンテスと、その小説の登場人

物たち。

  道中のお楽しみ：詩と演劇、そしてユ

ーモアが満載！ドン・キホーテと個人

的にお知り合いになれます。お得意

の戯言が皆の笑顔を誘います。

  アルカラ・デ・エナーレスの見学スポ

ット: 旧市街、サン・イルデフォンソ学

院、コラル・デ・コメディアス劇場、サン

トス・ニーニョス・カテドラル、セルバ

ンテスの生家博物館、そして、マドリー

ドのびっくりするような歴史が詰まっ

た地方考古学博物館もお忘れなく。

  面白情報：コラル・デ・コメディアス劇

場はヨーロッパ最古の劇場のひとつ

です。これまでに劇場、博物館、映画

館を経て再び劇場と七変化、現在は

1605年当時と同じ姿に戻っています。

  以下をお好きな方たちにおすすめです

ː騎士道の歴史、詩、魅力のある街。

出発地 
21世紀 · プリンシペ・ピオ駅

到着地 
16世紀末 · サン・ロレンソ・デ・エル・エス
コリアル駅*

出発地 
21世紀 · アトーチャ駅

到着地 
17世紀初め $ アルカラ・デ・エナーレス駅

フェリーペ２世列車
電話予約:91 020 07 82 
www.trendefelipeii.com

セルバンテス列車
マドリード近郊鉄道ネットワークの窓口のある駅 
自動改札機 
www.renfe.com

イチゴ列車 
前売りチケット販売のある鉄道駅
Renfeの電話予約: 91 232 03 20 
www.renfe.com

インフォメーションとチケット販売

イチゴ列車
王宮行きの木製車両

 旅のおとも: 王宮の庭園やその他の魅

力的な場所を楽しむためにアランフェ

スに遠出するマドリード上流階級の人

物。あるいは採れたての作物を配って

歩く農夫たち。

 道中のお楽しみ：アランフェス名物の

イチゴの試食と美しい景色。ガタンゴ

トンとゆるやかな音で走る列車の旅を

お楽しみください！

 アランフェスの見学スポット：王宮、農

夫の家、船の博物館、庭園、旧市街、ワ

イナリー、かつての君主たちがよく訪れ

たタホ川の岸辺。

 最新情報：5月3日、アランフェス古典音

楽フェスティバルのため、イチゴ列車は

発着時刻を変更し、特別アクティビティ

を催しながら運行します。

 以下をお好きな方たちにおすすめです

ːロマンチックな散歩道、昔ながらのピ

クニック、ホームメードの生クリームを

添えたイチゴ。

出発地 
21世紀 · プリンシペ・ピオ駅

到着地 
19世紀半ば · アランフェス王立モニュメ
ント駅
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