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グリンデルワルトでの休暇
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ご挨拶

昨

年は早くも11月中旬から雪
が降り始め、時には吹雪く日も
あった長い冬がようやく終わりま
した。冬のシーズンはより多くの
お客様にお泊りいただき、スタッ
フ一同感謝しています。いま季節
は春。色とりどりの花が咲き誇
り、雪を戴く山々と緑の牧草が絶
妙のコントラストを描きます。そ
してそんな景観を求めて、スイス
国外からも多くのお客様がグリン
デルワルトにやってきます。
冬に負けず劣らず、夏のスイス
も楽しみ方が一杯というのは、皆
さんよくご存じの通り。新鮮な山
の空気を胸いっぱいに吸い込ん
で、体を動かしましょう。日光浴
で寝そべって過ごすよりも、ずっ
と健康的です。おかげさまでこの
夏も既に多くの予約をいただいて
おり、シーズン終了とともに大規
模なリノベーションも計画してい
ます。
いつものことですが、私たちホ
テルの利益の多くは、さらに快適
な滞在のためにお客様に還元され
ていきます。改修工事はとても大
きな騒音を伴うため、10月末から
12月中旬までホテルは閉館となり
ます。
この夏は私たちの娘キャロルが
予約とフロントを担当し、皆さま
をお迎えします。そして9月中旬
にはまたローザンヌのホテルス
クールに戻り、修士を目指しま
す。息子のフィリップは、幸いに
もラディソンホテルグループで働
く機会を得ることができました。
きっと新しいノウハウや専門的知
識を身に着けてくれるでしょう。
彼らの叔母スザンヌの子供たち

は、まだベルンとザンクトガレ
ンの大学に通っています。
ここ数か月の間、この秋のリノ
ベーションに向けていろいろな準
備を進めてきました。今年中にや
るべきこと、来年に回せること、
そして何よりも全体の予算計画が
未定のため、詳細をお伝えできる
のは秋になります。
長年その実現が待ち望まれてい
るVケーブルの建設が、いよいよ
この夏のはじめに始まります。
2019/2020年の冬には、新しい10
人乗りのゴンドラがグリンデルワ
ルトとメンリッヒェンの間に完
成。所要時間を現在の30分から18
分に短縮します。
さらにその1年後にはアイガー
グレッチャー駅への3Sルートが開
通。28人乗りのゴンドラが、所要
時間わずか15分で結びます。合計
44機のゴンドラのおかげで、時間
あたりの送客人数も現在の900人
から4100人と大幅にアップ。メン
リッヒェンでの長い行列と待ち時
間は、過去のものとなるでしょ
う。
ユングフラウ地方ではお客様の
便宜を図るため、この他にもいろ
いろな計画が予定されています。
今までのようにグリンデルワルト
からクライネ・シャイデックまで
登山電車で上がることも可能。
2021年のシーズンからインター
ラーケンを出発する旅行者は、登
山電車＋新ゴンドラでアイガーグ
レッチャー駅、またはグリンデル
ワルトで登山電車を乗り換えてク
ライネ・シャイデックと、どちら
か気に入ったルートを選ぶことが

できます。このプロジェクトの
総予算は約4億5千万スイスフラ
ン。地元の自治体やホテルだけで
は難しい巨額の資金をユングフラ
ウ鉄道が調達し、計画を進めたこ
とに改めて敬意を表します。
Vケーブルのニュースに、地元
グリンデルワルトは大いに沸き
立っています。我々ハウザー家3
代目も、次の世代（4代目）への
バトンタッチに向けて少しづつ準
備しなければなりません。引き続
き皆様のご愛顧をお願いするとと
もに、この夏もまた皆様とホテル
でお目にかかれることを楽しみに
しています。
ウルス-B.ハウザー
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スイスの山岳リゾー

エアコン完備の客室
現在80％の客室に完備

2019年から全室完備

既にお伝えした通り、現在ホテル・ベルベデーレでは
多くの部屋にエアコンを備え付けています。2階（日本
の3階に相当）を除き、全室にエアコンを完備しまし
た。試験的に導入したのは2017年9月。この夏に本格的
な稼働を開始します。

«

本当にエアコンいるの？» 私たちの家族間ではよ
くこんな会話をします。そして結論はいつも、«絶対に
必要というわけではないけれど、お客様の要望だか
ら。» お客様アンケートによると、暑い国からやって
来たお客様にとってエアコンが無いというのは考えら
れないようです。

お客様の声をよく読んだ結果、なぜエアコンが必要
なのか理解することができました。暑い国から来た多
くのお客様は、虫に刺されることを恐れ、夜間お部屋
の窓やバルコニーのドアを締め切ったままにします。
人によっては普段エアコンに慣れ親しんだ生活をして
いるため、それが無いというだけで落ち着かなくなり
ます。そして近年の地球温暖化の影響で、夏の間とて
も暑い日が続き、夜になっても気温が十分に下がらな
いこともあります。

1907-2018

ホテル・ベルヴェデーレ111
周年
ハウザーファミリーと祝おう
2018年はベルヴェデーレ創業111周年！ 一緒にお祝い
をしましょう。ハウザー一家としては、ありきたりの
パーティーではなく、ゲストが心から楽しんでいただ
けるような会にしたいと考えています。そしてその夜
のキーナンバーは111です。

例

えばお祝いの日は毎月1日と11日。まずシーズン
の皮切りとして6月11日（月）にワインを楽しみながら
夕食。その後、6月15日（金）と16日（土）、ジャッ
ク・リーベックによるクラシックコンサートが続きま

す。7月1日にはアルゼンチンの夕べを企画中。ホテ
ル・ベルヴェデーレ111周年記念に関する詳細は：
www.belvedere-grindelwald.ch/en/111-years
ハウザー家ともども、祝いましょう！私たち家族、
そしてスタッフ一同皆様をお待ちしています。
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伝統のアルパイン・クラシック～今年の夏も
開催

第5回アルパイン・クラシッ
クは2018年6月15～16日、
ベルヴェデーレにて
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ヴ

ァイオリニスト、ジャック・リーベックは世界
的に高い評価を受けています。オーケストラを前にソ
リストとして、あるいは映画音楽の世界で、その見事
な調べを奏でています。演奏の後、ミュージシャンと
の歓談の機会もあります。ベルヴェデーレでのコン
サートならではの、親近感溢れる雰囲気をお楽しみく
ださい。

ホテル自慢のクラシックコンサート
プログラム：
スイスの山とクラシック音楽を同時に楽しむチャン
ス！ 6月中旬にホテル・ベルヴェデーレに泊まれば、
それが実現します。ハウザー家とともに、ジャック・
リーベックの一団が皆さまをお迎えします。

2018年6月15日（金）
21:00 ホテル館内でクラシックコンサート
(ディナーの後）
2018年6月16日
18:30 ホテルのサンテラスまたはラウンジでアペリ
ティフ
19:15 クラシックコンサートを楽しみながらディ
ナー。その後、ミュージシャンたちとの歓談。
詳細はホームページにて。例えばお二人でスタン
ダード・ダブルルームに2泊、コンサート付きの夕食2
回込みの料金が、一人当たりわずかCHF 498から。もち
ろん金曜または土曜の 1泊だけの宿泊も可能です。
www.belvedere-grindelwald.ch/en/alpine-classic

人気のある需要に戻る

ハーフボードが今年の夏に復
活
3コースディナーを基本に追加は自由
夏の間のハーフボードは数年前に取りやめていまし
た。しかし多くのお客様、特にお得意様から根強い要
望をお寄せいただき、この夏に復活させることを決定
しました。

毎

年のようにお泊りになるお客様の声によれ
ば、やはり朝・夕食付きのハーフボードがあった方が
良いという点と、夜はあまり沢山食べることができな
いので、3コースだけで十分とのことでした。こういっ
た声にお応えすると同時に、3コースだと物足らないと
いう方のご希望にも添えるよう、私たちがたどり着い
た解決案は以下の通りです。シェフのその日のお勧め
による3コースのディナー。追加メニューは一人
CHF 10。テーブルで注文可能。

３コースメニューの料金は、1泊目と２泊目はCHF 60
（69ではなく）。３泊目からわずかCHF 40と長く泊ま
るほどお得になります。
注
• 3泊目からのCHF 40は、お部屋の予約と同時にハーフ
ボードの予約をいただいた場合に適用されます。
• チェックイン時にハーフボードを選ばれた方は、
• CHF 60 のハーフボードは遅くともチェックイン時ま
でにリクエストしてください。
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昨年の大好評に引き続き、

第2回お得意様感謝ウィーク
今年も10月に開催
新たな仲間もできるはず

ページ 5

1

0月20日、ハウザー家のメンバーが参加の皆様をメ
ンリッヒェンへお連れします。天気予報により、1日ま
たは2日早くなるかもしれません。メンリッヒェンへの
ゴンドラは2019年の夏に新しく付け替えられるため、
夏のお客様にとって従来のゴンドラに乗る最後のチャ
ンスになります。
元気がある人は、メンリッヒェン山頂まで続く「ロ
イヤルウォーク」のハイキングをどうぞ。のんびりし
たい人は、ヴェンゲンからラウターブルンネンに広が
るパノラマを楽しんだ後、メンリッヒェンのレストラ

写真: Jungfrau Region Tourismus

昨年10月のお得意様感謝ウィークは大成功でした。引
き続きこの春も開催する予定でしたが、諸般の事情に
より延期を決定。2018年の10月にまたこのイベントを
開催します。

2018年春 ·

ンでのんびり時間をお過ごしいただきます。昨年同
様、感謝ウィークと言っても何泊滞在するかは自由で
す。
現在計画中のプログラムは以下の通りです。
• ウェルカムドリンク（10月14日と16日）
• バーテンダー、ヘルミンドのカクテル（10月17日）
• 地元産のチーズとともにアペリティフとディナー

（10月18日）
• タルタルステーキの夕べ（10月19日）

• メンリッヒェン観光（10月20日：天気予報により、1

日または2日早くなる可能性あり） 従来のゴンドラ
に乗れる最後の夏。
• フォンデュの夕べ（10月20日）ミートまたはチーズ

フォンデュ。レストラン・シュパイヒャーにて。
第2回お得意様感謝ウィーク：2018年10月14日～21日
朝食、3コース夕食付の宿泊料金が25％割引。お好みの
お部屋を今すぐ予約！ 最低2泊からのプランです。お
早目のご予約をお待ちしています。
電話: + 1 33 888 99 99
メール: hotel@belvedere-grindelwald.ch
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写真: Simon Wälti

News · Trends · Specials · No 52

News · Trends · Specials · No 52

2018年春 ·

ページ 8

ホテルニュース

さらに進化を続けるベルヴェ
デーレ
各部屋には最新のデジタルインフォメーションシステ
ム。電動自転車とマウンテンバイク。ホテルからわず
か徒歩5分のフィットネスルーム。3泊目からのハーフ
ボード料金を割引。ベルヴェデーレの設備とサービス
は常に進化を続けています。

ス

イートパッド 紙によるホテルご利用案内に代
わり、タブレットを導入しました。従来よりコンパク
トになり、情報が古くなることもありません。紙面の
制約もないため、情報量もアップしています。レスト
ランの予約やマッサージのリクエスト、ルームサービ
スの注文もスイートパッドをご利用ください。お店の
営業時間やグリンデルワルトでの過ごし方など、疑問

写真: Jungfrau Region Tourismus

常に進化を遂げる設備とサービス

点はこのタブレットで全て解決です。この新しいシス
テムが、皆さまの滞在をより便利で快適なものにして
くれるものと確信しています。
フィットネスルーム 自宅に最新式のフィットネス
ルームを備え付けた理学療法士のマルコ・ウェレム
ズ。ホテルとの提携により、お客様はその部屋を無料
で使うことができます。ホテルからわずか300メートル
の所です。
お得な長期滞在 ホテル・ベルヴェデーレに3泊以上
のお客様には、2重の割引きがあります。宿泊料金が一
人一泊あたりCHF 20 の割引きになり、ハーフボードで
ご予約の場合、3コースのディナーがこれまでのCHF 54
からCHF 40 になります。
電動自転車とマウンテンバイク この夏より電動自
転車の貸し出しを始めます。電動自転車はレンタル、
マウンテンバイクは無料でご利用いただくことができ
ます。

電気自動車でお越しください

テスラの充電スタンドがベル
ヴェデーレにも
昨年秋より３機の充電スタンド完備

ストと保護シートで配電の設備を地下に埋設しまし
た。
レンタカーにBMW i3 2018年の夏は電気自動車のBMW
i3 を一日 わずかCHF 50 で借りることができます。
お問い合わせと予約は、ホテルのフロントにて。

テスラの協力により、ホテル正面に３機の充電スタン
ドを設置しました。テスラ以外の電気自動車にも対応
しています。

電

写真: bmw.com

気自動車で来るお客様が年々増えてきたため、
充電スタンドの設置を決定しました。いくつかの業者
を比較検討の末、テスラの充電スタンドに決定。まず
電力発電所からホテルのパーキングまで新しく線を引
き、地下に埋め込みます。そして地元の業者が金属ポ
BMW i3
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レストランからバーに転進

ヘルミンドがバーテンダーに
姉の足跡を追って
ホテル・ベルヴェデーレで7年近く働いてきたヘルミン
ド・セバスチャンが、バーテンダーになります。彼の
姉もレストラン担当となる前はバー勤務だったため、
ファミリーで同じ道を歩んでいるようです。

ヘ

ルミンドが上司のソーニャにバー勤務の希望を
伝えた時、ソーニャは即座に賛成しました。その後彼
は母国のスペインで2か月間、バーテンダー養成講座を
受講。たくさんの経験を積み、希望に胸を膨らませて
戻ったのです。
この冬のシーズンは立派なバーテンダーとしてデ
ビュー。夏のシーズンはテラス席でのサービスも同時
に担当します。
Hermindo Sebastian

仲間の待つホテルへ

お帰りなさい
イルカ・ウェルティがホテルスタッフに復帰
光陰矢の如し。イルカがベルヴェデーレのレストラン
で働き始めてから19年近くになります。2001年、2002
年、そして2006/07年の冬はサービス担当チーフとして
活躍しました。そして産休の後、アンロ、ソーニャ、
アリナに次いで4人目のチーフとして復帰することにな
ります。レストランサービスの評判もさらに上がるこ
とでしょう。

イ

子供たちはこの夏に入学となり、イルカは少しづつ
仕事に復帰することを決めました。ハウザー家とソー
ニャ・マルティネリは、イルカの復帰を心から喜んで
います。

写真: Familie Wälti, private

ルカ・キリコウスキー（旧姓）がドイツ北部か
らやってきたのは、1999/2000年の冬のシーズンでし
た。彼女にとってグリンデルワルトがホームタウンに
なることなど、当時は想像もしなかったでしょう。す
ぐにフロント担当のアシスタント・マネージャー、サ
イモン・ウェルティにその才を見出され、二人はお互
いに惹き合うようになります。そして彼らは二人の
子、ジャエルとリナスに恵まれます。

Ilka, Simon, Jael & Linus Wälti
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一年中ハイシーズン：ユングフラウ鉄道の
ゴール

グリンデルワルトの最新情報
この数か月のトップニュースと言えば、いよいよVケー
ブルの実現に向けて始まる工事です。4億5千万スイス
フランもの投資は、グリンデルワルトにとって間違い
なく過去最大級。メンリッヒェンとの間を結ぶゴンド
ラは新しく付け替えられ、新たに3Sゴンドラがアイ
ガーグレッチャー駅との間を結びます。

写真: Jungfrau Railways

Vケーブルの着工がいよいよスタート

ユ

二つの新型リフトの登場に加え、冬のシーズンに向
けていろいろなプロジェクトが進行します。その中で
も特筆すべきは、新型の人工降雪機。一定の気温に下
がれば、ユングフラウ地方全体のスキー場は48時間以
内に滑走可能となります。

写真: Jungfrau Region Tourismus

春と秋にグリンデルワルトを訪れる方にも耳より情
報！ フィルストのゴンドラに春の運行停止期間がな
くなります。保守点検のため運行停止となるのは、一
年のうち10月末の短い期間だけとなります。

写真: Jungfrau Railways

ングフラウ鉄道は、この数年の期間で合計4億5
千万スイスフランの投資を行います。詳細は動画にて
ご確認ください。
jungfrau.ch/en-gb/corporate/v-cableway-project/project

First Cliff Walk
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春から秋にかけての各種イベント

8月

2018年夏のイベント・カレン
ダー

• 2018年8月1日：スイス建国記念日の祭典
• 2018年8月11～12日：アイガー・バイク・チャレンジ

www.eigerbike.ch/en
• 2018年8月17～18日：インフェルノ・トライアスロン

www.inferno.ch/en

きっと面白いものが見つかるはず

• 2018年8月26日：農民の休日

グリンデルワルトを含むユングフラウ地方では、夏の
間、さまざまなスポーツや文化関連のイベントが開催
されます。詳細は www.grindelwald.ch まで。

2

018年夏のイベント（抜粋）

6月
Photo: Jungfrau Region Tourismus

• 2018年6月11日：ホテル・ベルヴェデーレにてサル

ゲッシュ村のマティア一家とのワインと食事
• 2018年6月11～16日：ランドアート・フェスティバル
www.landart-grindelwald.ch/en

メンリッヒェンにて伝統的な民族衣装の祭典

9月

Photo: Simon Wälti

• 9月7～8日：ユングフラウマラソン
• 2018年9月15日：チーズ分配祭り（於：グロッセ・

シャイデック）

ランドアート・フェスティバル 2016

• 2018年6月15～16日：アルパイン・クラシック

Photo: Bergschaft Scheidegg

ホテ
ル・ベルヴェデーレで聞くジャック・リーベックの
クラシックコンサート
• 2018年6月24日：メンリッヒェンにて伝統的な民族衣
装の祭典
7月
• 2018年7月1日：ヨーデルフェスト（於：バッハレー
•
•
•
•
•

ガー）
2018年7月6日：グリンデルワルト・ヨーデル・クラ
ブによる礼拝。（於：プフィングステーク）
2018年7月6日：アイガー・ロック・フェスティバル
2018年7月7日：アイガー・フォーク・フェスティバ
ル
2018年7月13～15日：アイガー・ウルトラ・トレイル
www.eigerultratrail.ch/en
2018年7月29日：メンリッヒェンにて伝統的な民族衣
装の祭典

チーズ分配祭り（於：グロッセ・シャイデック）

10月
• 2018年10月6日：カントリーナイト

www.countrynight-grindelwald.ch
• 2018年14～21日：第2回ベルヴェデーレお得意様
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シーズンの始まりは2018年12月14日
ラウバーホルン世界選手権大会（アルペンスキー）

2018/19年冬の最新情報
特別イベントや宿泊プランなど

ス

キーパスが無料

写真: Jungfrau Railways

早い時期から十分な積雪に恵まれた昨シーズンの冬。
この冬も同様に素晴らしいシーズンとなることを願っ
ています。「冬が待ちきれない」という方のために、
ここではユングフラウ地方の人気のイベント、ベル
ヴェデーレのスキーパス付き宿泊プランをご紹介しま
す。

第89回ラウバーホルン世界選手権大会は、2019年1月18
～20日に開催予定。大会期間中、選手たちが練習する
様子を見るのも面白いでしょう。
詳細：www.lauberhorn.ch/en

Stay 日曜から金曜の間、ホテルに最低3泊すれば、グ
リンデルワルトとヴェンゲン地区のスキーパス2日券を
無料でゲットできます。
詳細：www.belvedere-grindelwald.ch/en/winter-holiday

写真: Jungfrau Region Tourismus
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ワールド・スノー・フェスティバル

2019年1月21～26日の間、グリンデルワルトは氷による
彫像の祭典、ワールド・スノー・フェスティバルの舞
台になります。詳細：www.worldsnowfestival.com

