主な見どころ
観光地図付き

海上要塞
スオメンリンナ

スオメンリンナ教会

この教会は、1854 年に駐屯
部隊のための正教会の教会として
建設され、フィンランド独立後の
1920年代に福音ルター派の教会と
なりました。教会の塔では、現在で
も航空・海上交通用の灯台が稼働
しています。

コートヤード

要塞を築いたアウグスティン・
エーレンスヴァルド(Augustin
Ehrensvärd) が設計したコートヤ
ードは、1760年代に要塞の中央広
場として完成しました。クリミア戦
争中の1855年、広場は爆撃によっ
て大きな被害を受けました。コート
ヤードにはエーレンスヴァルドの墓
があります。

乾ドック

スオメンリンナのドック（船
渠）は、現在も使用されている乾ド
ックの中では世界最古のものの一
つです。1760年代には、造船技師
F. H. af チャップマン(F. H. af
Chapman) の指揮のもと、ここで
群島船団の船が建造されました。
現在、ドックは古い木造船の修復
に使用されています。

クスターンミエッカ

クスターンミエッカでは、当初
からの星形要塞と、19世紀後半に
ロシアによって構築された、土塁
や大砲を備えた海上防衛線を見る
ことができます。

キングスゲート

堂々としたキングスゲートは、
スオメンリンナのシンボルです。キ
ングスゲートは、要塞の式典用の
門として1753年から1754年にかけ
て 建設されました。門は、1752年
に 要塞の建設者スウェーデン王ア
ド ルフ・フレドリク(Adolf Fredrik)
が 建設作業の視察に訪れた際、王
を 乗せた船が錨を下ろした場所に
建 設されました。

交通機関
1 フェリー (HSL) メイン乗り場
19 水上バス・
トゥキストラハティ乗り場
43 水上バス・キングスゲート乗り場
46 水上バス・ロンナ乗り場
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アート
2 ギャラリー・ランタカサルミ
33 HIAPギャラリー・アウグスタ
34 ケラミックスタジオ・ポット・ヴィアポリ
35 ガラススタジオ・ヒュッティ
35 茶室 徳有庵
48 スタジオ・エサ・トイヴァネン

7

(夏期のみ)
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宿泊
5 ホステル・スオメンリンナ

レストラン・カフェ
2 レストラン・スオメンリンナ・
その他のサービス
ブルワリー
2 ヴィアポリ・デリ&カフェ
2 観光案内所
49 カフェ・シロー
11 スオメンリンナ図書館
6 バスティオン・ビストロ
21 レヴハッリ（船舶整備場）
7 カフェ・ヴァニッレ
20 マリーナ
14 Linna bar
36 サマーシアター
15 おもちゃ博物館カフェ・サモワールバー 40 ビーチ
18 スオメンリンナセンター・カフェ
41 ピクニックシェルター
20 カフェバー・ヴァリモ
50 ロンナ・サウナ
27 レストラン・スシサーリ
見どころ
38 カフェ・ピペル
3 1918 年捕虜キャンプ記念碑
45 レストラン・ヴァルハラ、
8 スオメンリンナ教会
サンテラス＆バー
45 ピッツェリア・ニコライ
24 乾ドック見晴台
47 ロンナ・レストラン
29 コートヤード、エーレンスヴァルドの墓
42 クスターンミエッカの土塁と大砲
ショッピング
44 キングスゲート
4 食料品店
会議・パーティ会場
15 おもちゃ博物館ショップ
18 スオメンリンナセンター・ショップ
ご予約により通年オープン
9 ピルンキルッコ・バンケットホール
26 トゥキストラハティ・キオスク
10
32 ミュージアムショップ
パヤサリ・ホール、トゥンヌリンテキヤ・ミー
32 ヴィアポリ・
ティングルーム
12 オフィサーズクラブ
アート&クラフトショップB34
13 パールラスティフオネ・カンファレンスルーム
22 テナリー・フォン・フェルセン
23 ミュッルサリ・ホール
焚き火
バーベ
25 ピールタモ
禁止
キュー禁止
31 クルティーニ・ハミルトン・ポルヘム
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広場から (夏期のみ)
マーケット

ミュージアム
15 おもちゃ博物館
16 軍事博物館マネーシ
18 スオメンリンナ博物館
28 税関博物館
30 エーレンスヴァルド博物館
37 潜水艦ヴェシッコ
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メインルート（航路距離 約1.5KM）
トンネル
大砲
通年オープン
夏期以外不定期的オープン

(夏期のみ)

スオメンリンナへ
ようこそ！
ヘルシンキ前方の島々に築かれ
たスオメンリンナは文化的遺産
です。スオメンリンナの建設は、
フィンランドがスウェーデンの一
部だった18世紀半ばに始まりま
した。今日、要塞とそのミュージ
アム、レストラン、イベントは、あ
らゆる年齢層の方々に思い出の
体験をお届けします。

歴史
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スウェーデン統治下のフィンランド で、アウグス
ティン・エーレンスヴァ ルドの指揮により海上要
塞の建設 が始まる。
スウェーデン王フレドリク1世、要塞をスヴェア
ボリ (Sveaborg) と命名す る。

ロシア・スウェーデン戦争で要塞が 海軍基地とし
て利用される。
フィンランド戦争。要塞はロシア軍 に引き渡さ
れ、その後 110 年にわた りロシアの海軍基地とな
る。
フィンランド、ロシア帝国の自治領となる。

クリミア戦争。英仏艦隊が要塞を爆 撃し、多大
な損傷を被る。

フィンランド内戦。要塞に捕虜キャンプが設置
される。要塞はフィンラ ンド領となり、スオメン
リンナと名づ けられる。

第二次世界大戦開戦。要塞は砲兵基地、対空防
衛基地、潜水艦基地と なる。
フィンランド駐屯部隊が要塞島から 撤退。スオ
メンリンナは教育文化省 の管轄となる。

要塞が軍事施設のユニークなモニュメントとし
てユネスコ世界遺産に登 録される。

現代に生きる海上要塞

要塞は、毎年約百万人が訪れるフィンランドで最も人気の
高い観光地の一つです。スオメンリンナでは、一年中様々
なサービスやイベントが開催されており、約800人の住民
が住んでいます。教育文化省が管轄するスオメンリンナ管
理機関は、要塞の修復、開発、維持はもちろん、観光名所
としての管理責任を負っています。
要塞は、次世代のために保存することをゴールとして、持
続可能な観光の原則に従って保存・開発されています。訪
問中には指示に従い、この世界遺産の保存にご協力くだ
さい。

1991 年、スオメンリンナは当時の軍事建造物の独

特な一例として、ユネスコ世界遺産に登録されまし
た。スオメンリンナは変則的な形状の星形要塞であ
り、スウェーデン、ロシア、フィンランドという3つの
国の国防を担った独特な歴史を持っています。

歴史の中に
とっぷりと浸る
ミュージアム

スオメンリンナには6つのミュージアムがあります。
具体的な営業時間は、観光案内所に問い合わせるか、
www.suomenlinna.fi をご覧ください。
通年オープン

夏期以外不定期的オープン

スオメンリンナ博物館
(Suomenlinna-museo)
要塞のメインミュージアム
では、スオメンリンナの魅力
的な物語をご紹介していま
す。館内では、30分おきに要
塞の歴史に関する短編映画を
数ヶ国語で上映しています。上
映時間は25分です。
潜水艦ヴェシッコ
(Sukellusvene Vesikko)
第二次世界大戦中に活躍
したフィンランドの潜水艦を
訪れましょう。復元された艦
内では、潜水艦の乗組員たち
の労働環境や当時の潜水艦技
術を知ることができます。

ガイド付きウォー キングツアー

スオメンリンナの多彩な歴史を学ぶにはガイド付きツアーが最
適です。ツアーは、英語で、夏は毎日、冬は毎週末開催されま
す。数ヶ国語のプライベートツアーは、年間を通じてご利用いた
だけます。すべてのツアーはスオメンリンナ博物館からスタート
します。
ガイド付きツアーは、エーレンスヴァルド協会
(www.suomenlinnatours.com) が開催しています。

軍事博物館マネーシ
(Sotamuseon Maneesi)
マネーシの展示では、フィン
ランドの戦争と防衛軍の興味深
い話を紹介しています。
スオメンリンナおもちゃ博物館
(Suomenlinnan lelumuseo)
19世紀初めから1970年代ま
での古いおもちゃを知る、おもち
ゃ博物館への懐かしい旅に立ち
ましょう。
エーレンスヴァルド博物館
(Ehrensvärd-museo)
この家庭博物館に最初に住
んだのは、アウグスティン・エー
レンスヴァルド陸軍元帥でした。
かつて要塞司令官の公邸だった
この博物館では、スウェーデン
時代の将校の家庭を展示してい
ます。
税関博物館 (Tullimuseo)
かつての刑務所の建物にあ
る税関博物館では、フィンランド
での通関手続きや密輸の歴史を
展示しています。

スオメンリンナの
レストランとカフェ

スオメンリンナ・センター・
カフェ (Suomenlinnakeskuksen kahvila)

おいしいお飲物と幅広い種類
のスペシャリティコーヒーを一年中
提供しています。

カフェバー・ヴァリモ
(Café Bar Valimo)

カフェ・ピペル (Café Piper)

こののどかな夏のカフェは、
スープ、ペストリー、お飲物を用意
しています。テラスからは、素晴ら
しい海の景観が一望できます。

レストラン・ヴァルハラ
(Ravintola Walhalla)

この高級グルメレストラン
このリラックスしたレストラン は、絶品料理と素敵なワインを添
はドック区域内にあり、パスタ、サ えて提供しています。
ラダ、様々な日替わりスペシャル料
理に良質なドリンクを添えて提供し
ピッツェリア・ニコライ
ています。

(Pizzeria Nikolai)

通年オープン

夏期以外不定期的オープン

具体的な営業時間は、観光案内所に問い合わせるか、
www.suomenlinna.fi. をご覧ください。

レストラン・スオメンリンナ・
ブルワリー (Ravintola
Suomenlinnan Panimo)

この一流レストラでは、フィン
ランドとスカンジナビアで生産さ
れた季節の食材を使用していま
す。要塞のブルワリーにも立ち寄
って、自家製地ビールをお試しくだ
さい。

ヴィアポリ・デリ&カフェ
(Viaporin Deli & Café)

このカフェはジェティ・バラッ
クスにあり、サラダ、サンドイッチ、
ペストリーのほか、入れたてのコ
ーヒーを販売しています。

カフェ・シロー (Café Silo)

このアットホームなカフェは
ロシア人商業地区にあり、スープラ
ンチ、自家製ペストリー、高品質の
コーヒーを用意しています。

バスティオン・ビストロ
(Bastion Bistro)

メイン乗り場から歩いてすぐの
場所にあるこのエレガントなレストラ
ンでは、純粋なビストロ風料理、ピザ、
バーガーをお楽しみいただけます。

カフェ・ヴァニッレ
(Café Vanille)

このカフェは、ペストリー、日替
わりスープ、スペシャルティコーヒー、
お飲物を用意しています。

Linna Bar

要塞の中心部にあるこの居心地
の良い場所は、地元産のビールと軽
食を楽しみながら、要塞の内部動作
を見るのに最適な場所です。

おもちゃ博物館カフェ・サモワー
ルバー (Café Samovarbar)
この雰囲気あるカフェは、自家
製お菓子とともに入れたてのコーヒ
ーを提供しています。スペシャリティ
コーヒーも用意しています。

レストラン・スシサーリ
(Ravintola Susisaari)

このレストランはアーティレリ
ー湾の乗り場にあり、フィンランド
風料理、材料、雰囲気を用意してい
ます。豊富なランチメニューと素晴
らしい単品料理をお楽しみいただ
けます。

ニコライでは、新鮮な材料を
使用し、ストーンオーブンで焼き
上げたピザを日当たりのよいテラ
スや、迷路のような要塞の壁の中
でお楽しみいただけます。

ショッピングと
アート

工芸の伝統は、要塞で働く多くの職人たちによって維持されています。
スオメンリンナでは、地元の職人が作った製品やお土産を見つけるこ

観光案内所

フェリー乗り場の観光案内所と無料の導入展示は通年で営
業しています。楽しい旅行のヒントを探してみましょう！

電話 +358 (0)29 533 8410
info@suomenlinna.fi

とができ、美術展も開催されています。サービスの場所と営業時間は、
www.suomenlinna.fi でご確認ください。

suomenlinna
suomenlinnaofficial

suomenlinnaWHS
#suomenlinna

ブルールートの歩き方

主要観光スポットは、要塞を通る 1.5km のメインに沿っています。
メインルートは青い標識で示されており、地図上では青線で表示
されています。車いす用ルートマップは、観光案内所または
(www.suomenlinna.fi/accessibility) にあります。

スオメンリンナでは一年中イベントが！
イベントの日時は、
www.suomenlinna.fi.をご覧ください。

歩行中のご注意

要塞内の構造物の多くにはフェンスがありません。要
塞を訪問される方は、自己責任において慎重に行動し
てください。常に十分な注意を払ってください。お子
様が一人で歩き回ったり、壁に上がったりすることのないようご注意く
ださい。安全に見えるところに意外と断崖のある場合があることにご
注意ください。このような断崖は、夏の茂みや冬の雪で見えなくなって
いることもあります。通行する船によって強い水流の発生する可能性
がありますので、海岸を歩く際はご注意ください。冬には滑りやすくな
りますのでご注意ください。
発行元: suomenlinna の政府機関
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スオメンリンナには、水上でのみア
クセスできます

スオメンリンナへのアクセスは 15～20 分かかります。フェリー
は通年、水上バスは 5～9 月のみ運行しています。

HSL フェリー

フェリーは、ヘルシンキのマーケット広場、大統領官邸向
いから出発します。復路のフェリーは、イソ・ムスタサーリ島
(Iso Mustasaari) のメイン乗り場からが出発します。フェリーは
ヘルシンキ市内交通ネットワークの一部で、ヘルシンキ地域交
通局 (hsl) の全チケットが使用できます。フェリーのチケット
は、乗船前にフェリー乗り場の自動販売機でお求めください。
夏季はマーケット広場のチケット売り場でもチケットを販売し
ています。

JT-Line 水上バス

スオメンリンナへの水上バスはマーケット広場（
カウッパトリ）の遊覧船乗り場から出発します。復路の水上バ
スは、トゥキストラハティ (Tykistölahti) 乗り場から出発し、キ
ングズゲート乗り場に一度止まります。一部の便はロンナ島や
ヴァッリサーリ島にも止まります。水上バスのチケットは、マー
ケット広場のチケットキオスク、JTラインのウェブサイト、また
は水上バス搭乗後にご購入ください。ヘルシンキ地域交通局
(hsl) のチケットは使用できません。
Kauppatori 农贸市场广场
katajanokka

15–
20
m
in
.
kaivopuisto

Särkkä

フェリー (hsl)

水上バス
(夏期のみ)
ロンナ
乗り場
メイン乗り場

suomenlinna
トゥキストラハティ乗り場

suomenlinna
suomenlinnaofficial

suomenlinnaWHS
#suomenlinna

キングスゲート乗り場

Vallisaari

