
絵画・生花教室、折り紙の 

展示、シンギングボウル 

瞑想などの文化イベントが
カイザースラウテルン 

日本庭園の活動をます 

ます充実させています。
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カイザースラウテルンは、伝統料理の多様性、愛着ある旧市街、魅
力的なショッピング街、親近感あふれる雰囲気と人々の友好さで知
られる街です。

例えば、歴史的な旧市街の雰囲気を満喫させてくれるカイザースラ
ウテルン旧市街祭りで、是非カイザースラウテルンの新たな一面を
発見してください。バルバロッサの街で繰り広げられるこのフェスティ
バルには、毎年多数の観光客が訪れます。

年中どの季節に訪れても楽しめる観光地、それがカイザースラウテ
ルンです。街を手短に観光するもよし、街と周辺地域をゆっくりと時
間をかけて観て回るもよし、カイザースラウテルンでは短期滞在に
も長期滞在にもぴったりの、それぞれのニーズに沿った宿泊施設が
必ず見つかります。

高い生活水準を存分に満喫してください
プファルツの大都市カイザースラウテルンがお客様をお迎えします

技術都市、大学の街、経済拠点
カイザースラウテルンが未来を拓きます

文京区のドイツ友好都市:

カイザースラウテルン
ヨーロッパの真ん中で
日本を体験カイザースラウテルンは、

中央ヨーロッパでも有数の
美しい景色に囲まれた 

街です。ライン川周辺地
域や隣接するフランス、 
絵画のように美しいワイン
地域、ロマンチックな 

旧市街、圧倒されるような
天然記念物、中世の城の
廃墟など見所が多種多様
にそろっています。

専門大学や工科大学、 
一貫したコンセプトによる
テクノロジーパーク、有名
研究機関などの多数の 

教育施設では、日本人 

学生を含む 1万人以上の
学生たちに学びの場が 

提供されています。 
このようにカイザース 

ラウテルンでは経済産業
界にとっても最適な 

環境条件が整えられて 

いるのです。

アイデアと未来を見つめる力を豊富に備え
るカイザースラウテルンは、技術トランス
ファー、応用基礎研究そして多様な相乗効
果を効果的に活用し、実践的教育と有能な
人材の接点となっています。

「カイザースラウテルン」が「IT」の代名詞
となり、日本企業を含むますます多くの革新
的企業が活動拠点としてこの街を選ぶように
なったのも偶然ではないのです。

日本庭園:
アジア文化をドイツで. . .

カイザースラウテルンの友好都市である 
文京区との親善友好活動から生まれた日本
庭園。2002年に開園したこの庭園は、ヨー
ロッパでも有数の規模と美しさを誇る日本 
庭園として知られています。

この比較的歴史の浅い庭園はそれまで長い
歴史を誇っていた公園施設の跡地に建設さ
れました。ここにある高樹齢のムラサキブナ
やターキッシュヘーゼルの大木、珍しいユリ
ノキなどが訪れる人々の目を楽しませてくれ
ます。日本庭園の中に散在するこれらの貴
重かつ歴史的な樹木の数々は、訪問者にとっ
ても設計者にとってもまさに大きな財産とい
えるでしょう。

光と影、植物と石、 
水と路の芸術的調和が 

生むエネルギーと静寂を
求めて、多くの人々が 

カイザースラウテルン 

日本庭園を訪れます。

サッカー日本代表チームの
超大型ユニフォームに 

多くの訪問客からサインが
寄せられました。 
このユニークな思い出の 

品が作り上げられる姿は 

カイザースラウテルン 

日本庭園でも珍しい 

光景でした。

日本および友好都市である文京区からの訪問客への敬意をこめて、
ワールドカップ開催の 2週間前に全長 100メートルの鯉のぼりがカ
イザースラウテルンの空に翻りました。

2005年 12月 9日、ライプチヒで行なわれた FIFA WM 2006TMの
組み合わせ抽選会にはカイザースラウテルン中が注目しました。そ
して「サッカー大国」日本の試合開催地に決定した瞬間、歓喜の声
が上がったのでした。

2006年夏、日本ファンたちもカイザースラウテルンでの素晴らしい
ひと時を過ごしました。日本代表チームはオーストラリアに敗戦した
ものの、パーティー気分は最高の盛り上がりを見せました。
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生物圏保護区としてユネスコの 

世界遺産に登録されている 

プファルツ森林地域では全長
12000kmを誇る遊歩道が整備
されており、ゆっくりと散歩したり 

レジャースポーツを楽しんだりと、 
それぞれのニーズに応じた 

憩いの場が用意されています。
世界各国から訪問客を集めた FIFA WM 
2006™では、この街の人々が持つ友好さ
が証明されました。日本からも多数の訪問
客がカイザースラウテルンを訪れ、この地で
素晴らしいひと時を過ごしました。 

自然の中の都市、
都市の中の自然

カイザースラウテルンについて
データおよび連絡先

地理
位置 : ドイツ連邦共和国ラインランド・プファルツ州南部

緯度 :北緯 49 度 27 分

経度 :東経 7 度 46 分

標高 :海抜 245 m

面積 : 139,72 km2

人口
人口数 : 約 110,000

人口密度 : 約 700人 /km2

友好都市
ダヴェンポート (アメリカ合衆国 )、ドゥズィー (フランス )、サン・
カンタン (フランス )、ボロー・オブ・ニューハム (ロンドン、イギリス )、
文京区 (日本 )、ブランデンブルク (ハーヴェル川沿岸、ドイツ )、
プレヴェン (ブルガリア )、コロンビア (アメリカ合衆国 )、シルケボー
(デンマーク )、ギマランイス (ポルトガル )、バニャ・ルカ (ボスニ
ア・ヘルツェゴビナ )

市当局
住所 : WillyBrandtPlatz 1, 67653 Kaiserslautern

インターネットアドレス : www.kaiserslautern.de

カイザースラウテルンは 

革新技術の街、有名文化都市、
魅力的なショッピングの街、 

レジャー地、緑の街、 
由緒ある歴史の街、情熱 

あふれるWM都市、住み 

やすい大学都市としての 

様々な顔を持っています。

FIFAサッカー世界 
選手権 2006TMでは、 

日本代表チームの試合が 
このカイザースラウテルンで 
開催されました。この街で
多数の日本ファンたちが 
歓迎を受けたのです。

文京区のドイツ友好都市カイザースラウテル
ンをご存知ですか。 

カイザースラウテルンとは、
様々な対照性をその魅力とする都市です。
大学都市にしてはのどかな街であるととも
に、国際都市とは思えないほど歴史的な景
観が維持されているこの街。平穏なプファル
ツ森林地域に位置しながらも優れたインフ
ラストラクチャが高い利便性を実現し、歴史
豊かな街でありながらも現代的かつ革新的
な一面を持っています。

文京区との友好親善活動などにあげられるよ
うに、世界に開かれた都市としての国際性
もカイザースラウテルンの持つ特徴の一つ
です。現在、カイザースラウテルンには世
界 141カ国の人々が生活し、街の文化の多
様化に貢献しています。

カイザースラウテルンへようこそ
世界に開かれた、愛着ある未来志向都市

「緑のオアシス都市」としても知られるプファ
ルツの都市、カイザースラウテルンでは緑
の中で多様なレジャーが楽しめます。この街
なら、どの年代層にもぴったりのレジャーが
楽しめることでしょう。

ゆっくりとリラックスしたいなら公園や園芸
ショー、大きくあくびをするライオンの口の
中をじっくりと観察するなら動物園、猛スピー
ドで違った角度から街を再発見するならカ
イザースラウテルン・スケートナイトがおす
すめです。

街の周辺地域はノーディック・ウォーキング、
マウンテンバイク、ハイキングに最適です。

カイザースラウテルンは地域の文化都市とし
ても知られ、その多様性を特徴としています。

フォルクスパーク (市民公園 )で開催される
クラシックコンサートやナト音楽祭で聴ける
ビッグバンド音楽、文化センター「カムガル
ン」で演奏されるジャズやブルース、プファ
ルツ劇場の大ホールで聴くオペラからフルヒ
トハレで開かれるコンサートにいたるまで、
趣味やジャンルを問わず多彩なプログラム
が取り揃えられています。どの年齢層の観客
も十分に楽しめること間違いありません。

貴重な芸術コレクションを
所有するプファルツギャラ
リーは、カイザースラウテ
ルンでも特に有名な博物
館として知られています。

高水準、多彩、情熱的
文化活動の多様性

プファルツ劇場カイザースラウ
テルンでは言語演劇、音楽演
劇、舞踊演劇など様々な演劇
が上演されます。時には世界
初公演がここカイザースラウテ
ルンで開催されることも。
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