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古い時代の年代記編者や歴史家
はコペル（当時はユスティノポリス
と呼ばれた）の始まりを6世紀の半
ばと位置付けています。10世紀と
13世紀の間はアクイレイアの代々
の総大司教とヴェニスとの貿易や
政治的関係を通じて、コペルはイス
トリア半島の主要都市のひとつに
なりました（Caput Histriaeまたは
Capo d'Istria）。中世の終わりになる
までには、戦略上および商業上の
重要性でイストリアの他の都市に
優るコペルはヴェネツィア共和国
のイストリアの首都としての地位を
守りました。戦略的要衝としての好
条件を備えたコペル島は中世の強
大な要塞都市として発展しました。
後に、交通と防衛の地の利と遠近
の後背地との接触を通じて、小規
模の町だったコペルが15世紀と16
世紀には島全体を占拠するまでに
拡大しました。

コペルを
楽しむ

01  チトー広場
市の中心にある広場（かつてのPlatea Comunis）は、ゴシック、ルネサン
ス、バロックのそれぞれの様式の世俗的・宗教的な建築物に囲まれてい
ます。この広場の貴重な美しい景観は多くの人々の関心、好奇心、賞賛
をかきたてています。今日の広場のイメージ（姿？）は、コペルのポデスタ

（共和国の行政長官）の執務室、艦長室、大評議会（Maggior Consiglio）
を収容するプレトリアン宮殿が南側に建設された15世紀にまで遡り
ます。初期の建物はゴシック様式とルネサンス様式が融合した建築物
でしたが、17世紀の改築時にバロック様式の特徴が付け加えられまし
た。Čevljarska通りに隣接するポルチコ（屋根付きの玄関）の下では、14
世紀の最初の町ロッジア（Lobia vetus）の遺構を今も目にすることがで
きます。広場の西側には、「Del Corte」のルネサンス様式の玄関を備えた
Foresteria（15世紀）とArmeria（16世紀）があります。これらの建物には
かつては市政部、武器庫、市の質店が置かれていました。ロッジアの町
は15世紀後半に特徴的なヴェネツィアゴシック様式で建築され、17世紀
に改築されました。ロッジアのコーヒーハウスは19世紀半ばからこの場
所にあります。聖母昇天大聖堂（Cathedral of St. Mary's Assumption）は
15世紀にゴシック様式とルネサンス様式を折衷した様式で建築されまし
た。バロック様式の内装は18世紀の改築時のものです 。

02  大聖堂には、ヴィットーレおよびベネデット・カルパッチョ父子、ア
ントニオ・ザンキを始めとするヴェネツィア派の巨匠が描いた多くの作品
が収められています。多くの貴重な宝物の中には、ビザンチン様式の象
牙製のチェスト（9世紀～12世紀）、聖杯、15世紀の大きな聖体顕示台、
聖ナザリウスの胸像、コペルの細密画家Nazario da Guistinopoliが描い
た交唱聖歌集があります。

01  大聖堂の正面に寄りかかるようにして立つ市の鐘楼は元々はロマ
ネスク様式の要塞でしたが、15世紀から17世紀の間に鐘楼へと姿を変
えました。現在はコペル湾全体と後背地の見事なパノラマの光景を見渡
せる場所となっています。
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鐘楼の展望台に上る
コペルの鐘楼への訪問はきっと心に残
る思い出になるでしょう。204段の階段
を上れば、展望台からのコペルのすば
らしい景観が待っています。

手のひらの上のサイエンス
手と目をすぐに使える状態にして―私た
ちの実験センターにお入りください。新し
い経験に身を浸してください。私たちの
子供が科学の世界を発見するのに、これ
よりいい方法はありません。
隠されたヒントを探してつなぎ合わせ、パ
ズルやなぞなぞを解き、60分以内で鍵を
見つけて家から逃げます。エスケープハ
ウス・コペルが待っています！

プレトリアン宮殿の歴史に耳を
傾ける
市庁舎として使われている壮大なプレト
リアン宮殿を訪れ、かつてのヴェネツィ
ア共和国の都市の興味深い歴史や豊か
な文化遺産をご体験ください。宮殿の中
には、最新の医薬品のコレクション、ウェ
ディングホール、市長室、市議会議場が
あります。

街の中の街
コペルの町は、何十年もの間スロベニア
の唯一の世界への窓口であった、国際貨
物港と密接につながっています。港へは、
バスで行くことができます。アクセスが限
られているので、訪問するときには事前
に予約してください。
詳細情報：TICコペルまたは 
portkoper@luka-kp.si    
www.zivetispristaniscem.si 

市場
生き生きした市場の雰囲気を味わい、代
表的な国産の製品を試してみてくださ
い。市場でも、市の中心にある地元料理
を提供するレストランの一つでもいいの
で、ぜひ本物のイストラ料理を食べてみ
てください。 

イストリアの美食を体験する 
イストリアの地元料理を地元産のオリー
ブオイルと厳選された地元のワインと一
緒にお召し上がりください。ロッジアの町
ではスロベニア最古のコーヒーハウスの
ひとつでイストリア・コーヒーをご一服い
ただけます。

スロベニアの海岸を体験する   
スピードボードのRefulまたは古
い“batana Fortuna”（典型的なイストリア
の漁船）に乗船します。このすばらしい経
験は忘れられない思い出になるでしょう。
さあ、出発しましょう！

健康
Bonifikaレクリエーションスポーツセン
ターでは、テニスコート、お子様向けの
レジャー施設、体育館、ランニングトラッ
クなどのすべての施設をご利用いただ
けます。

ショッピング
コペルの旧市街を歩き、その奥深い歴史
を探りながら、旧市街や近隣のショッピン
グセンターでショッピングをお楽しみくだ
さい。きっとご満足されることでしょう。 

アドリア海で泳ぐ
コペルの海岸や近隣のジュステルナでは
アドリア海での海水浴を気軽にお楽しみ
いただけます。
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コペル市内の散策
旧市街を散策すれば、長い歴史を通じてこの活気ある魅力的な
海辺の町を特徴付けてきたさまざまな芸術様式を物語る多くの
興味深い場所を訪ねることができます。

01.  私たちのコペル周辺の散策は、街の主要な広場である、Titov trg 広場から
始まります。そこには、最も重要な公共の建物が集まっています。Praetorian Pala
ce、Armeria、Foresteria、Loggia、大聖堂とシティータワーがあります。Praetorian 
Palaceの柱廊玄関を通っていくと、コペルの最も代表的な通り、中世の職人や
商人が集まっていた通りの雰囲気が残る、絵のようなCalegaria（シューズストリ
ート、または靴の修繕屋通り）に出ます。ここから、私たちはŽupančičeva ulica通
りの下半分を下り、バロック式のCarli Palaceを通り、開放的な 02.  Prešernov 
trg広場に着きます。ここに、Da Ponte Fountain（1666）と、広場の南側を閉じ
るための、Muda Gateがあります。この、以前は通行税徴収所だった建物は、ル
ネッサンス様式で建てられ、紋章で装飾されています（1516）。その中で最もよ
く知られているのは、市の輝く太陽を表した紋章です。Muda Gateは、昔の市の
境界に沿って建てられた、都市外壁の遺跡に繋がっています。03.  Carpacciov 
trg 広場に行くには、Pristaniška ulica通りを通って、市場と古い港を通過しま
す。あと少しで、改修されたCarpacciov trg広場の東の端にある、以前は塩の倉
庫だった建物を利用した、タヴェルナ（小さなレストラン）に着きます。広場に
は、Carpaccio House（ヴェネツィアの画家だった、ヴィットーレ・カルパッチョと
彼の息子ベネデットの家だったと信じられている）と、1571年にレパントの戦い
に参加したコペルのガレー船を記念した、聖ジュスティーヌの柱もあります。散策
は、Kidričeva ulica通りに沿って続きます。16世紀後半の教会、聖ニコラス（船乗
りの保護者）教会と、バロック式のTotto ex Gavardo Palaceを通り過ぎ、少し小さ
めのMuzejski trg広場に向かって徐々に上って行きます。広場の南端、Kidričeva 
ulica通り沿いに、Mannerist Belgramoni-Tacco Palaceがあります。現在、コペル
地方博物館となっています。ここから、元の出発地点まではもうすぐです。

チトー広場
以前はPlatea communis（民衆の重要な行事が繰
り広げられる場所）であり現在は市の中心となって
いるこの広場は北アドリア地域でもっとも美しい地
中海式の広場のひとつです。 

ガイド付きツアーの料金。    
詳細:+386 (0)5 664 64 03

コペル地域博物館と民族学的
コレクションの展示 

コペル地域博物館を収容するベルグラモニ・タコ
宮殿の正面ドアには、唯一保存された以前の宮殿
の銅製のドアノッカーが使用されています。

詳細:+386 (0)5 663 35 70;   
www.pokrajinskimuzejkoper.si

要入場料。

Vinakoperワインセラー 
スロベニア最大の木製の樽を収めたスロベニア・
イストリア地方最大のワインセラーです。この樽は
ヨーロッパ最大の木製の樽のひとつでもあります。

営業時間: 月曜日から金曜日:08:30 ～ 19:00 
土曜日:8:00 ～ 13:00    
日曜日（5月～10月）:9:00 ～ 17:00

詳細:+386 (0)5 663 01 01

市の中心 / 乗客ターミナルからの距離: 約2 
km（1.2マイル）、ワインセラーの訪問とワインテイ
スティングは事前のご予約をお勧めします。ガイド
付きツアーとワインテイスティングは有料です。

Fontico（1392）
以前の町の穀物倉の正面にはコペルのポデスタ（
共和国の行政長官）兼艦長だったBernardo Diedo
の紋章が飾られています。これは1432年に作られ
たコペル最古の紋章です。

Prešeren広場
町の中心的な門であるMuda Gate（1516）とDa 
Ponte Fountain（1666）があるPrešeren広場は市
の外れに位置する過去の広場の中でももっとも重
要な広場です。

Carpaccio広場
この広場はヴェネツィア派の画家ヴィットーレ・カル
パッチョの名前に由来します。ヴィットーレ・カルパ
ッチョは16世紀に息子のベネデットとともに14世紀
に建てられたコペルのカルパッチョ・ハウスで生活
および創作したといわれています。この広場は以前
のヴェネツィア共和国の塩倉庫Tavernaによって海
岸から隔てられています。広場の中心には、1571年
のレパントの海戦へのコペルの人々の参加に捧げ
られた聖ユスティナの列柱があります。

ヴィットーレ・カルパッチョによ
る祭壇画（1516）
町の守護聖人である聖ナザリウスと一方にコペル
の粘土細工を施したこの絵はこの島の町を描い
たもっとも古い絵画です。この絵は聖母昇天大聖堂

（Cathedral of St. Mary's Assumption）で見ること
ができます。 開館時間: ミサの時間を除く毎日

（ガイド付きツアーは月曜日から土曜日までの
09:00と19:00、日曜日の08:00、10:00、19:00
に出発します）    
詳細: www.zupnije.rkc.si/kp-stolnica 入場無料。

Belveder要塞 
(Baluardo del Belvedere)  
この要塞は現在唯一保存された過去の野営地の
壁を使用した要塞です。19世紀末には、この要塞
の地下はワインとリキュールの製造と保管に使用
されていました。

聖アンナ修道院教会 (The 
Monastery Church of St. Anne)
16世紀の後期ゴシック様式の聖歌隊席が保存され
たこの宝物は以前のヴェネツィア・イストリアの地域
でもっとも壮大な木製の建築物です。   
開館時間: 毎日:07:00 ～ 20:00、  
詳細:+386 (0)5 307 34 70、入場無料。

Škocjanski Zatok自然保護区  
豊富な動植物種と景観に富むスロベニア最大の汽
水性の湿地は45種の繁殖種を含む220種以上の渡
り鳥の生息地となっています。

営業時間:

毎日: 日の出から日没まで

詳細:+386 (0)5 626 03 70

市の中心 / 乗客ターミナルからの距離: 約3 km（1.8
マイル）、グループ（10～25人）は事前にガイド付き
ツアーのご予約が必要です。ガイド付きツアーはリ
ザーブマネージャーが有料でご担当いたします。

入場無料。
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TIC KOPER, Titov trg 3, Koper
T: +386 5 6646 403
E: tic@koper.si

www.koper-card.si
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