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リェイダ
（Lleida）
は、休日の
旅行先として人気で、
山、
ス
キー、文化、
アドベンチャー
スポーツを愛する人々はも
ちろん、他にも多くのことを
楽しむことができます。
まさ
に皆のための場所です。
この美しい県は、
カタルー
ニャ州の北西、
バルセロナ
とピレネー山脈間の地理的
に恵まれた場所に位置して
おり、北部の国境線をフラ
ンスやアンドラと共有して
います。
スキー場に行く、
この地域で
有名なウォータースポーツ
を楽しむ、登山靴の靴ひもを
結んで、
ピレネー山脈の高い
山々を探索するなど、何をす
るにせよ、
ここにはあらゆる
嗜好を満たすアクティビティ
があります。
リェイダのコマルカ (自治区)
は、
スペインやヨーロッパで
アドベンチャースポーツを楽
しみたい人々にとって最高の
場所です。
しかし、
それだけではありま
せん。
リェイダには歴史を感
じさせる趣のある村、古くか
ら伝わる伝統、活気に満ちて
冒険心をそそる観光業、
すば
らしい食文化などを含め、
世界最高峰の文化的遺産、
芸術的遺産があります。
さら
に、
地元の人々は友好的でホ
スピタリティーに満ちていま
す。
リェイダ県は、人々の訪れ
を待っている非常に貴重な
場所です。
© Nelson Souto
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ひと目でわかるリェイダ
•• アイグエストルタス・イ・エスタン・デ・サン・マウリ
シ国立公園（The Aigüestortes and Estany
de Sant Maurici National Park）
は、
カタルー
ニャ州で唯一の国立公園です。
•• アドベンチャースポーツの愛好家にとって、
この
公園はヨーロッパの中でも有名な場所で、200以
上の企業が約50の水、陸、空でのアクティビティ
を提供しています。
•• スキーを楽しみたいなら、
間違いなくピッタリの
場所です！ リェイダにはピレネー山脈最大のス
キー場があり、11のスキーリゾートと600キロに
わたって広がるゲレンデがあります。
•• ここでしか見られない夜空もあります。
アストロノ
ミー・パーク
（Astronomy Park）、
この場所はユ
ネスコによってスターライト・リザーブ
（星空保護
区）
、
スターライト・ツーリスト・デスティネーショ
ン
（星空観光地）
に認定されています。
•• 数多くあるリェイダの歴史遺産の１つに、
バル・
デ・ボイ
（Vall de Boí）
の聖堂群があります。
こ
れらは2000年にユネスコの世界遺産に認定さ
れました。
•• また、
ユネスコはピレネー山脈の
「夏至の火祭
り」
を
「人類の口承及び無形遺産に関する傑作
の宣言（傑作宣言）」
としています。
この伝統はピ
レネー山脈の63の村でそれぞれ祝われ、
アンド
ラ、
カタルーニャ州のピレネー山脈地域、
アラゴ
ン、
フランスで祝祭が行われています。
これらの祝
祭は太陽が最も高く昇る夏至の頃に開催され、
炎が壮観な光景を作り出しています。
•• アラン谷（Val d’Aran）
は自然と触れあえる、
たぐ
いまれな場所です。
ここは
「持続可能な観光」
とい
う運営方針に基づいた
「責任ある観光を求めら
れる生物圏」
として、世界で初めて認定された美
しい山でもあります。
•• コンカ・デ・トレンプ＝モンセック
（The Conca
de Tremp-Montsec）
にある、
ユネスコ世界ジ
オパークは地学を学び、観察し、楽しむには絶好
の場所です。
なぜなら、
この土地には地質学的、
古生物学、鉱業的、考古学的、天文学的な価値が
あるからです。
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リェイダへの旅を始めるなら、
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aralleida.com をご覧ください。
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豊富なアウトドア・アクティビティ
水、陸、空、雪の上…
、
どこで何をするにし
ても、
リェイダはアド
ベンチャースポーツ
を愛する人々にとっ
ての楽園です。
走る、飛ぶ、
スキーをする、
ボ
ートを漕ぐ、歩く、登る、
自転
車に乗る。
これらがすべてで
きる場所は多くありません。
だからこそ、
リェイダは特別
なのです！
ここでは感動的な景色を楽
しめますが、体験し、触れて、
感じることは、
それ以上にす
ばらしいことかもしれませ
ん。
この地を訪れた人々は、
何をするか決めるだけでも、
本当にぜいたくな気分を味わ
うことができるでしょう。
高い山々から平原まで、
それ
ぞれの秘境は多くの可能性
に満ちています。
スキー、
カヌ
ー、
パラグライダー、
サイクリ
ング、
あるいは単に歩くだけ
でも、
この地では一度に多く
の発見があるでしょう。
1980年代以降、
リェイダは
アドベンチャースポーツの
提供やアクティブツーリズ
ムを実施しています。
リェイ
ダのコマルカでは現在、200
以上の企業が50の水、陸、
空のアクティビティを提供し
ています。
観光客がこの地で楽しめるア
クティビティをいくつかご紹
介します。
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空のアクティビティ
空から見る景色以上に、
すばらしい景色
があるでしょうか？
空からリェイダの景観を
楽しむ方法は数多くあ
ります。
この地は風の条
件が良いため、
パラグラ
イディングやグライディ
ング、超軽量動力機での
飛行といった、
とりわけ
人気のアクティビティを
楽しむことができます。
リェイダの中でも、
こうし
たスポーツを楽しむのに
ベストなのは、
モンセック
（Montsec）、
アジェー
ル
（Àger）、
オルラニャ
（Organyà）
の谷など
です。

さらなる後押しが必要と
いうのであれば、
リェイ
ダでは他にも、熱気球、
ヘリコプターでの飛行と
いった空のアクティビテ
ィを楽しむことができま
す。実際、
これらの地域で
は定期的にパラグライダ
ーやハングライダーの世
界選手権が開催されて
います。

© Oriol Clavera

すばらしいウォータースポーツ
ウォータースポーツという冒険を考えているのなら、
リェイダを訪れま
しょう。
リェイダは、
ウォータースポーツを楽しむ人々
にとっての楽園です。
地元の川や貯水池では、
アドレナリンが駆け巡
るような急流を下るスポーツから、落ち着いて
静かな、
よりリラックスできる穏やかなアクテ
ィビティまで、
どちらも楽しむことができます。
この地を訪れた人々はラフティングや、渓谷下
り、
カヤック、
リバーボーディング
（ハイドロス
ピード）、
カヌーなどのアドベンチャースポーツ
に挑戦することができます。
他にも、
モーターボート、
ジェットスキー、水上
スキー、
セーリングなど豊富なアクティビティ
を楽しむことができます。
これらは水に潜る必
要さえありません！

ノゲーラ・パリャレサ
（Noguera
Pallaresa）
川、
リバゴルサーナ
（Noguera
Ribagorçana）
川、
ガロンヌ川
（Garonne）、
セグラ
（Segre）
川はウォータースポーツにと
って理想の場所です。
より穏やかなアクティビティを好む方にも、多
くの選択肢があります。
カヌー、水上バイク、
気軽に参加できるカヤック、
セーリングなども
すべて、
この地で楽しむことができるアクティ
ビティです。
ノゲーラ・パリャレサ
（Noguera Pallaresa）
川の国際ラリーは、国民的な関心を集めるフ
ェスティバルです。
このイベントでは、
さまざま
な種目のカヤックの大会や、水中で行われる
夜のショーや地域のおいしい食事を楽しむ

ことができます。

© Oriol Clavera
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のクロスカントリーのスキー場（バケイラ・ベレット
（Baqueira Beret）
、
アランサ
（Aransa）、
リェス・
ダ・サルダーニャ・タバスカン
（Lles de Cerdanya
Tavascan）、
サン・ジョアン・デ・ラーム
（Sant Joan de
l’Erm）、
トゥイクセン・ラ・バンサ
（Tuixent-La Vansa）
、
ヴィロス・ヴァルフェレラ
（Virós-Vallferrera））
があ
ります。

ゲレンデに行きましょう
リェイダは、
ピレネー山脈でも積雪期が
最長で、
スペインで一番高い傾斜があり
ます。
まさにスキーの楽園なのです。
リェイダのピレネー山脈にある11のスキー場は雪を愛
する人々に、
スペイン全域の中でも最大のスキー場を提
供しています。
このエリアの広さは4200ヘクタールに及び、
ゲレンデ
が580キロメートルにわたって広がっています
（そのう
ち100キロは1382の人工降雪機によって降らせてい
ます）。
そして、83のスキーリフトが１時間に11万2204
人の乗客を運んでいます。
リェイダ、
ピレネー山脈の11のスキー場はアルペンス
キーのスキー場です
（バケイラ・ベレット
（Baqueira
Beret）、
ボイ・タウイ・リゾート
（Boí Taüll Resort）
、
エスポット・エスキー（Espot Esquí）、
ポルト・アイ
ネー（Port-Ainé）
、
ポート・デル・コンテ
（Port del
Comte）、
タバスカン
（Tavascan）
など）。
また７つ
© Mikael Helsing
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しかし、
お楽しみはこれだけではありません！ リェイ
ダ県ピレネー山脈の雪を楽しむすばらしい方法は他に
もたくさんあります。数多くのアルペンスキーやクロス
カントリーのスキー場に加えて、
あらゆる年代の観光客
が楽しめる幅広いスポーツ、
レジャー、
スキー後の集い
があります。
最高のアクティビティの選択肢として、観光客は他に
も、犬ぞりでの小旅行や、
スノーモービル、乗馬、
クワッ
ド
（四輪バギー）、
ヘリスキー、空から全景を見渡せるヘ
リコプターでの飛行を楽しむことができます。
宿泊施設も十分にあり、
ホテルから、
アパートメント、
ホ
ームステイ、簡易宿泊所、民泊、
キャンプ場まで２万６千
以上の滞在地があります。

© Lles de Cerdanya
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地上でのアクティビティ
地上でのアクティビティを追求したいなら、
リェイダには数多くのアク
ティビティがあります。
マウンテンバイク、
ロッククライミング、洞窟探
検、
バンジージャンプ、
トレッキングなど、
それらは多岐にわたります。
リェイダという土地や、
あらゆる秘境の本質
を理解したいなら、
こうした土地を作り出す
生命線でもある道や小道をたどることです。
トレッキングやマウンテンバイクは、人気にな
りつつあり、
ますます多くのルートやサーキッ
トが絶えず作られています。

洞窟探検、
キャニオン・ジャンプ、乗馬、
四輪
バギー走行、
バンジージャンプは、壮大な景
色を直接知り、
じかに触れることのできる方
法です。

ハイキングやサイクリングをして休日を楽し
みたいなら、
カタルーニャ観光局公認の宿泊
施設を利用することができます。
こうした場所
では旅に関する情報や、計画に役立つ情報を
得ることができます。
また、装備を整備するた
めの専門サービスを受けることもできます。

© Oriol Clavera
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徒歩での探索
すべての歩行者がリェイダの山と丘に続く道を見つ
けることができるでしょう。
ピレネー山脈では、涼しい渓谷を登っていくと、数えきれないほどの貯
水池があります。
山が雪で覆われるときには、雪靴をはいて探索をする
ことができます。
すてきな冒険を楽しむために、村から村へ、
そして渓谷から渓谷へ、
さま
ざまな歩行ルートや長い小道をたどっていくことで、
すべての領域を横
断することが可能です。
ピレネー山脈にたどり着く前に、観光客は山頂や川によって独自に形成
された渓谷からすばらしい景観を楽しむことができます。
そして、
さらに南へと向かっていく、
いくつかのルートもあります。
これら
のルートは丘や平原を横断する道で、歩行者は、
より奥深く、人知れぬ
場所と出会うことになります。

The Fifth Lake（ザ・フィフス・レイク）

ピレネー山脈の山道を通る５日間のルートです。荷物の移送サービス付き
で、
自然の中にある宿泊施設に宿泊します。

elcinquellac.com

Heaven’s Gate（ヘヴンズ・ゲート）

高山のトレッキングコースで、
カタルーニャの最高峰、
ピカ・デステーツ
（El
Pica d’Estats）
を登ります。
また、
ピレネー山脈最大の湖、
セルタスカン湖
（El Certascan）
もコースに含まれています。

laportadelcel.com

Mountains of Freedom（マウンテンズ・オブ・フリーダム）
カタルーニャとフランスの間にまたがる領域で、
このトレッキングルート
は、迫害されたユダヤ人がホロコーストから逃れるため、
そして、
スペイン
内戦から逃げてきた人々が通った道をたどります。

muntanyesdellibertat.com

The great loop（ザ・グレート・ループ）

これは７日間に分けた、140キロメートルの巡回ルートで、積算標高差は
１万2900メートルです。
ビエーリャから始まり、
ビエーリャ(Vielha)で終わ
ります。
ピレネー山脈では最長の巡回ルートで、標高も最も高いです。
トレ
ッキングを愛する人にとっては、
まさに挑戦的なコースでしょう。

andandosinequipaje.com

© Francesc Tur
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The 3-Park Trek（ザ・スリー・パーク・トレック）

６日間かけて、
ピレネー山脈の高山地帯を象徴する３つの保護
区の中心をトレッキングします。
このルートは、
アイグエストルタ
ス・イ・エスタン・デ・サン・マウリシ国立公園の高山の景色から
始まり、
アルト・ピリネウ(Alt Pirineu) 自然公園（ピレネー山脈
の高山地帯）
の山々を通り、最終的には野生動物の楽園である
ブーモート(Boumort)国立保護区にたどり着きます。

outdooradventour.com/en/hiking-in-the-pyrenees

The Way of Sant lgnasi（ザ・ウェイ・オブ・サント

イグナシ）

騎士、
イグナチオ・デ・ロヨラがかつて歩いた道をたどりましょ
う。1522年にリェイダの土地を前進し、彼はロヨラ(Loyola)か
らマンレザ(Manresa)を移動しました。

caminoignaciano.org

Chariots of Fire（チャリオット・オブ・ファイアー）
この行程ではアイグエストルタス・イ・エスタン・デ・サン・マウリ
シ国立公園にある主な高山の山小屋を訪れます。

carrosdefoc.com

Wind Horses（ウィンド・ホースズ）

このルートでは８つの山小屋に滞在しながら、
カディ・ムシェロ
(the Cadí-Moixeró Natural Park)自然公園やとびきり美し
い景観を楽しむことができます。

cavallsdelvent.com

The Good Men’s Way/ The Route of the Last
Cathar（グッド・メンズ・ウェイ／ザ・ルート・オブ・
ラスト・カタール）

約200キロに及ぶ、
ピレネー山脈を横断する長い歩行ルート
（GR-101）
で、
オクシタニア(Occitan)のカタリ派の亡命を思
い起こさせます。彼らは
「善人」
としても知られていました。

camidelsbonshomes.com

Collection of Paths（コレクション・オブ・パス）

このルートでピレネー山脈を歩くと、1956年に作家カミーロ・
ホセ・セラ
（Camilo José Cela）
と、
ジョゼップ・マリア・アスピナ
ス
（Josep Maria Espinàs）
が得たようなインスピレーションを
授かることができるでしょう。
この道を通り、
彼らは70のピレネー
山脈の村を訪れました。
この道は村から村へ、
ピレネー山脈のエ
ルズ・パリャーズ(Els Pallars)のコマルカを通り、
アラン谷、
アー
ルタ・リバゴールサ(L’Alta Ribagorça)へと続いています。

ramatdecamins.cat/es

Persecuted and saved (迫害と救済)
リェイダ県ピレネー山脈を通る７つの逃げ道。

aralleida.com/trekking

perseguitsisalvats.cat
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自転車での探索
サイクリストは、
リェイダで多くの選択肢があります。
リェイダ県のピレネー山脈には、
（ツー
ル・ド・フランスのカテゴリーで）
１級
と２級に分類される77の山岳のルー
トがあり、
これらの多くが力強い山に
特徴づけられる集落地へと続いてい
ます。
マウンテンバイクを愛する人々に
対して、
ピレネー山脈の６つの中心地
は、約3000キロの４つのレベルに分
類した
（初級、
ファミリー向け、熟練者
向け、
エンデューロレースを愛する人

々向け）
コースを用意しています。
リェイダの土地の穏やかな起伏やウ
ルジェイ運河(Canal d’Urgell)を周
遊するコースは、初心者が自転車観光
をするには理想的だと言えます。
この
地の魅力を発見したい人々にとって
も、
リェイダでは幅広い探検ルートが
用意されています。

MTB Trinxat（マウンテンバイク・トリ
ンクスアット）

アルト・ウルジェイ
（L’Alt Urgell）、
サルダーニャ
(La Cerdanya)、
パリャーズ・スビラー(El Pallars
Sobirà)、
そしてアンドラの一部を巡回するコース
です。
トータルの距離は298キロメートル、累積標
高差は7600メートル。
５回に分けて進むことを推
奨します。

cadibike.com

Pic de l’Orri（ピック・デ・ロリ）

セグラ川(River Segre)の渓谷の麓から始まる２
日間のルートで、
アルト・ウルジェイのオリ(Orri)山
の山頂（2439メートル）
へと登っていき、途中、
サン・ジュアン・デ・ラーム(Sant Joan de l’Erm)
を訪れます。

cadibike.com

Great Pedals（グレート・ペダルス）

北から南へ、
あるいは反対に向かい、
ピレネー山脈
を探索します。
トータルの距離は450キロで、積算
標高差は１万2000メートルです。少なくとも８回
に分けて進むことが推奨されています。
アイグエス
トルタス・イ・エスタン・デ・サン・マウリシ国立公園
の魅力を発見し、
ヨーロッパで一番シカの多く生
息するバロウス
（Varousse）谷を自転車で駆け抜
けましょう。
このルートはWorld by Bikeのルー
トの１つです。

pedalesdelmundo.com

Pallars Bike Trail（パリャーズ・バイク・

トレイル）

パリャーズ・バイク・トレイルは、
カタルーニャ州ピレネー
山脈の中心地に位置するパリャーズ地域の魅力を自転
車とGPSで発見するための新たな挑戦です。170キロ以
上のコースで、5600メートルの傾斜を上っていかなけ
ればいけません。
それを越えるとすぐに、約7000メート
ルの困難で途方もなく長い下り道を12キロかけて走行
することになります。

pallarsbiketrail.com

Pedals of Pedraforca（ペダルス・オブ・

ペドラフォルカ）

このルートは、神話の世界に登場するようなペドラフォ
ルカ山が背景に見えるゴスル(Gósol)から始まります。
このルートではポルト・デ・コンテ
（Port del Comte）
、
トゥイクセン
（Tuixent）
を訪れ、
その後ゴスルへと戻って
きます。
トータルの距離は97.6キロです。

pedalsdelpedraforca.com

Pedals of the Cistercians（ペダルス・オ
ブ・シスターシャン）

このルートでは、
シトー会の主な修道院を巡ります。
バイボーナ・ダ・ラズ・モンジャス(Vallbona de les
Monges)の修道院は、
リェイダで最も著名な修道院の
１つです。
このルートは220キロで、累積標高差は5300
メートル、
４回または５回に分けて進むことが望ましいで
す。
このルートはWorld by Bikeのルートの１つです。

pedalsdelcister.com

© Josep M Súria Ribera
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Carapedalada（カラペダラダ）

３日から５日間かけてマウンテンバイクで走行
するルートで、
プレ・ピレネー(Pre-Pyrenees)
の山々をパゲラ(Peguera)からポルト・デ・
コンテまで、
バル・デ・ロード
（Vall de Lord）
とアリニャ
（Alinyà）
の山々を通って進みます。
多くのルートがあり、
ルートによって100キ
ロから200キロの距離差があります。
また、
荷物の移送サービスや予約管理サービスも
利用可能です。
また、週末や２日間で完結する
「carapedalades exprés」
という短いルート
もあります。

rutacaracremada.com

Pedals of the Canal d’Urgell（ウル
ジェイ運河のペダル）

ガイドなしのこのコースは、数回に分けて進む
ことになります。
リェイダ平原全域を横断し、
ウ
ルジェイ運河、
そしてそこから分岐した主な運
河を巡る180キロ以上のコースです。
とても平
坦な道であるため、
ビギナーや家族での観光に
は最適で、
アクティビティや観光地めぐり、
おい
しい食事なども楽しむことができます。
このルー
トはWorld by Bikeのルートの１つです。

pedalsdelcanaldurgell.com

Pedals of Fire（ペダルス・オブ・ファ

イアー）

アイグエストルタス・イ・エスタン・デ・サン・マウ
リシ国立公園を巡回するコースです。
トータルの
距離は215キロメートルで、積算標高差は5700
メートルです。
これはリェイダ県ピレネー山脈、
そしてヨーロッパの中でも最も価値あるサイクリ
ングルートの１つでWorld by Bikeのルートの
１つです。

pedalsdefoc.com

Salòria Bike Trail（サロリア・バイク・

トレイル）

このルートではアルト・ピリネウ 自然公園（ピレネ
ー山脈の高山地帯）
の森林や牧草地の小道やト
ラックを進みます。
トータルの距離は200キロ、
積算標高差は6500メートルで、最も標高が高
い地点はカブス
（Cabús）
の山道（2300メート
ル）
です。

saloriabike.com

Bike Fosca（バイク・フォスカ）

このルートではバル・フォスカ
（Vall Fosca）
（ダーク・バレー）
やエルズ・パリャーズ
（Els
Pallars）
のその他の魅力的な土地を走行しま
す。
トータルの距離は225キロメートル、積算標
高は7200メートル、
３～５回に分けて進むこと
が推奨されています。下り道は自分で選択するこ
とができます。

bikefosca.com

The Good Men’s Way/The Route of
the Last Cathar（善人の道／ザ・ルー
ト・オブ・ラスト・カタール）

約200キロに及ぶ、
ピレネー山脈を横断する長い
歩行ルート
（GR-101）
で、
オクシタニアのカタリ
派の亡命を思い起こさせます。彼らは
「善人」
とし
ても知られていた存在です。

camidelsbonshomes.com

Tour of El Cadí-Moixeró（ツアー・オ
ブ・エル・カディ・ムシェロ）

エル・カディ・ムシェロの山脈（アルト・ウルジェイ
とサルダーニャにまたがる）
を自転車でめぐるル
ートで、
４回に分けて進むことが推奨されていま
す。
トータルの距離は222.8キロ、累積標高差は
6180メートルです。

cadibike.com

aralleida.com/MTB
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Moturisme (モチュリズム)
オートバイのライダーにとって、
山を登る道であれ、平原を下
る道であれ、
良い道を走ることは重要です。交通量が多すぎ
ず、
ライダーたちがそれぞれの景観を楽しめるような道です。
Ara LleidaのMoturismeは、10のルートと一連の専門サ
ービス
（宿泊施設、
レストラン、美術館など）
を提供していま
す。
ライダーたちは自然やピレネー山脈の料理を楽しむこと
ができますし、
リェイダは優れたサービス、
すばらしい道、施
設を保証します。

以下は認定された施設によって提供されるサービスです
•• 屋根付き、
ロック付きの駐車場
•• 修理のための作業場とツール
•• ランドリーサービス
•• ヘルメットとジャケットの保管スペース
•• ルート、気象、主な観光地などの情報

© Josep Barbero
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© DeFoto

マルケス兄弟の出身地で旅を
楽しみましょう！

moturisme.aralleida.com

美しい自然

標高3143メートル、壮大なカタル
ーニャ州ピレネー山脈の最高峰か
ら、標高78メートル、
セグリアー（El
Segrià）
で最も低地の村に至るま
で、
リェイダでは多くのすばらしい景
観を楽しむことができます。
この地域ではさまざまな景色を見ることができ
ます。西端の地域では生い茂る植物を、
そして
カタルーニャの中心地に向かうにつれて見えて
くる、
白い雪に覆われた山、緑の森、灰色の石、
スカイブルーの海などは、色のお祭りを見ている
ような気持ちにさせてくれるでしょう。
この美しさ
は、
それだけにとどまりません。
山、湖、
川、渓谷、
平原、丘には何千種類もの動物や植物が生息し
ています。
カタルーニャの国立公園だけを訪れるにせよ、
２つの自然公園の１つを訪れるにせよ、
モン・レ
ベイ渓谷（Mont-rebei Gorge）
やブーモート
（Boumourt）国立狩猟区などの、
その他の美
しい自然地域を訪れるにせよ、
リェイダは自然
を満喫したいと願う人々にさまざまな可能性を
用意しています。
リェイダでは、
イバス・イ・ビラ
サナ
（Ivars i Vilasana）
地域にまたがる湖や、
セグラ
（Segre）
川、
シンカ
（Cinca）
川、
エブロ
（Ebro）
川の合流点など壮麗な水辺の景色を見
ることもできます。
© Oriol Clavera
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希少価値の高い公園
リェイダでは雄大な景色を見て楽しむこと
ができます。

The Aigüestortes and Estany de Sant
Maurici National Park

(アイグエストルタス・イ・エスタン・デ・サ
ン・マウリシ国立公園)
parcsnaturals.gencat.cat/en/aiguestortes
この公園はカタルーニャで唯一の国立公園で、
リェイダ県
ピレネー山脈の中心地に位置しており、
パリャーズ・ジュサ
（El Pallars Jussà）
、
パリャーズ・スビラー、
アールタ・リ
バゴールサのコマルカと、
アラン谷にまたがっています。
この美しさは必見で、非常に貴重な景観も楽しむことがで
きます。観光客はモミやマツの森や、標高3000メートルの
地に咲き誇る高山植物を楽しむことができます。
また、
この
地はシャモア、
ライチョウ、
マーモット、
ヒゲワシなどの野生
動物を見ることができる場所でもあります。
この場所を最も楽しむ方法は、定評あるウォーキングルー
トを歩くことです。
カミ・デルス・エナモラッツ
（Camí dels
Enamorats 恋人たちの道）、
ロカ・デ・ラ・クレマダ
（Roca
de la Cremada）、
エスタニー・リオング
（Estany
Llong）
といったルートから、Tomb a l’Estany de Sant
Maurici pel Mirador i Amitges
（見晴らしの良い地点
やアミテスを通り、
サンマウリシ
（Sant Maurici）
の湖を周
遊するルート）
まで、
あらゆるトレッカーたちに合ったルー
トが用意されています。
移動に制約があるような人々でも、特別に用意された空間
があるので、公園を楽しむことができます。手助けやアドバ
イスが必要な人々は専門のガイドサービスを依頼するこ
ともできます。
この国立公園はヨーロッパの環境マネジメントの水
準を単に満たしているだけではありません。
この場所
は、Spanish Institute for Quality Tourismの自然保
護地域認定委員会から、
クオリティ・ツーリズム
（良質な観
光）賞を授与されています。
さらに、夜空の美しさから、
こ
の公園はユネスコとスターライト・ファンデーションが共
同認定している、
スターライト・リザーブ
（星空保護区）、
スターライト・ツーリスト・ディスティネーション
（星空観光
地）
に指定されています。
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The Cadí-Moixeró Natural Park
(カディ・ムシェロ自然公園)
parcsnaturals.gencat.cat/en/cadi

この地域は、1983年にカディ山脈を保護す
る目的で自然公園に指定されました。面積は
4,1342ヘクタールで、
アルト・ウルジェイ、
バル
ゲター（El Berguedà）
、
サルダーニャの３つの
コマルカにまたがり、
カタルーニャでも最大規
模の自然公園です。
EUのHabitats and Birds Directivesは、
カ
タルーニャのこの地域は、
ヨーロッパでも関心
を集める種が数多く生息している
（それぞれの
生息地に30種）保護地域と報告しています。
カディ山脈はタンカラポルタ
（Tancalaporta）
の道でつながっています。
迫力ある山の壁が東から西へ30キロほど、
セグラ川流域（サルダーニャとアルト・ウルジ
ェイ）
とリュブラガート
（Llobregat）
川
（バル
ゲター）間に広がっています。
ペドラフォルカ
（Pedraforca）
はこの地域の中でも最も魅力
的な山の１つで、長い歴史を持つ、
カタルーニ
ャにおける登山の伝統の一部を形成していま
す。
この険しい傾斜は美しい登山スポットを提
供しています。

Alt Pirineu Natural Park

(アルト・ピリネウ自然公園)
parcsnaturals.gencat.cat/en/alt-pirineu
アルト・ピリネウ
（ピレネー山脈の高山地帯）
自
然公園が正式に設立されたのは2003年で、
こ
の公園はカタルーニャ州ピレネー山脈の中心
部に位置しています。
この領土はパリャーズ・ス
ビラーとアルト・ウルジェイのコマルカに所属す
る15の異なる自治体にまたがっています。
公園の保護地域の面積は７万ヘクタールに及
びます。
これは、
カタルーニャの自然公園の全面
積の３分の１以上です。
この自然の楽園に生息する動植物の数は郡を
抜いています。
ここには、
カタルーニャ全域でも
最大数のシャモアとオオライチョウ、
ライチョウ
が生息しています。
また、
ヒグマの住みかでもあ
り、死肉を主食とする鳥たちも数多くいます。
© Marc Garriga. Parc Natural de l’Alt Pirineu
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生物圏の観光地、
アラ
ン谷
visitvaldaran.com/en
きちんと保護された自然区域があ
り、
アラン谷が生物圏の観光地と
して認識されるよう、未来の計画
と管理の一環として、
この地は守
られています。
アラン谷のエリアはピレネー山脈
の起伏によって生まれた独自の特
徴があります。大西洋の気候は針
葉樹林や落葉樹林、高山植物の
いずれにもふさわしく、谷の地形
は段々になっている牧草地や棚
田を作ろうという人々の試みによ
って形成されました。小さな村は
非常に特徴的な文化的景観を保
護してきました。The Biosphere
Destination（生物圏の観光地）
賞は、持続可能な経済的発展と
結びついた、
こうした独自性を保
護しようという意志を認めてい
ます。

© Rafael Lopez Monné
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ジオパークの起源、
カタルー
ニャ ピレネー山脈

カタルーニャ西部の自
然区域

projectegeoparctrempmontsec.com

espaisnaturalsdeponent.cat

2018年４月、
ユネスコは、
コンカ・
デ・トレンプ＝モンセック
（Conca de
Tremp-Montsec）
にあるジオパーク
を世界ジオパークネットワークに登録
しました。
この決定の理由は以下のよ
うなものです。恐竜の化石が発掘され
たという古生物学的価値、
ピレネー山
脈の起源を解明することに役立つ地質
的価値、
自然資源や土地の起伏を活
かした鉱業的、産業的価値、歴史や生
命のあり方の理解に役立つ文化的価
値。
こうした要素がすべて、国際的に重
要であると判断されています。

リェイダ南部には、14の自然
保護区域があります。地中海性
気候によって、降雨量は非常
に少なく、暑い夏と寒い冬の寒
暖差が激しいという特徴があ
ります。

こうした価値は、
この地の経済的発展
における中心的要素であり、地元民も
このすばらしい地質的価値を守ろうと
しています。

こうした区域には、
まぎれもな
い自然の宝があります。乾燥地
に生息する植物や動物、丘と
穀物の育つ平原、
イベリア半島
に特有の鳥類が見られる一方
で、水嵩の多いセグラ川やノゲ
ーラ
（Noguera）
川、
イバス・
イ・ヴィラサナ湖が作り出す多
種多様性と潤沢さは乾燥地の
自然と対照的です。

世界最高峰の空の景観
シエラ山脈（The Montsec Sierra）
はノゲーラ
（La
Noguera）
とパリャーズ・ジュサのコマルカの間に位置
し、
ピレネー山脈とリェイダをつないでいます。
ここで
は、
この土地ならではの夜空を見ることができ、
アスト
ロノミー･パークとともに、
ユネスコによってスターラ
イト・ツーリスト・ディスティネーション
（星空観光地）
とスターライト・リザーブ
（星空保護区）
にも認定されて
います。
このすばらしい観光地は夜空の天空を観察す
るといったアクティビティに理想の場所であると評価
されました。

モンセック
（El Montsec）
は、
６番目に登録されたスタ
ーライト・ツーリスト・ディスティネーションです。
スター
ライト・リザーブには、
３番目という早い段階で登録さ
れました。
モンセックのアストロノミー･パーク。宇宙を観察する
中心地。
アジェール。

parcastronomic.cat

© Oriol Clavera

鳥を観察する最高の場所
リェイダは愛鳥家にとって真の楽園です。
観光客はプラ・ドゥルジェイ
（El Pla
d’Urgell）
のコマルカにあるイバス・イ・ヴィ
ラサナにまたがる湖を訪れ、多様な野鳥の
観察を楽しむことができます。
200種以上の鳥がここに生息し、渡り鳥に
とっても重要な滞在地です。
126ヘクタールに及ぶ自然地域にはカタル
ーニャ州最大の湖があります。
この湖の体積
は2.3立法ヘクトメートルで、長さ2150メー
トル、幅730メートルです。
© Patronat de Turisme
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リェイダのすばらしい文化遺産を発
見しよう
リェイダはアクティビティだけの場所ではありませ
ん。
この地域には数多くの魅力的な文化遺産があ
るのです。
バル・デ・ボイの聖堂群はカタルーニャ州にあるロ
マネスク建築の聖堂として非常に有名で、
ユネスコ
の世界遺産に認定されています。
同様に、
エル・コグ
ル
（El Cogul）
（ガリーゲス
（Les Garrigues））
の
ロカ・デルス・モロス
（the Roca dels Moros）
（ム
ーア人の岩）
は、洞窟壁画が発見された、考古学的
にも重要な地と見なされており、
ユネスコの世界遺
産としても認定されています。
2015年12月、
ユネスコはFalles del Pirineu（ピ
レネー山脈地域の夏至の火祭り）
を世界無形文化
遺産に指定しました。Falles（松明）
は、悪霊を追い
払うと言われている夏至に行われる収穫前の火祭
りです。
バイボーナ・ダ・ラス・モンジャス
（Vallbona de les
Monges）
の修道院は、
カタルーニャにある最も価
値あるシトー会の女子修道院の１つで、
この建築は
ロマネスク様式からゴシック様式への移行期を表
しています。
ポブレー（Poblet）
修道院やサンタス・
クレウス
（Santes Creus）修道院とともに、
バイボ
ーナ・ダ・ラズ・モンジャスの修道院は、
シトー会ル
ートのツアーに含まれている修道院です。
カタルーニャでは、
それ以外にも、
モンソニス
(Montsonís)、
フロレジャクス(Florejacs)、
モンク
ラ(Montclar)、
ラ・フロレスタ(La Floresta)、
コン
カベジャ(Concabella)、
カステイ・デ・ムル(Castell
de Mur)など数多くのお城や要塞などを観光する
ことができます。何世紀にもわたり、
ここは国境地域
として、
アンダルスとキリスト教世界の中間に位置
してきました。
リェイダの街、地元の中心地は、
その豊かな歴史
的遺産について語る特別な価値があります。
この
良き例が、壮大な歴史ある大聖堂であるリェイダ
旧大聖堂（La Seu Vella）
で、
ロマネスク建築から
ゴシック建築の移行期における宝石とも見なされ
ています。
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© Laurent Sansen

cultura.aralleida.com

数多くのロマネス
ク様式の建築

リェイダで祝う
フェア、催し物、
フェスティバルは
リェイダ全域で人気です。

バル・デ・ボイ
（アルタ・リバゴル
サ）
に向かう観光客は、
８つの
小さな村から構成される地域
の存在を知るでしょう。
ここは
自然遺産と文化遺産で有名な
地です。

さまざまな祝祭が、
ピレネー山脈とリェ
イダの大部分の町と
村で開催されていま
す。
これは間違いな
く、地元の人々の性
質と慣習を深く知る
ためには最良の方法
です。

この地域には、
ロンバード・
ロマネスク様式の聖堂群があ
り、2000年にユネスコの世界
遺産に登録されています。
この地域のロマネスク様式の
遺産である、建築的価値の高
い９つの聖堂は、
ご想像のとお
り人気の観光地です。
リェイダ
の旅の途中には、
この地の有名
で、価値ある観光名所を訪れ
ることをオススメします。
タウル
（Taüll）集落、
サント・クリメン
ト
（Sant Climent）
教聖堂の
イエス・キリストの肖像はカタ
ルーニャの象徴として、度々用
いられています。
この教会は、
タウル集落のサンタ・マリア
（Santa Maria）
聖堂、
ボイ
（Boí）集落のサン・ジョアン
（Sant Joan）聖堂、
ラ・バル
（la Vall）集落のサンタ・エウ
ラリア
（Santa Eulàlia）
聖堂、
バルエラ
（Barruera）集落の
サン・フェリウ
（Sant Feliu）聖
堂、
ナティビタート・デ・ドゥーロ
（La Nativitat de Durro）
聖
堂、
カルデト
（Cardet）集落の
サンタ・マリア
（Santa Maria）
聖堂とともに、
ロマネスク建築
を代表する主な遺産です。
こ
れらの建築物は同じ建築様式
で、全て11、12、13世紀に建
設され、丁寧に積み上げられた
石、
すらりとした鐘楼、
ブライン
ドアーチや扶壁柱を含む外装

© Roc LLimargas

地下に入ってみよう
リェイダには、印象的な洞窟壁
画が存在します。
エル・コグル
（ガリーゲス）
のロ
カ・デルス・モロス
（ムーア人の
岩）
は、
イベリア半島の中でも最
も重要な洞窟壁画がある岩窟の
１つです。45の肖像が石壁に掘
られ、踊りを踊っているような壁
画を見ることもできます。
さまざまな碑文は、
この地がイベ
リア王国の時代やローマ時代に
聖域としての役割を果たしてい
たことを示しています。

などが特徴的です。

vallboi.com
centreromanic.com

中でも注目すべき
は、国民的な関心を
集める祭りです。
リェ
イダ県で代表的なも
のとしては、
ソルソナ
カーニバル、
サルベ
ラ演劇「パッション・
オブ・キリスト」、
フ
ァジェス・デ・イシル
（Falles d’Isil イ
シルの松明）、
ラ・ポ
ブラ・デ・セグル
（La
Pobla de Segur）
のいかだ祭りなどが
オススメです。

cogul.cat
© Nelson Souto
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すばらしい料理
おいしい地元の食事を味わ
ってみたいのであれば、
リェ
イダは十分満足できる場所
でしょう。
リェイダは世界最高レベルのオリー
ブオイルや一流のワインをはじめと
した、
すばらしい食事や飲み物で有
名です。
リェイダのコマルカ
（自治区）は、
カタ
ルーニャの食料貯蔵庫とも言われ、
自
然のままの伝統的でおいしい素材を
使っているのが基本的な特徴です。
その他の主な特徴としては、
この地域
の素材の豊富さと多様さです。土地で
育った原料を有効活用し、一流で上
質な料理を愛する人にも満足できる
すばらしい料理が生まれています。
この地域の産物は特別だと見なされ
ています。
なぜなら、
その多くが原産
地呼称 (DO) に認定されているから
です。
チーズやバター、
オリーブオイ
ル、
ワイン、子牛の肉、西洋ナシ、
アー
モンドヌガーなどです。
リェイダについて語るときに、
この地
域で有名な、
おいしいカタツムリ料理
に言及しないわけにはいきません。
カ
タツムリは
「a la llauna」
（金属トレー
の上）
で調理され、
ヴィネグレットソー
ス、
あるいはa la gormanda
（トマト
とタマネギのソース）
で和えます。
この
地域の特別料理は、美食フェスティバ
ルでも人気です。Aplec del Caragol
やSnailfestといったフェスティバル
は１年に１度、
５月に開催され、25万
人以上の人々がリェイダのカンポス・
エリシス
（Camps Elisis）
公園に集ま
ります。
このイベントは、
カタルーニャ
で国民的に関心を集めるフェスティ
バルなのです！
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gastronomia.aralleida.com

© J.Barbero

美食めぐりツアー
ワイン文化を発見することで、滞在客はおいし
い食事について理解を深めることができます。
すばらしいグルメツアーに参加してみるのはい
かがでしょうか？
ワイン、
おいしい食事と景色
一流のワイナリーをめぐることなしに、
リェイダの旅は完結しませ
ん。
ピレネー山脈の標高250メートルから1000メートルの間に
あるブドウ園では上質のワインが誕生しています。
口当たりが軽
く、地中海の趣を感じさせるようなワインです。
のツアーでは、原産地呼称(DO)ワインを製造している、
コステ
ル・デル・セグレ
（Costers del Segre）
を訪れます。
この原産地
呼称（DO）
は７つのカテゴリーに分けられますが、
この地域には
最高クラスのワイナリーがあります。観光客はこの地域のすばら
しいワインについて学びながら、美しい風景を楽しむことができ
ます。他にもパリャーズ・スビラーの山々、
セグリアーやガリーゲス
の作物畑、
ノゲーラ、
ウルジェイ、
プラ・ドゥルジェイの景観などを
楽しむことができます。
軽食が必要な方は、途中にある数多くのレストランで郷土料理を
食することができます。

rutadelvidelleida.com
costersdelsegre.es
乾燥地の金色の液体
オリーブオイルが好きな方は、
リェイダで最高品質のオリーブオ
イルを味わうことができます。休暇の滞在中には、世界最高品質
のオリーブオイルを発見するツアーに参加する時間を確保するこ
とをオススメします。
のツアーは、
ガリーゲスや、
ウルジェイとセグ
リアー南部のコマルカ
（自治区）
で製造され
た、
すばらしいオイルを発見する機会を提供
します。
こうした地域は、原産地名称保護製
品（DOP）
に認定されているガリーゲスのオ
リーブオイルのオリーブを製造している重要
な地域です。
ガリーゲスの原産地名称保護制度について
は以下のウェブサイトをご覧ください。

olidoplesgarrigues.com
© Ruta de l’oli. Les Garrigues
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くつろぎましょう
自然、文化、遺産、
スポーツアクティビティをリェイダのコマルカ
（自治区）
で 楽しむ こ
とができます。
そして、
そして、
ここには宿泊施設の選択肢がたくさんあります。
ピレネー山脈やリェイダの魅力をできるかぎり快適に見つけたいのであれば、地元のホテル、民泊、
キャンプ場、観光
客用のアパートメント、他にも山小屋やユースホステルといった若者向けの宿泊施設など、様々なタイプの宿泊施設
があります。

© Francesc Tur

© Oriol Clavera
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© Francesc Tur

家族向けの山や自然を
楽しむ観光地
リェイダのピレネー山脈
には、Agència Catalana
de Turisme
（カタルーニ
ャ観光観光）
によって認定
された、
３つの家族向けの
観光地があります。
この認定は、子供のいる
家族の要望に応じたアメ
ニティやサービスを提供
することに関してとりわけ
注意を払っている地方自
治体を保証しています。
バル・デ・ボイ(La Vall de
Boí ボイ渓谷)

vallboi.cat

バルス・ダネウ( Les
Valls d’Àneu アネウ谷)

vallsdaneu.org

ピレネー、
ノゲーラ・パリ
ャレサ川

sortturisme.com
turisrialp.cat
portaine.cat

リェイダでスポーツを
楽しむなら…
リェイダのピレネー山脈
は、Agència Catalana
de Turisme
（カタルーニ
ャ観光観光）
によってスポ
ーツツーリズムを推進す
る観光地と認定されてい
ます。
この認定は、
スポー
ツに参加する人々に対し
て、質の高いインフラやサ
ービスを提供している自
治区を保証しています。
急流の川下り
ソート(Sort)

sortturisme.cat

accommodation.aralleida.com

© Oriol Clavera
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アクセス方法
近年、
コミュニケーションツールの向上により、
リェイダは
観光地として非常に人気となりました。
ここを訪れるには
数々の手段があります。

飛行機
飛行機でリェイダに行く方法は複数あります。
１つはリェイダの中心街から15キロ離れたところに位
置する、
リェイダ＝アルガイア（Lleida-Alguaire）空港に行く方法です。
その他の選択肢としては、
アンドラ＝ラ・セウ（Andorra-La Seu）空港に向かう方法もあります。
あるいは、
バルセロナまで飛
行機で行き、
そこから電車、車、長距離バスでリェイダに向かうという方法もあります。
リェイダ＝アルガイア空港

(Lleida-Alguaire Airport)
Ctra. de l’Aeroport, s/n,
25125 Alguaire (Lleida)
tel + 34 973 032 700
aeroportlleida.cat

アンドラ＝ラ・セウ空港

(Andorra-la Seu Airport)
25711 Montferrer (Lleida)
tel + 34 973 355 324
aeroportandorralaseu.
cat/en

バルセロナ＝ エル・プラッ
ト空港 (Barcelona-El Prat

Airport)
08820 Prat de Llobregat
(Barcelona)
tel + 34 913 211 O00
barcelona-airport.com

長距離バス
リェイダから国内外の各地へ向かうバスや長距離バスが運行しています。
これは、
カタルーニャで
多くの地域を移動するための唯一の公共手段です。
リェイダ バス/長距
離バスステーション

(Lleida Bus/Coach
Station)
25002 Lleida
tel + 34 973 268 500
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タラガ バス/長距
離バスステーション

Tàrrega Bus/Coach
Station
Migdia,4
25300 Tàrrega
tel + 34 902 422 242

セウ・ドゥルジェイ長
ソルソナ バスステー
距離バスステーション ション

Seu d’Urgell Bus/
Coach Station
Bisbe Benlloch, 1
25700 La Seu d’Urgell
tel + 34 902 422 242

Solsona Bus Station
Ctra. de Bassella, s/n
25280 Solsona
tel + 34 973 481 571

電車
スペインの国鉄サービスは
RENFE(レンフェ)によって運営
されています。
ヨーロッパとカ
タルーニャ間の定期列車が運
行されています。
リェイダ、
ピレネー山脈 高速
鉄道ステーションと RENFE
のローカル電車

PI. Ramon Berenguer IV, s/n
25006 Lleida (Segrià)
tel + 34 902 432 343
renfe.com

車
リェイダからヨーロッパの主な街に続く、数多くの公道や高速
道路があります。
カタルーニャの公道

Tel + 34 902 200 320

•• AP-2:北から東に向かう高速道路: サラゴサ-リェイダ-ア
ル・バンドレイ (El Vendrell)
AP-7高速道路からバルセロナへ
•• A-2: マドリード-サラゴサ-リェイダ-バルセロナ
•• N-240: ウェスカ
（Huesca）-リェイダ-タラゴナ
•• N-230: リェイダ-アラン谷 -フランス
•• N-260: エル・ポント・デ・スウェルト
（El Pont de Suert）プッチサルダー（Puigcerda）
•• ジローナ
（Girona）
からエシ・トランスベルサル
（Eix
Transversal）
、
そしてセルベラ
（Cervera）
へ
重要な情報
リェイダからの距離

© Adrià Goulà

•• A-2を通ってバルセロナへは174キロメートル
（移動時間
は約２時間）
•• N-230を通ってビエーリャへは161キロメートル
（移動時
間は約２時間）
•• C26/C14/N-145を通ってアンドラへは150キロメートル
（移動時間は約２時間）
•• AP-2/A2を通ってマドリード
（Madrid）
へは470キロメー
トル
（移動時間は約４時間50分）
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インフォメーション
地域観光案内所
アルト・ウルジェイ観光局

Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel +34 973 353 112
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat

アールタ・リバゴールサ
観光局

Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel +34 973 690 353
consell@ccar.ddl.net
pturisme@ccar.ddl.net
altaribagorça.cat
サルダーニャ観光局

Pl. del Rec, 5
17520 Puigcerdà
Tel +34 972 884 884
info@cerdanya.org
cerdanya.org

ガリーゲス観光局

Av. Francesc Macià, 54
25400 les Borges Blanques
Tel +34 973 142 658
consell@garrigues.cat
ccgarrigues.com
ノゲーラ観光局

Pg. d’Àngel Guimerà, 28-30
25600 Balaguer
Tel +34 973 448 933
consell@ccnoguera.cat
montsec.cat

パリャーズ・ジュサ観光局

C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)
25620 Tremp
Tel +34 973 650 187
turisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net

パリャーズ・スビラー観
光局

C. del Mig, 9
25560 Sort
Tel +34 973 620 107
consell@pallarssobira.cat
pallarssobira.cat

ウルジェイ観光局

C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel +34 973 500 707
turisme@urgell.cat
urgell.cat
turismeurgell.cat
larutadelcister.info
アラン観光局

Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel +34 973 641 801
conselharan.org

プラ・ドゥルジェイ観光局

(Edif. Can Niubó)
C. Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel +34 973 711 313
consell@plaurgell.cat
plaurgell.cat
セガーラ観光局

Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel +34 973 531 300
consell@ccsegarra.cat

ccsegarra.cat
lasegarra.org

セグリアー観光局

C. Canyeret, 12
25007 Lleida
Tel +34 973 054 800
turisme@segria.cat
segria.cat
ソルソナ観光局

C.Dominics, 14 (Ed. Palau Llobera)
25280 Solsona
Tel +34 973 482 003
consell@solsones.ddl.net
solsones.ddl.net
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© Nelson Souto

観光案内所
アグラムント (Agramunt)
アグラムント観光案内所

Pl. del Pou, s/n.
25310 Agramunt
Tel +34 973 391 089
turisme@agramunt.cat
agramunt.cat
アルガイア

(Alguaire)

リェイダ-アルガイア空港の観
光案内所

Tel +34 973 032 744
アルベカ

(Arbeca)

Espai Cèsar Martinell
Cooperativa del Camp
C. Lleida, 32
25140 Arbeca
Tel +34 973 160 182 /
+34 973 160 008
turismearbeca206@arbequina.coop
arbeca.cat

アルティエス

(Arties)

アラン谷観光案内所

C. dera Mòla, s/n
25599 Arties
Tel +34 973 645 197
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com
バラゲー

(Balaguer)

Pl. Comtes d’Urgell, 5
25600 Balaguer
Tel +34 973 445 194 /
+34 973 446 606
turisme@balaguer.cat
balaguer.cat

ラ・バロニア・デ・リアルブ

(La Baronia de Rialb)
C. Monestir, 1
25747 Gualter,
La Baronia de Rialb
Tel +34 973 460 234
turisme@baroniarialb.cat
baroniarialb.cat

バルエラ (Barruera)

Patronat de la Vall de Boí
Pg. Sant Feliu, 43
25527 Barruera
Tel +34 973 694 000
vallboi@vallboi.com
vallboi.cat
ベイプッチ

(Bellpuig)

ベイプッチ観光案内所

Pl. Sant Roc, 23
25250 Bellpuig
Tel +34 973 320 536 /
+34 973 320 408
oficinaturisme@bellpuig.cat
bellpuig.cat

聖バルトメウ修道院 (Convent
of St. Bartomeu) の案内所

Ctra. Belianes, s/n
25250 Bellpuig
Tel +34 973 320 292
bellpuig.cultura@gencat.cat
bellpuig.cat

バルベー・セルダーニャ

(Bellver de Cerdanya)

Centre de Talló
C. de la Font, 5
25721 Talló (Bellver de Cerdanya)
Tel +34 973 510 802
centretallo@bellver.org
bellver.org
bellverecoturismecerdanya.cat
レス・ボルヘス・ブランケス

(Les Borges Blanques)
Consell Comarcal de les
Garrigues
Av. Francesc Macià, 54
25400 Les Borges Blanques
Tel +34 973 142 658
turisme@garrigues.cat
turismegarrigues.com
エスパイ・マシア (Espai
Macià) 地域観光案内所

Pl. Ramon Arqués, 5
25400 Les Borges Blanques
Tel +34 973 140 874
info@espaimacia.cat
ボソスト (Bossòst)

Eth Grauèr, s/n
25550 Bossòst
Tel +34 973 647 279
torisme@bossost.es
bossost.es

セルベラ (Cervera)
セルベラ観光案内所

Av. President Macià, 78
25200 Cervera
Tel +34 973 534 442
turisme@cerverapaeria.cat
turismecervera.cat
地域観光案内所

Pg. Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Tel +34 973 531 300
turisme@ccsegarra.cat
lasegarra.org

コル・デ・ナルゴ

ラ・グラナデージャ

コル・デ・ナルゴ観光案内所

ラ・グラナデージャ観光案内所

(Coll de Nargó)

Ajuntament i Dinosfera
Pl. de l’Ajuntament
25793 Coll de Nargó
Tel +34 973 383 048
culturaiturisme@collnargo.ddl.net
collnargo.ddl.net
イバス・イ・ヴィラサナ湖

(Estany d’Ivars i
Vila-sana)
観光名所

(駐車場)
Tel +34 973 711 313
info@estanyivarsvilasana.cat
estanyivarsvilasana.cat
エル・コグル

(El Cogul)

エル・コグルの洞窟壁画に関す
るインフォメーションセンター

Camí de l’Albagés, km 1
25152 El Cogul
Tel +34 672 445 990
reservescogul.acdpc@gencat.cat
cogul.cat

(La Granadella)

Plaça de la Independència, 1
25177 La Granadella
Tel +34 973 094 101
info@culturadeloli.cat
ギソナ

(Guissona)

Pl. del Bisbe Benlloch, 1
25210 Guissona
Tel +34 973 550 005
turisme@guissona.cat
guissona.cat

イソナ・イ・ラ・コンカ・
デリャ

エル・バイシ・パリャーズ (El
Baix Pallars) の観光案内所

Pl. Àngel Esteve, s/n
25590 Gerri de la Sal
Tel +34 973 662 040 /
+34 630 056 138
turisme@baixpallars.ddl.net
baixpallars.ddl.net
ゴスル

(Gósol)

C. Agustí Querol i Foix, s/n
25716 Gósol
Tel +34 973 370 016 /
+34 973 370 055
cmuntanya@minorisa.es
gosol.ddl.net

リェスイ (Llessui)

モイエルサ

(Ivars d’Urgell)

レス

de la Sal)

C. Major, 31 bis
25007 Lleida
Tel +34 973 700 319
infoturisme@paeria.es
turismedelleida.cat

イバス・ドゥルジェイ

C. del Museu, 7
25650 Isona
Tel +34 973 665 062
ofturisme@parc-cretaci.com
parc-cretaci.com

C. Major, 42
25580 Esterri d’Àneu
Tel +34 973 626 345
turisme@esterrianeu.cat
vallsdaneu.org

(Gerri

リェイダ観光案内所

(Isona i la Conca Dellà)

エステリ・ダネウ (Esterri

ゲリ・デ・ラ・サル

Canonja)
25002 Lleida
Tel +34 973 238 446
ot.lleida@gencat.cat

リェスイのインフォメーショ
ンセンター、
アスア谷の羊飼
い博物館 (Ecomuseum of

カル・シネン (Cal Sinén) の
観光名所（イバス・ドゥルジェ
イ郊外

d’Àneu)

リェイダ旧大聖堂コノンハ案
内所 (Turó Seu Vella, Edifici

25260 Ivars d’Urgell
Tel +34 973 711 313
estany@plaurgell.cat
turismeplaurgell.cat

(Les)

Av. Sant Jaume, 39
25540 Les
Tel +34 973 647 303
torismeles@torismeles.com
torismeles.com
リャボルシ

(Llavorsí)

夏をもっと楽しむための場所

Ctra. Vall de Cardós, s/n
25595 Llavorsí
Tel +34 973 622 008
ajuntament@llavorsi.ddl.net
llavorsi.ddl.net
リェイダ

(Lleida)

リェイダ、
カタルーニャの観
光案内所

Pl. Edil Saturnino, 1
25007 Lleida
Tel +34 973 248 840
ot.lleida@gencat.cat

the Shepherds of the Àssua
Valley)
Escoles de Llessui, s/n
25567 Llessui
Tel +34 973 621 798

(Mollerussa)

プラ・ドゥルジェイの地域観光
案内所 (Casa Canal) の１階

Av. Jaume I, 1
25230 Mollerussa
Tel +34 973 603 997
turisme@plaurgell.cat
turismeplaurgell.cat

プラ・ドゥルジェイの観光案内
所 (Can Niubó)

C. Prat de la Riba, 1
25230 Mollerussa
Tel +34 973 711 313
turisme@plaurgell.cat
plaurgell.cat
オリアナ

(Oliana)

Av. Barcelona, 81
25790 Oliana
Tel +34 973 470 339
turisme@oliana.cat
oliana.cat

オルガニャ (Organyà)

Pl. de les Homilies
25794 Organyà
Tel +34 973 382 002
ajuntament@organya.cat
organya.cat
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ラ・ポブラ・デ・セグール

(La Pobla de Segur)

ラ・ポブラ・デ・セグールの観光
案内所（駅構内

Plaça del Ferrocarril
25500 la Pobla de Segur
Tel +34 973 680 257
turisme@lapobladesegur.cat
lapobladesegur.cat

エル・ポント・デ・スウェル
ト (El Pont de Suert)
アールタ・リバゴールサ地域
観光局

Av. de Victoriano Muñoz, 48
25520 el Pont de Suert
Tel +34 973 690 402 /
+34 902 101 516
pturisme@ccar.ddl.net
turismealtaribagorca.cat

エル・ポント・デ・スウェルト観
光案内所
(夏季とイースター期間中のみ
営業）

Av. de Victoriano Muñoz, 22
25520 el Pont de Suert
Tel +34 973 690 640 /
+34 973 690 005
turisme@elpontdesuert.com
elpontdesuert.com
ポート・デル・コンテ

Morunys)

ボール・デ・ロード (Vall
Lord) 観光案内所

de

Ctra. de Berga, s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel +34 973 492 181
info@lavalldelord.com
lavalldelord.cat
ラ・セウ・ドゥルジェイ

(La Seu d’Urgell)

ラ・セウ・ドゥルジェイ、
エス
パイ・アルメンゴル (Espai
Ermengol) 観光案内所

C. Major, 8
25700 La Seu d’Urgell
Tel +34 973 351 511 /
+34 973 353 057
info@turismeseu.com
turismeseu.com

アルト・ウルジェイ観光案内所

Pg. Joan Brudieu, 15
25700 la Seu d’Urgell
Tel +34 973 353 112
turisme@alturgell.ddl.net
alturgell.cat
ソルソナ

(Solsona)

ソルソナ観光案内所

25284 la Coma i la Pedra
Tel +34 973 492 378
ajuntament@comapedra.cat
comapedra.cat

Ctra. de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel +34 973 482 310
turisme@turismesolsones.com
turismesolsones.com
solsonaturisme@ajsolsona.cat
solsonaturisme.com

プッチサルダー

ソート (Sort)

Turisme Cerdanya
Crossroads between the N-152
and N-260
17520 Puigcerdà (Girona)
Tel +34 972 140 665
info@cerdanya.org
cerdanya.org

Camí de la Cabanera, s/n
25560 Sort
Tel +34 973 621 002
turisme@pallarssobira.cat
turisme.pallarssobira.cat

(Port del Comte)
スキー場

(Puigcerdà)

サラルドゥ (Salardú)
アラン谷観光案内所

Trav. de Balmes, 2
25598 Salardú
Tel +34 973 645 197
o.s.torisme@aran.org
visitvaldaran.com
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サン・ジョレン・デ・モル
ンジ (Sant Llorenç de

パリャーズ・スビラー地域観
光案内所

タラガ

(Tàrrega)

ウルジェイ地域観光案内所

C. Agoders, 16
25300 Tàrrega
Tel +34 973 500 707
turisme@urgell.cat
turismeurgell.cat

larutadelcister.info

タバスカン

(Tavascan)

Ctra. de Tavascan, s/n
25577 Tavascan
Tel +34 973 623 079
info@tavascan.net
tavascan.net

バル・デ・カルドス

(Vall de Cardós)
夏を楽しむ場所

ラ・トレ・デ・カブデラ

Camí de la Reguera, s/n
25570 Ribera de Cardós
Tel +34 973 623 122
ajuntament@vallcardos.ddl.net
valldecardos.cat

光案内所

バルドゥー

(La Torre de Capdella) 観

バル・フォスカ (Vall Fosca) の
インフォメーションセンター

Pl. de l’Ajuntament, 1
25515 La Torre de Capdella
Tel +34 973 663 001
turisme@vallfosca.net
vallfosca.net
トレム

(Tremp)

パリャーズ・ジュサのビジター
センター

Pg. del Vall, 13
25620 Tremp
Tel +34 973 653 470
oficinaturisme@pallarsjussa.cat
pallarsjussa.net
トゥイクセン

(Tuixent)

Ajuntament
Pl. Serra del Cadí, 1
25717 Tuixent
Tel +34 973 370 030
museu@trementinaires.org
trementinaires.org
ウテサ

(Utxesa)

ウテサ、
インフォメーション
センター

Av. Pearson, 2
Tel +34 973 796 394/
+34 660 612 615
utxesa@utxesa.org
utxesa.org

バイボーナ・ダ・ラズ・モ
ンジャス

(Vallbona de les Monges)
バイボーナ・ダ・ラズ・モンジャ
ス観光案内所

C. Prat de la Riba, 6
25268 Vallbona de les Monges
Tel +34 973 982 500
turisme@vallbonadelesmonges.cat
viuvallbona.com

(Verdú)

バルドゥー観光案内所

Pl. Bisbe Comelles, 13
25340 Verdú
Tel +34 973 347 216
turisme@verdu.cat
verdu.cat

ビエーリャ (Vielha)

Foment Torisme Val d’Aran
Pg. dera Libertat, 16
25530 Vielha
Tel +34 973 640 688
info@visitvaldaran.com
visitvaldaran.com
アラン谷観光案内所

C. Sarriulèra, 10
25530 Vielha
Tel +34 973 640 110
o.torisme@aran.org
visitvaldaran.com
ビラグラサ

(Vilagrassa)

ビラグラサ観光案内所

C. Tàrrega, 12
25330 Vilagrassa
Tel +34 973 311 162
ajuntament@vilagrassa.cat
vilagrassa.cat
ヴィラ・サナ

(Vila-sana)

ヴィラ・サナの観光名所（ヴィ
ラ・サナ郊外）

25245 Vila-sana
Tel +34 973 711 313
estany@plaurgell.cat
estanyivarsvilasana.cat
turismeplaurgell.cat

公園の案内所
ピレネー山脈の公園に関す
る案内所

Av. Valls d’Andorra, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel +34 973 360 954
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat

アイグエストルタス・イ・エス
タン・デ・サン・マウリシ国立公
園管理局

Aigüestortes and Estany de
Sant Maurici National Park
Administrative centre
Ca de Simamet
C. de les Graieres, 2
25528 Boí
Tel +34 973 696 189
pnaiguestortes@gencat.cat
info.aiguestortes@oapn.es
parcsnaturals.gencat.cat/
ca/aiguestortes

(Park House)
C. de Sant Maurici, 5
25597 Espot (Pallars Sobirà)
Tel +34 973 62 40 36

パークハウス

ハイ・ピレネー自然公園
ハイ・ピレネー自然公園管理
センター

High Pyrenees Natural Park
C. de la Riba, 1
25595 Llavorsí
Tel +34 973 622 335
pnaltpirineu@gencat.cat
parcsnaturals.gencat.cat/
ca/alt-pirineu
カディ・ムシェロ自然公園

Cadí-Moixeró Natural Park
C. la Vinya, 1
08695 Bagà
Tel +34 938 244 151
pncadimoixero@gencat.cat
gencat.cat/parcs/cadi

役立つ情報
リェイダでのキャンプに関す
る情報

campingsdelleida.com

リェイダの農村観光に関す
る情報

lleidarural.info

リェイダでのケータリングサー
ビスの情報

hostaler.org

ご相談窓口 012
カタルーニャ州内から
902 400 012 カタルーニャ以外
のスペイン国内から
00 34 902 400 012 国外から
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