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karlsruhe karl =  маркграф Карл фон Баден-Дурлах,  
основатель города

 =  カール・フォン・バーデン=ドゥルラハ

辺境伯、都市創設者

 =  巴登 - 杜拉赫的边疆伯爵（Markgraf 

Karl von Baden-Durlach），城市奠基人

THE FAN-SHAPED CITY
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D IE  FÄCHERS TADT ruhe
= отдых | покой | тишина 
= 休息 | 静寂 | 安らぎ 
= 休息 | 冷清 | 安静

my
town

Около 300 лет тому назад баденский 
маркграф Карл III Вильгельм отправился вер-
хом на охоту. Тем грустным осенним днем 
коронованную особу окружали мрачные тучи и 
одолевали печальные мысли о неуютном доме, 
опостылевших браздах правления и охладев-
ших отношениях с маркграфиней. Утомленный 
буднями, охотой и плотным обедом, маркграф 

задремал в тихом лесу.

Karl ruhte (Карл отдыхал).
Согласно легенде, после пробуждения марк-
граф, некогда учившийся в Англии, воскликнул: 
«I had a dream!» («Я видел сон!»). А увидел он 
во сне прекрасный дворец, от которого, как от 

солнца, исходили лучи-аллеи. 

Всё это Карл представил себе именно на том 
месте, где он отдыхал. 

Не долго думая, маркграф принялся за про-
ектирование. Не хватало только строителей, 
будущих жителей города. Под девизом «Think 
global, act local» («Думай глобально, действуй 
локально») космополит Карл привлекал людей 
со всей Европы, предоставляя им небывалые 
привилегии. Строившийся город не знал себе 

равных по интернациональности.

В 1715 году Карлсруэ был достроен. Его стали 
называть также «веерным городом», поскольку 
расходящиеся от дворца аллеи напоминали 
раскрытый веер. А Карл, наконец, обрел тишину 
и покой, ведь холодная графиня не последова-

ла за ним в новый дворец.

ある物悲しい秋の日、バーデンの

辺境伯カール三世ヴィルヘルムは馬で出

かけました。300年前のことです。雲で

覆われた暗い道を君主は狩に出かけまし

た。すきま風の吹きぬける家に住んでい

たこの君主は、政治にうんざりし、夫人

との関係も冷え切っていました。一日中

狩をしてたっぷりと食事を取った後すっ

かり疲れたカールは、森の中でとうとう

居眠りを始めました。

カ ー ル は 休 息 し ま し た
（Karl ruhte）。

再び目を覚ました時に、彼はこう叫んだ

かもしれません。「I had a dream!（夢

を見たぞ！）」実は彼はかつてイギリス

に留学していたことがあったのです。そ

れはあるお城の夢でした。そのお城は、

まるで太陽光線のように、道路にぐるり

と取り囲まれていました。それはちょう

どカールが休息していた（Karls Ruhe）

場所でした。 

あっという間に辺境伯はその計画に取

り掛かりました。建設作業員とのちに

市民となる住人以外は皆揃いました。

「Think global, act local（グローバ

ルに考え、ローカルに行動しよう）」。

コスモポリタンであったカールは、贅沢

な特典を提供することによってヨーロッ

パ中から人々の関心を惹きつけました。

まだ完成する前から、この町はすでに他

に例を見ないほど国際的な色彩を放って

いたのです。

1715年にカールスルーエはとうとう誕生

し、この町の道路は宮殿から扇のように

伸びていました。そのため町はすぐに「

扇都市」という名付けられました。そし

てカールも、やっと本当にくつろぐこと

ができました。なぜなら心の冷たかっ 

た夫人は、新居には付き従わなかった 

のです。

300 年前的一个忧伤的秋日，巴登

边疆伯爵卡尔三世·威廉骑马出行。乌云

密布，头戴王冠的卡尔外出狩猎：他住在

一个四面透风的房间里，治理国家的工使

他他心烦，与伯爵夫人的相处早就变得很

冷淡。无聊的日常生活、狩猎和口味厚重

的午餐终于让他在小树林里打起了盹。

Karl ruhte（卡尔在休息）。

这是完全有很能的，当他再次醒来时，他

高喊：“I had a dream!”毕竟他在英国

读过书。他梦见了一处王宫，围绕其周的

林荫道像太阳光芒朝四周扩散。所有这些

都是在卡尔休息的位置。 

很快，边疆伯爵便开始拟定计划。只是还

缺少建筑工人，而这些人随后成为了这 

座城市的居民。“Think global, act 

 local”, 国际化思维的卡尔集思广益，用

众多优厚特殊待遇吸引来自整个欧洲的人

们。甚至尚未完工之时，这座城市就已经

展现了无可比拟的国际化气息。

卡尔斯鲁厄终于在 1715 年建成，王宫前

的林荫道就像一把扇子，而这座城市也得

以“扇形城市”的别名。卡尔终于有了他

的清净之所：关系冷淡的伯爵夫人并没有

跟随他入住新的家。
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Stadt Karlsruhe
Karlsruhe | Tourismus

karlsruhe  Добро пожаловать
 ようこそ
 热烈欢迎

Tourist-Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6 (напротив центрального вокзала | 中央駅向い | 火车总站对面)
76137 Karlsruhe
Phone  +49 721 3720-5383/-5384
Fax  +49 721 3720-5385
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de

Время работы | 営業時間 | 开放时间： 
Понедельник - пятница | 月曜日～金曜日 | 周一至周五 08:30 - 18:00
Суббота | 土曜日 | 周六 09:00 - 13:00
Воскресенье | 日曜日 | 周日 10:00 - 13:00 
(только во время сезона с апреля по октябрь | 4月～10月のみ | 仅从四月至十月季节性开放)

Билеты | チケットサービス | 售票服务

Phone +49 721 25000

Запрос проспектов | 資料請求   

订购宣传手册

Phone  +49 721 3720-5391/-5392
Fax  +49 721 3720-5398
info@karlsruhe-tourismus.de

 www.facebook.com/VisitKarlsruhe

 twitter.com/Visit_Karlsruhe

Карлсруэ – идеальный исходный пункт для экскурсий:
カールスルーエは他都市への観光に理想的な出発点です:

卡尔斯鲁厄是完美的旅程起点：

• Heidelberg (ca. 45 km/45 Min)
• Baden-Baden (ca. 40 km/30 Min)
• Pfälzer Weinstraße  

(ca. 30 km/20 Min)

• Straßburg (ca. 85 km/60 Min)
• Europa-Park (ca. 85 km/ 60 Min)

Heidelberg 
0:45
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Как добраться на поезде

電車でのアクセス

乘坐火车到达

История об отдыхающем Карле
или: Почему Карлсруэ называют «веерным городом»?

ゆっくりとくつろぐカールの物語
または：なぜ「扇都市」と呼ばれるようになったのでしょう？

卡尔斯鲁厄的历史
或者：“扇形城市”这个绰号的从由来。

Расположение и окрестности
場所とその周辺
地理位置和环境 

Дополнительная информация
詳細な交通情報 | 详细旅游信息，参见： 

www.karlsruhe-tourismus.de 

www.messe-karlsruhe.de

Авторы иллюстраций  |   
写真クレジット  |  图片介绍： 

Karlsruher Messe- und  
Kongress-GmbH 
Europa-Park 
Schwarzwald Tourismus GmbH

По состоянию на: февраль 2013 г.
Возможны изменения.
更新日：2013年2月
予告無く変更されることがあります。

日期：2013 年 2 月
保留修改权利。

durlach

www.karlsruhe-tourismus.de

Трамвайная  
остановка 
路面電車駅 
有轨电车站

karlsruhe
Информация/при-
бытие

インフォメーション/到着 信息/到达

i Туристско-информационный 
центр

ツーリスト・インフォメー
ション

游客信息 Hauptbahnhof 
Vorplatz

2 Центральный вокзал 中央駅 火车总站 Hauptbahnhof 
Vorplatz

Достопримечатель-
ности

観光名所 景点

3 Дворец Карлсруэ カールスルーエ城 卡尔斯鲁厄王宫 Marktplatz

4 Ратуша с пирамидой ピラミッドのある市庁舎 市政厅和金字塔 Marktplatz

5 Городская церковь 市立教会 城市教堂 Marktplatz

6 Ботанический сад/ 
оранжерея

植物園/オランジェリー 植物园/ 
橘园

Europaplatz

7 Городской сад/зоопарк 市立公園/動物園 城市花园/动物园 Bahnhof Vorplatz

8 Памятное место  
«Штендехаус»

議事堂記念跡地 
「Ständehaus」

“Ständehaus” 
纪念馆

Herrenstraße

9 Дворец принца Макса プリンツ・マックス宮殿 Prinz-Max-Palais Europaplatz

Музеи/выставки 博物館/展示会 博物馆/展览

10 ZKM | Центр искусства и 
медиатехнологий

ZKM | アート＆メディアテクノ
ロジーセンター

ZKM | 艺术与媒体技术中心 ZKM

11 Городская галерея Карлсруэ カールスルーエ市立ギャラリー 卡尔斯鲁厄市立画廊 ZKM

12 Баденский краеведческий 
музей

バーデン州立博物館 巴登州博物馆 Marktplatz

13 Государственный  
выставочный зал

カールスルーエ国立美術館 国立艺术画廊 Europaplatz

14 Государственная мануфактура 
майолики / Музей майолики

国立マヨリカ陶器工場/マヨリ
カ美術館

国立马约里卡陶器厂/ 
陶器博物馆

Europaplatz

15 Городской музей  
(дворец принца Макса)

市立博物館（プリンス マック
ス宮殿）

市博物馆 
(Prinz-Max-Palais)

Europaplatz

16 Музей литературы  
Верхнего Рейна

オーバー ライン 
文学博物館

莱茵河上游文学博物馆 Europaplatz

17 Баденское общество искусства バーデン芸術協会 巴登州艺术协会 Europaplatz

18 Государственный музей 
естествознания

国立自然史博物館 国立自然史博物馆 Marktplatz

19 Музей у рынка マルクト近くの博物館 集市边博物馆 Marktplatz

Торговый центр ショッピングセンター 购物中心

20 «Эттлингер Тор» エトリンガー門 “Ettlinger Tor”商场 Ettlinger Tor

21 «Пост Галери» ポストギャラリー “Post Galerie”购物中心 Europaplatz

Театры 劇場 剧院

22 Баденский государственный 
театр

バーデン国立劇場 巴登州国家大剧院 Ettlinger Tor

23 Театр «Зандкорн» 「Sandkorn」劇場 “Sandkorn”剧院 Mühlburger Tor

24 Камерный театр 「Kammertheater」劇場 “Kammertheater”剧院 Herrenstraße

Мероприятия 催し物会場 举办地

25 Конгресс-центр
(«Штадтхалле», «Шварцвальдхал-
ле», «Гартенхалле», «Концертхаус»)

コングレスセンター
（Stadthalle、Schwarzwald
halle、Gartenhalle、Konze
rthaus）

会议中心
（市政厅，黑森林厅，花园厅，

音乐厅）

Kongresszentrum 
oder
Konzerthaus

26 «Европахалле» Europahalle Europahalle Europahalle

27 Выставочный комплекс 
Карлсруэ  
(за пределами карты)

カールスルーエ見本市会場 
（地図の外）

卡尔斯鲁厄展览会 
(地图之外)

Forchheim-Messe

28 Северный кампус KIT 
(за пределами карты)

KIT-Campus Nord（カールスル
ーエ工科大学キャンパス北） 
（地図の外）

KIT-Campus 北
（地图之外）

KIT-Campus Nord

29 Южный кампус KIT カールスルーエ工科大学
（KIT）キャンパス南

KIT-Campus 南 Kronenplatz oder
Durlacher Tor

30 Кинотеатр «Шаубург» 「Shauburg」映画館 “Schauburg”影院 Philipp-Reis-Straße

31 Кинотеатр  
«Фильмпаласт ам ЦКМ»

「Filmpalast am ZKM」映画館 “Filmpalast am ZKM”影院 ZKM

32 Дворец Готтесауэ ゴッテザウエ城 “Gottesaue”宫 Gottesauer Platz

33 Центр культуры «Толльхаус» 「Tollhaus」文化センター “Tollhaus”文化中心 Tullastraße

34 «Substage» Substage Substage Tullastraße

35 Стадион «Вильдпарк» 「Wildpark」スタジアム Wildpark 体育馆 Durlacher Tor

Площади 広場 广场

36 Рыночная площадь マルクトプラッツ 集市广场 Marktplatz

37 Площадь основных прав 基本的人権広場 宪法广场 Marktplatz

38 Людвигсплац Ludwigsplatz 路德维希广场 Europaplatz

39 Фридрихсплац Friedrichsplatz 弗里德里希广场 Marktplatz

40 Мессплац Messplatz 展览广场 Tullastraße

Федеральные суды 連邦裁判所 联邦法院

41 Верховный федеральный суд 連邦通常裁判所 联邦法院 Karlstor

42 Федеральный  
конституционный суд

連邦憲法裁判所 德国联邦宪法法院 Europaplatz

Прочее その他 其他

43 Аквапарк «Европабад» 「Europabad」スイミング
プール

“Europabad”泳池 Europahalle

44 Бассейн «Фирордтбад» 「Vierordtbad」浴場 “Vierordtbad”浴场 Kongresszentrum

45 Салон красоты «Фиш Спа» フィッシュ・スパ Fish Spa Europaplatz

46 Рейнский порт ライン港 莱茵港 Rheinhafen

Экологическая зона グリーンゾーン/ 
環境指定区域

环保区

Автобусная стоянка バス専用駐車場 公交车总站

Трамвайная  
остановка 
路面電車駅 
有轨电车站

durlach
Информация/при-
бытие

インフォメーション/到着 信息/到达

47 Вокзал Дурлах Bahnhof Durlach Durlach 火车站 Bahnhof Durlach

48 Рыночная площадь  
с городской церковью

市立教会のある 
マルクトプラッツ

集市广场与城市教堂 Schlossplatz

49 Замок Карлсбург Karlsburg Karlsburg Schlossplatz

50 Музей Пфинцгау プフィンツガウ博物館 “Pfinzgau”博物馆 Schlossplatz

51 Центр культуры  
«Оргельфабрик»

「パイプオルガン工房」 
文化センター

“Orgelfabrik”文化中心 Schlossplatz

52 Базельские ворота バーズラー門 Basler Tor Schlossplatz

53 «Фестхалле» Festhalle Festhalle Friedrichschule

54 Фуникулер Турмберга ケーブル鉄道 缆车 Turmberg

55 Гора Турмберг Turmberg（市内の山） Turmberg Turmberg

56 Лесной канатный парк フィールドアスレチック 户外公园 Turmberg

Экологическая зона グリーンゾーン/ 
環境指定区域

环保区

Автобусная стоянка バス専用駐車場 公交车总站

С картой города
市街地図付d

含城市地图

Карлсруэ находится 
• в Южной Германии
• в северной части Шварцвальда
• на реке Рейн.

カールスルーエは

• 南ドイツにある
• 黒の森北部の
• ライン川沿いに位置してい
ます。

卡尔斯鲁厄位于 

• 德国南部
• 北部黑森林
• 莱茵河畔。 

 >  ВЕЕРНЫЙ ГОРОД  <

 >  扇都市  <

 >  扇形城市  <



see
you!

Карл 
искусство  
& культура

Карл 
шопинг  
& развлечения

Карл 
природа &  
отдых

Карл 
кухня &  
напитки

Карл 
деловой  
туризм & наука

Полезная 
информация

宿泊  
ヒント：ホテル価格は金曜日から月曜日がお得です！

「Karls Hallopaket」 – セット料金  
宿泊代金 + 朝食 + Welcome Card + インフォメーションが含まれ

ています。一人当たり47ユーロから申し込み可能！  

詳細情報：+49  721 3720-2243。 

市内観光 
ヒント：オーディオビジュアルi-Guide PDA（ドイツ語/英語/フラ

ンス語）は7.50ユーロから、また楽しい市内ウォーキングや市内

バス観光もあります。 

Welcome Card （6.50 ユーロより） 
公共交通機関が無料、また文化施設及び娯楽施設などへの料金が

割引になります。

TramTrain System Karlsruhe (www.kvv.de) 
カールスルーエの路面電車は、ドイツ鉄道の線路の上も走行でき

ます。このため路面電車で地方まで入っていくことができます 

（自転車の持ち込み可能）。 

住宿 
提示：周五至周一最便宜的酒店价格！

“Karl 欢迎套餐” – 总价  
包括住宿 + 早餐 + 欢迎卡 + 信息资料。预定价格： 

47 欧元起（每人）！  

详细信息，请来电咨询：+49 721 3720-2243。  

城市观光  
提示：视听导游指南 iGuide PDA（德语/ 英语/ 法语）7.50 欧元

起，多条有趣的城市观光线路。 

欢迎卡（6.50 欧元起）  
可免费使用公共交通工具并享受文化休闲设施门票优惠价。 

TramTrain System Karlsruhe  
（卡尔斯鲁厄有轨电车网） (www.kvv.de)  
卡尔斯鲁厄的有轨电车可以在德国铁路轨道上行驶。故而，人们乘

坐市内火车可以行驶地区之间（可以携带自行车）。 
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ZKM | アート＆メディアテクノロジーセンター 
ZKMはドイツの「ポンピドゥ・センター」とも呼ばれます。世界的

なレベルから見てもユニークで、対話型メディア博物館としては

最初のものとなります。 

カールスルーエ国立美術館 
ドイツで最も古くまた重要な博物館の一つ！ 

バーデン州立博物館 
世界的に価値のあるコレクションを備えた文化・歴史博物館 +  

城のタワーからのバノラマビュー！ 

国立マヨリカ陶芸工場* 
最古度の繊細さの陶芸芸術ドイツのメディア賞「Bambi」は、 

1936年にこの町で生まれました。 

国立自然史博物館 
博物館のハイライト：最大10メートル以上になる 

翼竜のモデル！
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13

12

14

18

ZKM | 艺术与媒体技术中心 
ZKM 也称为德国的“蓬皮杜中心”- 世界上独一无二：第一个互动

媒体博物馆！

卡尔斯鲁厄国立艺术画廊 
德国最古老和最著名的博物馆之一！

巴登州博物馆

这座历史博物馆藏有世界著名收藏品 + 可从王宫塔远眺城市全景！  

国立马约里卡陶器陶瓷厂* 
最精巧的陶瓷艺术：1936 年在此创立“Bambi”（德国媒体奖）。  

国立自然史博物馆 
博物馆的镇馆之宝：两翼距离超过 10 米的翼龙模型！ 
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ZKM | Центр искусства  
и медиатехнологий
Центр ZKM, именуемый также «Centre Pompidou», представляет собой 
уникальный интерактивный музей медиа-арта!

10 «Эттлингер Тор Карлсруэ»  
Крупнейший в Южной Германии торговый комплекс,  
насчитывающий более 130 различных магазинов.

20 Карл Бенц
Изобретатель автомобиля родился в Карлсруэ. Его первой моделью 
можно полюбоваться в ратуше  4  . 

Выставочный комплекс Карлсруэ 
Информация о всех выставках и сроках их проведения на сайте:  
www.messe-karlsruhe.de

27

Федеральный конституционный суд  
Высший суд Германии заседает в Карлсруэ. 

42

46 Рейнский порт Карлсруэ   
Рейнский порт – один из семи крупнейших внутренних портов 
Германии.

KIT | Технологический институт 
Карлсруэ 
Одно из самых известных в мире учебных заведений, в котором 
обучаются 24 000 студентов.

2928

カール・ベンツ 
自動車生みの親はカールスルーエで生まれました。その最初のモ

デルは市役所で  4  ご覧いただけます。  

KIT – カールスルーエ工科大学 
24,000人が在籍する世界的に有名な教育機関の一つです。

カールスルーエ メッセ 
展示会の日程及び時間はすべて以下を参照。  

www.messe-karlsruhe.de。 

連邦憲法裁判所 
ドイツの最高裁判所はカールスルーエにあります。 

カールスルーエのライン港 
このライン港はドイツに7つある内陸港の一つです。
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卡尔·本茨（Karl Benz） 
这位汽车发明人出生于卡尔斯鲁厄。他的第一台汽车模型现珍存于

市政厅 4  .

KIT | 卡尔斯鲁厄理工学院 
国际著名教育机构之一，现有大约 24000 名学生。 

卡尔斯鲁厄展会 
所有关于展会的预约和信息，参见：  

www.messe-karlsruhe.de

德国联邦宪法法院 
卡尔斯鲁厄是德国联邦最高法院所在地。  

卡尔斯鲁厄莱茵港 
莱茵港是德国七大内河港之一。 
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Гастрономический онлайн-портал  
Здесь предлагается полный обзор традиционных баденских блюд, 
пивных садов, винных ресторанов, стильных баров и пр.!

Полезно знать 
Вблизи Рыночной площади 36  и площади Людвигсплац 38   
расположены многочисленные рестораны и бары! 

В Карлсруэ готовит самый молодой в Германии звездный повар. 
Всего в регионе работает 12 ресторанов, удостоенных звезд 
Мишлена. 

Региональные пивоварни в Карлсруэ: «Badisch Brauhaus», 
«Hoepfner», «Vogel Hausbräu», «Moniger», «Andreasbräu». 

«Пост Галери»   
Торговый центр с первым в Баден-Вюртемберге филиалом 
«Primark» (ирландский бренд одежды). 

21

Фуникулер Турмберга в Дурлахе
Увлекательная поездка по старейшей канатной железной дороге 
Германии к вершине расположенной в городе горы Турмберг! 

54

46

Лесной канатный парк Дурлаха 
Канатный парк на горе Турмберг, в городском районе Дурлах – 
увлекательное развлечение под открытым небом для детей  
и взрослых. 

56

カールスルーエ エトリンガー門130 以上の店舗を持つ

南ドイツ最大のインドアショッピングセンター。 

ポストギャラリー 
バーデン・ヴュルテンベルク州で最初の「Primark」（アイルラン

ドのファッションメーカー）のあるショッピングセンターです。

ドゥルラハ ケーブル鉄道 
ドイツ最古のケーブルカーでトゥルムベルク山を上ります！ 

ライン川下り  
「MS Karlsruhe」という船はカールスルーエから出港し、ライン

川を経てシュパイヤーやシュトラスブルクなどに向かいます。  

ドゥルラハ フィールドアスレチック 
ドゥルラハにあるトゥルムベルク山の上を老いも若きも楽しくハ

イキング。  
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卡尔斯鲁厄“Ettlinger Tor”商场 
南部德国最大的室内购物中心，容纳有超过 130 家专业商店。

“Post Galerie”购物中心 
在巴登 - 符腾堡州拥有第一间“Primark”（爱尔兰服饰店） 

的购物中心。

Durlach 缆车 
乘坐德国最古老的缆车在市山“Turmberg”怀古游览！ 

莱茵河游船  
“MS Karlsruhe”号从卡尔斯鲁厄出发在莱茵河上行驶至施派尔和

斯特拉斯堡等地。 

Durlach 户外公园 
在 Durlach 城区，无论长幼，人们都在大自然中享受攀登  

Turmberg 的乐趣。 
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Поездка на теплоходе по Рейну 
Теплоход «MS Karlsruhe» отправляется из Карлсруэ по реке Рейн, 
например, в Шпайер и Страсбург.

Государственный выставочный зал 
Карлсруэ 
Один из самых старых и знаменитых музеев Германии!

13

karls アート＆カルチャー karls ショッピング＆レ
ジャー 

karls 自然＆リラックス karls 食事＆お酒 karls 探求心 便利な情報
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餐饮

karls  
会展与新知

信息提示 

Баденский краеведческий музей 
Культурно-исторический музей с известными во всем мире  
коллекциями и панорамным видом с башни дворца!

12

Государственная керамическая  
мануфактура майолики *
Высокое искусство изготовления керамики: в 1936 году здесь была 
создана статуэтка «Бэмби» (немецкая телевизионная и журналистская 
премия). 

14

Государственный музей  
естествознания
Особенность музея: модель птерозавра с размахом крыльев 
более 10 метров! 

18

Проживание

Совет: самые выгодные цены на проживание в гостиницах 
с пятницы по понедельник! 

Совет: «Приветственный пакет от Карла»

Включает в себя проживание + завтрак +  
карту гостя + информацию. Стоимость от 47 евро за чел.!  
Подробная информация: +49  721 3720-2243.
 
Экскурсия по городу

Совет: аудиовизуальный путеводитель i-Guide PDA  
(немецкий / английский / французский) от 7,50 евро, а также 
множество других интересных пешеходных и автобусных 
экскурсий по городу.

Карта гостя Welcome Card (от 6,50 евро) 

Включает в себя бесплатный проезд в общественном 
транспорте и скидки на вход в культурно-развлекательные 
учреждения.

Транспортная система TramTrain в Карлсруэ  
(www.kvv.de)

В Карлсруэ трамваи ездят также по рельсовым путям гер-
манской железнодорожной компании Deutsche Bahn.  
Это позволяет совершать поездки по всему региону  
(можно брать с собой в дорогу велосипеды).

Ботанический сад
Карлсруэ располагает садами и парками площадью 800 га!  
Обязательно посетите прекрасный ботанический сад! 

6

Аквапарк «Европабад Карлсруэ» 
Особенности аквапарка: водная горка «AquaRocket» и карельская 
деревня саун! 

43

Городской зоологический сад  
Зоопарк: поездка на гондолах (небольших лодках), тематические 
сады и многочисленные животные.

7

Бассейн «Фирордтбад» 
Этот старейший бассейн представляет собой памятник культуры  
в стиле неоренессанса.

44

Салон красоты «Фиш Спа»  
Оригинальная велнес-услуга «педикюр в водоеме с рыбками», 
которая предлагается только в Берлине, за границей и здесь,  
в Карлсруэ!

45

植物園 
カールスルーエには800ヘクタールの公園と緑地があります！ 

植物園の訪問は絶対お奨めです。 

カールスルーエEuropabad 
スイミングプールのハイライト：ジャンボスライダー 

「AquaRocket」とカレリア風サウナ。

市立動物園 
動物園：Gondoletta（ゴンドレッタという小さなボート）、 

テーマ別の庭、たくさんの動物。

「Vierordtbad」浴場 
最古の入浴施設、ネオネルッサンス様式の文化記念碑 。 

フィッシュ・スパ 
珍しいウエルネス「フィッシュ・スパでのペディキュア」 - これ

はベルリンと外国、そしてここカールスルーエでしか体験できま

せん！

6

43

7

44

45

植物园 
卡尔斯鲁厄拥有 800 公顷的公园和绿地！ 

绝对应当：参观植物园。 

卡尔斯鲁厄“Europabad”泳池 
泳池的特色：火箭幻灯片 “AquaRocket + 卡累利阿式桑拿中心！

市动物园 
动物园：乘坐贡多拉（小船），主题公园和众多动物。

“Vierordtbad”浴场 
最古老的浴场-新文艺复兴文化古迹。 

Fish Spa 
另类健康理疗体验“在鱼池中修脚”- 仅在柏林、国外和这里的卡

尔斯鲁厄！
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オンライングルメ系ポータルサイト   
ここでバーデン地方の料理、ビアガーデン、ワインバー、おしゃ

れなバーなどの情報が入手できます！

お得な情報

マルクトプラッツ 36  とLudwigsplatz 38  
周辺にはレストラン

やバーがたくさんあります！ 

カールスルーエではドイツで最も若いスターシェフがいます。こ

の地域には星付きのレストランが12件あります。  

カールスルーエ地元のビール醸造所Badisch Brauhaus 

（バーディッシェ・ブラウハウス）、Hoepfner（ヘプフナー）、 

Vogel Hausbräu（フォーゲル・ハウスブロイ）、 

Moniger（モニガー）、Andreasbräu.（アンドレアスブロイ）。

在线餐饮门户网站    
在此可将所有巴登州的特色美食、啤酒园、酒馆、时尚酒吧等等，

一收眼底！ 

小贴士

环绕集市广场 36  和路德维希广场 38  有很多餐厅和酒吧！  

在卡尔斯鲁厄有德国最年轻的星级厨师 - 在本地区有 12 个星级

餐厅。 

卡尔斯鲁厄的本地啤酒厂：Badisch Brauhaus、 

Hoepfner、Moniger、Andreasbräu。


