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公衆トイレ ‒ 地下鉄駅は全て公衆トイレを備える。通常、月～金の7:00～20:00、土
日の8:30～20:00に利用可能。中心部の駅や乗換駅では利用可能時間が長い。

チェコの祝日
1月1日 ‒ 新年、独立チェコ共和国再建の日 / 聖金曜日と復活祭の月曜日（移動祝日） 
/ 5月1日 ‒ メーデー / 5月8日 ‒ 解放記念日 / 7月5日 ‒ スラヴの使徒シリルとメトデイ
の日 / 7月6日 ‒ ヤン・フス師記念日 / 9月28日 ‒ チェコ国家の日 / 10月28日 ‒ チェコ
スロバキア独立記念日 / 11月17日 ‒ 自由と民主主義のための闘争の日 / 12月24日 
‒ クリスマスイヴ / 12月25日 ‒ 第1クリスマス祭日 / 12月26日 ‒ 第2クリスマス祭日

主要な見どころ

プラハ城（Pražský hrad）‒ Praha 1 ‒ フラッチャニ, www.hrad.cz
プラハ城の眺めは、最も見ごたえのあるパノラマのひとつ。世界最大級のこの城郭
建築は、歴史ある宮殿、教会建築、広大な庭園、絵のような中庭から成る。プラハ城
はすでに千年以上にわたってチェコ国家の象徴であり続けている。その中心はゴ
シック様式の聖ヴィート、聖ヴァーツラフ、聖ヴォイチェフ大聖堂（1344）。[C2]

カレル橋（Karlův most）‒ Praha 1 ‒ マラー・ストラナ、旧市街
プラハで最も古く著名なこの橋は、1357年にカレル四世によって建設された。橋の
両側には、ゴシック時代のヨーロッパの城門建築では傑作に数えられる橋塔が立
っている。[C3]

聖ミクラーシュ教会（Kostel sv. Mikuláše）‒ Malostranské náměstí, Praha 1, 
www.stnicholas.cz
巨大なドームと鐘楼を擁するプラハ・バロック建築の最高傑作。教会の姿は、ヴル
タヴァの左岸だけではなく、対岸からも見られる。また、ここではプラハに滞在中の
W. A. モーツァルトがオルガンを演奏した。[C3]

旧市庁舎と天文時計（Staroměstská radnice）‒ Staroměstské náměstí, Praha 1, 
www.staromestskaradnicevpraze.cz
市庁舎は1338年に旧市街自治区の庁舎として建てられた。この複合建築の最古の
部分はゴシック様式の塔で、出窓型の礼拝堂と中世の技術を用いた天文時計を備
える。9:00から23:00の毎正時には十二使徒の人形が現れる。[D3]

勝利の聖母マリア教会 ‒ プラハの幼子イエス像（Kostel Panny Marie Vítězné ‒ 
Pražské Jezulátko）‒ Karmelitská 9, Praha 1, www.pragjesu.cz
前期バロック様式の教会は幼子イエス像で知られている。像はポリクセナ・ズ・ロブ
コヴィツによってスペインからカルメル会に寄贈された（1628）。[C3]

ストラホフ修道院（Strahovský klášter）‒ Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
www.strahovskyklaster.cz
プレモント会の修道院で、設立は1140年。敷地内には貴重なストラホフ図書館とス
トラホフ絵画館があり、ゴシック絵画、ルドルフ二世期の芸術、バロック・ロココ期
の絵画の収集では中央ヨーロッパで最も貴重なもののひとつ。[B3]

ロレッタ（Loreta）‒ Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
聖母マリア巡礼の地であり、聖なる家の複製とバロック様式のイエス生誕教会があ
る。ロレッタの至宝と呼ばれる聖儀式用品のコレクションは貴重。特に有名なのは
ダイヤモンドで飾られた聖体顕示台。[B3/2]

クレメンティヌム（Klementinum）‒ Mariánské náměstí 5, Praha 1, 
www.klementinum.com
広大な敷地は、元はイエズス会の宿舎として利用されていた。見学コースでは特に
天文塔とバロック様式の図書室が見どころ。鏡を巧妙に利用した鏡の礼拝堂は、コ
ンサートホールとして使用。[C3]

新旧シナゴーグ（Staronová synagoga）‒ Červená, Praha 1, www.kehilaprag.cz
ヨーロッパ、そして世界で最も古く貴重なユダヤ史跡のひとつで、中央ヨーロッパ
では最古のシナゴーグ。前期ゴシック様式の建築は13世紀末のもので、今日までプ
ラハのユダヤ人の礼拝所として使用されている。[D2]

ティーン前の聖母マリア教会（Chrám Matky Boží před Týnem）‒ Staroměstské 
náměstí, Praha 1, www.tyn.cz
プラハで最も印象的なキリスト教建築のひとつ。付属の広大な美術館は、ゴシッ
ク、ルネサンス、前期バロックの作品を集める。なかでも興味深いのはカレル・シュ
クレータの祭壇画と天文学者ティコ・ブラーエの墓石。[D3]

市民会館（Obecní dům）‒ náměstí Republiky 5, Praha 1, www.obecnidum.cz
20世紀初頭の、プラハ・アール・ヌーヴォーの最高傑作。多くの芸術家が装飾を担
当したが、中でも世界的な画家、アルフォンス・ミュシャは有名。豪華な内部の中心
は、堂々たるスメタナ・ホール。[D3]

火薬塔（Prašná brána）‒ Na Příkopě, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
後期ゴシック様式の重要な史跡で、プラハ城へと続くいわゆる“王の道”の出発点。
かつては射撃用の火薬の保管場所として使用された。[D3]

ヴィシェフラド（Vyšehrad）‒ V Pevnosti, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz
古い言い伝えによるとチェコ最古の王の居城であった場所で、実際に当時の城砦
は10世紀中ごろに設立されたらしい。公園となっている敷地にはロマネスク様式
の聖マルチン・ロタンダ、ネオゴシック様式の聖ペトル・パヴェル教会、国立墓地な
どの建築の至宝がちりばめられている。[D4]

近代建築

 ペトシーン展望台（Petřínská rozhledna）‒ Petřínské sady, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
プラハで見逃すことのできない名所のひとつで、パリのエッフェル塔を模して1891
年に建てられた。サイズは5分の1に縮小。[C3]

聖心教会（Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně）‒ náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Praha 3, www.srdcepane.cz
チェコで最も著名な20世紀の教会建築で、スロベニアの建築家ヨジェ・プレチニッ
クの作品。独特な大建築は、初期キリスト教のデザインからヒントを得たもの。[E3]

黒い聖母の家（Dům U Černé Matky Boží）‒ Ovocný trh 19, Praha 1, 
www.upm.cz
チェコ・キュービズム建築の最高傑作で、ファサードや、キュービズムを踏襲した平
面図、また内装もキュービズムを取り入れていることが特徴。チェコ・キュービズム
の常設展示も行われている。[D3]

ミュラー・ヴィラ（Müllerova vila）‒ Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6, 
www.muzeumprahy.cz
世界的な前衛的建築家の代表作。外観はシンプルで機能的な印象だが、内部はそ
れぞれの調度品がもつれるように配置された独創的な内装で興味深い。[B2]

ダンシング・ハウス（Tančící dům）‒ Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, 
www.tancici-dum.cz
独特な建築で、プラハの現代建築の中心。設計のアイデアは有名な映画俳優・女優
のペア、フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースが踊る姿から得た。[C3]

ヴェレトゥルジュニー宮殿（Veletržní palác）‒ Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 
www.ngprague.cz
当時この種の建築では世界最大の、プラハ初の機能主義建築で、140m x 75mの巨
大な建物。今日では国立美術館が使用し、近代の美術作品を収集する。[D2]

ヴィートコフの国民記念碑（Národní památník na Vítkově）‒ U Památníku 1900, 
Praha 3, www.nm.cz 
巨大な建物で、チェコスロバキア軍団兵と第一次世界大戦でのチェコスロバキアの抵抗運
動への敬意を表して建てられた。無名戦士の墓とヤン・ジシュカの騎馬像も知られる。[E3]

ジシュコフ・テレビ塔（Žižkovská televizní věž）‒ Mahlerovy sady 1, Praha 3, 
www.towerpark.cz
プラハで最も高い216mの塔は、間違いなくプラハの中心的な建築物。塔の構造部
分にはダヴィド・チェルニーの巨大な赤ちゃん像10体が配置されている。[E3]

プラハの庭園・公園

プラハ城庭園（Zahrady Pražského hradu）‒ Pražský hrad, Praha 1, 
www.hrad.cz
城に付属する庭園のうちで歴史的に最も価値のある王立庭園は1534年に造営さ
れたもの。ヨーロッパのルネサンス様式の噴水のうちで最も美しいもののひとつと
言われる、“歌う噴水”を擁する。プラハ城の南正面に広がる庭園からは、プラハの
中心部の息を呑むような眺めが楽しめる。[C2]

プラハ城下の宮殿の庭園（Palácové zahrady）‒ Valdštejnská 12 ‒ 14, Praha 1, 
www.palacove-zahrady.cz
プラハ城下の南斜面には歴史ある多くの庭園が相互に結び付き、広大な複合体に
なっている。庭園には豊かな装飾が施され、眺めの良いテラス、パビリオンがあり、
花が植えられ、全体で絵のような美しさとなっている。[C2]

ヴァルトシュタイン庭園（Valdštejnská zahrada）‒ Letenská, Praha 1
前期バロック様式の幾何学的な庭園で、堂々たる庭園の間と人工の洞窟があり、独
特の雰囲気。 散歩に訪れれば放し飼いのクジャクに出会えるだろう。[C2]

ヴルトボフ庭園（Vrtbovská zahrada）‒ Karmelitská 25, Praha 1, 
www.vrtbovska.cz
最も美しいバロック様式の庭園のひとつ。規模は小さいが、斜面を利用した建築学
的な独自性や、装飾の彫像群の芸術的価値はヨーロッパでも重要なもの。[C3]

ヴォヤノヴィ庭園（Vojanovy sady）‒ U Lužického semináře 17, Praha 1
多少謎めいた庭園で、残念ながらあなり知られていない。物憂げなヴォヤノヴィ庭
園は中世にはすでに存在し、修道院の庭園として使用されていたらしい。[C3]

ペトシーン庭園（Petřínské sady）‒ Praha 1 ‒ マラー・ストラナ
ペトシーンの丘は町で最も広大な緑地のひとつで、丘の中腹はプラハ中心部の静
寂のオアシスとなっている。丘の上にはペトシーン展望台があり、町全体の魅力的
な展望が楽しめる。[C3/B3]

フランシスコ庭園（Františkánská zahrada）‒ Jungmannovo náměstí, Praha 1
町の中心にあるくつろぎの緑地庭園で、プラハ散策の途中で立ち止まって休憩に
利用できる。ハーブ畑が彩りを添える。[D3]

リエグロヴィ庭園（Riegrovy sady）‒ Praha 2 ‒ Vinohrady
100年以上の歴史を持つ公園で、落ち着いた閑静な場所。森と緑地の環境とちょっ
と変わったプラハが楽しめる。[E3/D3]

ヴィシェフラド庭園（Vyšehradské sady） ‒ Praha 2 ‒ ヴィシェフラド
神話と伝説に満ちた魔法の世界のような場所。多くのロマンチックな庭と、ヴルタ
ヴァの素晴らしい眺めが楽しめる。[D4]

王の森 ‒ ストロモフカ（Královská obora ‒ Stromovka）‒ Praha 7 ‒ Bubeneč
95 haの敷地 に広がる広大な公園で、ホレショヴィツェ展示場に隣接する。ロマン
チックな散策や、ピクニック、スポーツ、くつろぎにぴったりの場所。[D1,D2/C1,C2]

レトナー庭園（Letenské sady）‒ Praha 7 ‒ Holešovice
草原、大きく育った木々、斜面に植えられた色とりどりの植物、長いプラタナスの並
木道を備えた公園では、気持ちのよい散歩だけでなく、プラハの素晴らしい眺めが
楽しめる。[D2/C2]

博物館＆美術館

国立博物館（Národní muzeum）：
̶ 国立博物館の歴史的建築（Historická budova Národního muzea）‒ 

Václavské náměstí 68, Praha 1
修復のため2018年まで閉館。[D3]

̶ 国立博物館新館（Nová budova Národního muzea）‒ Vinohradská 1, Praha 1
展示：自然学に関する展示“ノアの方舟” [D3]

̶ ナープルステク博物館（Náprstkovo muzeum）‒ Betlémské nám. 1, Praha 1
展示：オーストラリアとオセアニアの文化；ヴォイタ・ナープルステク（博物館設
立者）[C3]

̶ チェコ音楽博物館（České muzeum hudby）‒ Karmelitská 2/4, Praha 1
展示：人間 ‒ 道具 ‒ 音楽（歴史上の400種の楽器、特にW.A.モーツァルトが弾
いたピアノ）[C3]

̶ ラピダリウム（Lapidárium）‒ Výstaviště 422, Praha 7
展示：11世紀から19世紀のチェコの石像彫刻 [D1]

国立博物館の他の展示： www.nm.cz

プラハ市立博物館（Muzeum hlavního města Prahy）‒ Na Poříčí 52, Praha 8,
www.muzeumprahy.cz
展示：ラングウェイルのプラハ市の模型、先史時代から1784年までのプラハの歴
史。[D2]

カンパ博物館（Museum Kampa）‒ U Sovových mlýnů 2, Praha 1, 
www.museumkampa.cz
展示：中央ヨーロッパの近代芸術のコレクションと、抽象芸術の先駆者フランティシ
ェク・クプカ、チェコ・キュービズムの彫刻家オットー・グットフロインドの作品。[C3]

プラハ・ユダヤ博物館（Židovské muzeum v Praze）‒ Maiselova 15, Praha 1, 
www.jewishmuseum.cz
世界で最も古くから続いているユダヤ博物館のひとつで、チェコの ユダヤ人社会
の歴史、伝統、習慣を紹介する。博物館が運営する施設：旧ユダヤ人墓地、スペイン
シナゴーグ、ピンカスシナゴーグ、儀式の家、マイセルシナゴーグ、クラウスシナゴー
グ、ロベルト・グットマン美術館。[D2]

プラハの国立美術館（Národní galerie v Praze）：
̶ ヴェレトゥルジュニー宮殿（Veletržní palác）‒ Dukelských hrdinů 47, Praha 7
 展示：近現代芸術コレクション [D2]
̶ 聖アネシュカ修道院（Klášter sv. Anežky České）‒ U Milosrdných 17, Praha 1
 展示：1200年から1550年のチェコと中央ヨーロッパの中世芸術 [D2]
̶ シュテルンベルグ宮殿（Šternberský palác）‒ Hradčanské náměstí 15, Praha 1
 展示：古美術コレクション [C2]

̶ シュヴァルツェンベルク宮殿（Schwarzenberský palác）‒ Hradčanské náměstí 2, 
Praha 1

 展示：チェコ・バロック [C3]
̶ サルモフ宮殿（Salmovský palác）‒ Hradčanské náměstí 2, Praha 1
 展示：19世紀の芸術、古典主義時代からロマン主義時代 [C3]
̶ キンスキー宮殿（Palác Kinských）‒ Staroměstské náměstí 12, Praha 1
 展示：アジアの芸術 [D3]
詳細情報：www.ngprague.cz

プラハ市立美術館（Galerie hlavního města Prahy）：
̶ トロヤ城館（Trojský zámek）‒ U Trojského zámku 4/1, Praha 7
 展示：トロヤ城館の建築と装飾 [C1]
̶ ビーレク邸（Bílkova vila）‒ Mickiewiczova 1, Praha 6
 展示：象徴主義時代のチェコの彫刻家・グラフィックデザイナー、フランティシェ

ク・ビーレクのアトリエ [C2]
̶ 石の鐘の家（Dům U Kamenného zvonu）‒ Staroměstské náměstí 13, Praha 1
 展示場 [D3]
̶ 市立図書館（Městská knihovna）（2階）‒ Mariánské náměstí 1, Praha 1
 展示場 [D3]
̶ 写真の家（Dům fotografi e）‒ Revoluční 5, Praha 1
 展示場 [D2]
詳細情報：www.ghmp.cz

プラハ城絵画館（Obrazárna Pražského hradu）‒ Pražský hrad ‒ II. nádvoří, 
Praha 1, www.kulturanahrade.cz
展示：プラハ城コレクションの絵画 [C2]

ストラホフ絵画館（Strahovská obrazárna）‒ Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
www.strahovskyklaster.cz
展示：ゴシック時代からロマン主義時代までのチェコとヨーロッパの芸術コレクシ
ョン [B3]

現代芸術センター DOX（Centrum současného umění DOX）‒ Poupětova 1, 
Praha 7, www.dox.cz
現代の芸術、建築、デザインの紹介 [E1]

ヴルタヴァと川のある生活

河岸の散歩道（Náplavka）‒ Rašínovo nábřeží, Praha 2, www.prazskenaplavky.cz
農産物の市場から、テイスティング・フェスティバル、様々な文化行事まで、特に春と
夏は、河岸ではあらゆる種類の無数のイベントが行われる。全て広い青空の下、ヴ
ルタヴァとプラハ城を眺める場所。[C4]

ボート、ペダルボートのレンタル
夏のプラハでは、ボートやべダルボートは興味深いロマンチックな時間の過ごし
方として人気。
̶ スロヴァンカ ‒ Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net [C3]
̶ S.P.L.A.V.プラハ ‒ Slovanský ostrov 8, Praha 1 [C3]
̶ レンタルボート ‒ Smetanovo nábřeží, Praha 1, www.pujcovna-lodicek.cz 

[C3]

遊覧船
ヴルタヴァの遊覧船からは、プラハの歴史地区の忘れられない眺めと、その他の多
くの新しい体験ができる。
̶ プラハ汽船会社 ‒ ラシノヴォ河岸とチェフ橋の乗船場、www.paroplavba.cz ‒ 

動物園への航路も（4月 ‒ 9月）[C3; D2]

̶ ヨーロッパ水運会社 ‒ プラハ・ボート ‒ チェフ橋乗船場、www.evd.cz [D2]
̶ プラハ・ヴェネツィア ‒ ユディタ、チェルトフカ、マーネス、フォーシーズン各乗船

場、www.prazskebenatky.cz [C3; C3; C2; C3]
̶ プラハ汽船 ‒ ドヴォジャーク河岸、ナ・フランティシュク乗船場、

www.parniky-praha.eu [D2]
̶ ジャズ・ボート ‒ チェフ橋乗船場、www.jazzboat.cz ‒ 不定期でジャズボートを

運航 [D2]

プラハの渡船
ヴルタヴァの両岸を結ぶ楽しい交通機関。ほぼ4月から9月まで運行し、市内交通の
乗車券で利用できる。詳細はwww.dpp.cz、またはwww.ropid.cz. 

ヴルタヴァに浮かぶ島
川にはいくつかの島がある。
̶ カンパ（Kampa）‒ Praha 1 ‒ 本流とチェルトフカ運河に挟まれた島で、プラハ

で最もロマンチックで絵のような場所のひとつ。[C3]
̶ スラブ島（Slovanský ostrov）‒ Praha 1 ‒ ヴルタヴァの島で唯一、主要な公園と

なっているもので、中心は豪華なネオルネサンス様式のジョフィーン宮殿。[C3]
̶ ストシェレツキー島（Střelecký ostrov）‒ Praha 1 ‒ 古い木々に覆われたこじん

まりした場所で、古い時代の雰囲気とプラハの町のユニークな眺め。[C3]
̶ シュトヴァニツェ島（Ostrov Štvanice）‒ Praha 7 ‒ かつて大ヴェネツィアとも呼

ばれていた島で、今日では特にスポーツ愛好家に人気がある。[D2/E2]

プラハのアトラクション

プラハ市立動物園（Zoologická zahrada hl. m. Prahy）‒ U Trojského zámku 3, 
Praha 7, www.zoopraha.cz
ユニークな立地条件で、世界で最も美しい動物園のひとつと言われる。このすばら
しい自然の景観と飼育されている動物たちは、あらゆる世代に親しまれる。[C1]

プラハ市立植物園（Botanická zahrada hl. m. Prahy）‒ Trojská 196, Praha 7, 
www.botanicka.cz
約30haの展示スペースを持つ植物園で、その中のガラス温室ファタ・モルガナで
は一年を通じていつでも熱帯地方への旅行を楽しめる。[C1]

アクアパレス・プラハ（Aquapalace Praha）‒ Pražská 138, Průhonice ‒ Čestlice, 
www.aquapalace.cz
中央ヨーロッパで最大のウォーターパーク。多くのウォーターアトラクションを備え
たスポーツ＆リラックス施設で、忘れられない時間を。

ペトシーンケーブルカー（Lanová dráha na Petřín）‒ Újezd, Praha 1, www.dpp.cz　
1891年に運行を開始した、人気のケーブルカー。市内交通ネットワークの一部で、
ペトシーンの丘の頂上へ通じている。[C3]

ペトシーン・鏡の館（Zrcadlové bludiště na Petříně）‒ Petřínské sady, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
外観は小さな城のようだが、内部は秘密の迷宮ではなくて、鏡の迷路になってい
る。凹凸の鏡のある笑いの間では子供たちの笑い声が絶えない。[C3]

ノスタルジック・トラムNo.91
4月から11月までの週末、ホレショヴィツェ展示場から町の中心部を経由してストシ
ェショヴィツェ車庫まで、旧型トラムを定期運行。路線番号はNo.91。[D2]

プラハ・レースバス
ロマンチックなプラハ・セメリングの列車の旅。旧型レールバスは週末、中央駅か
ら発車し、雄大なフルボチェピのアーチ橋や豊かな自然の中を走る。[D3]

体験ツアー
プラハの優雅さを見出すのは、歩きでの旅には限らない。例えば、おとぎ話のよう
な馬車、クラシックカー、エコ列車での町めぐりや、気球での空の旅など、多くの選
択肢がある。詳細は町中のツーリスト・インフォメーション・センターへ。

旅行者向けの情報とサービス = 
プラハ・シティー・ツーリズム（Prague City Tourism）

ツーリスト・インフォメーション・センター
歴史地区の主要な場所と空港にあるインフォメーションセンターでは、プラハに関
する情報全ての他、パンフレットや地図、宿泊、市内交通乗車券、各種入場券、Pra-
gue Card販売など豊富なサービスを提供。毎日営業。
̶ 旧市庁舎内 ‒ Staroměstské náměstí 1 [D3]
̶ リティーシュスカー12（Rytířská 12, Praha 1） ‒ ナ・ムーストク通り（Na Můstku）

の角 [D3]
̶ ヴァーツラフ広場（博物館側） ‒ シュチェパーンスカー通り（Štěpánská）の角 

[D3]
̶ プラハ・ヴァーツラフ・ハヴェル・空港内 ‒ ターミナル1、2
電話：+420 221 714 714、e-mail：tourinfo@prague.eu

Eショップ
www.eshop.prague.euでは記念品、ツーリスト向けのPrague Card、旧市庁舎の
グループ入場券を販売。また、地図やパンフレットなどを注文できる。

Prague Card（プラハ・カード）
人気のツーリスト向けカードで、プラハ市内の50の観光施設に入場可能。市内交
通の乗車券と、その他多くの役に立つサービスを含む。詳細は
www.prague.eu/praguecard。

プラハ・ガイド
プラハ市公式ポータルの携帯用アプリケーションでは、町の情報を見られる便利
な携帯用アプリケーションの最新リストを簡単に入手できる。

 

キーワード：Prague Guide

ガイドサービス
高度な資格を持ったガイドが、徒歩やツアー形式でプラハを案内。標準コース、特
別コースを用意。
ガイド紹介所 ‒ 旧市庁舎内
電話：+420 221 714 569、+420 775 855 037、e-mail：guides@prague.eu

www.prague.eu

プラハ
ロマンチックな魔法の町、数世紀にわたる建
築の傑作を誇る歴史の真珠、有名作曲家の
メロディーが聞こえる気力あふれる雰囲気、
そしてまた、生活の鼓動を感じる近代都市。こ
れらは全て、世界で最も美しい町の一つであ
るプラハの表情。その中心部の歴史地区は
1992年から、ユネスコの世界文化自然遺産
に登録さている。 
面積：496 km2

人口：1 265 000
地球上の位置：北緯50° 05‘ 19˝、東経14° 25‘ 17˝、標高235 m（平均値）
時間：中央ヨーロッパ時間（GMT + 1）、夏時間 ‒ 中央ヨーロッパ時間 + 1（GMT + 2）
気候：中央ヨーロッパ型の穏やかな気候で、四季がある。
ヴルタヴァ川が31kmにわたって市内を流れ、最も広い箇所で幅330 m、14の橋が
かかる。 
歴史地区：フラッチャニ（Hradčany）、マラー・ストラナ（Malá Strana）、旧市街

（Staré Město）、新市街（Nové Město）、ヴィシェフラド（Vyšehrad）

 

お役立ち情報

緊急通話：112
チェコ共和国国番号：+420

プラハ・ヴァーツラフ・ハヴェル空港 ‒ www.prg.aero、市中心部まで30分
空港への交通機関：
地下鉄A線ナードラジー・ヴェレスラヴィン（Nádraží Veleslavín）からバス（119番）
地下鉄B線ズリチーン（Zličín）からバス（100番）
地下鉄C線フラヴニー・ナードラジー（Hlavní nádraží）からバス（エアポートエクス
プレス）

市内公共交通 ‒ www.dpp.cz
ツーリストチケット：24時間券、72時間券

プラハ市立ヘルスセンター（Městská poliklinika Praha） ‒ Spálená 12, Praha 1、
電話： +420 222 924 295 [D3]

24時間営業の薬局 ‒ Palackého 5, Praha 1、電話：+420 224 946 982 [D3]

通貨 ‒ チェココルナ（CZK）；1€ = 約27Kč
硬貨：1、2、5、10、20、50Kč
紙幣：100、200、500、1000、2000、5000Kč

大部分の店、レストラン、ホテル、その他のサービス施設では主要国際クレジットカ
ードが使用可能。現金を引き出せるATMは市内に多数。

郵便局 ‒ Jindřišská 14, Praha 1, www.ceskaposta.cz
毎日02.00‒24.00 [D3]
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地図

写真:

1  プラハ城
2  カレル橋
3  旧市庁舎と天文時計
4  ストラホフ修道院
5  ティーン前の聖母マリア教会
6  聖心教会とジシュコフテレビ塔
7  ダンシング・ハウス
8  ヴァルトシュタイン庭園
9  王の森 ‒ ストロモフカ
10 国立博物館
11 スペインシナゴーグ
12 ヴルタヴァのボート
13 プラハ市立動物園
14 ノスタルジック・トラムNo.91
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