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はじめに
　コペンライフは、北欧研究所が2015年から2016年にかけて、コペンハーゲンで生活する日本
　人をサポートすることを目的に作成した冊子です。CPRカードの申請の仕方や家探しについ
　てなど、デンマークでの暮らしに欠かせない知識から、おすすめのショップやデンマーク語学
　校のリストといったお役立ち情報までを総結集しました。
　この冊子があなたのコペンハーゲンでの生活をより良いものとする助けに少しでもなれば幸　
　いです。



1-1.CPRナンバー　
　

　CPRナンバー（Central Person Register number）とはデンマークに居住する各個人に与えられ、社会保障や

　税などの情報を管理するために用いられる番号。銀行口座の開設、医療機関にかかる際に必要であり、番号

　を保持していれば医療費は無料。CPRナンバーはレジデンスカードと同時に取得できる。　
　　

　近くの役所、もしくはコペンハーゲン、オーフス、オールボー、オーデンセといった主要都市にあるInternation　

　al Citizen Service Centerにて申請登録が可能。
　　

　留学生など申請者が多い時期は、職員が直接大学にて申請を受け付けたり、学生の申請日が定められてい

　る場合もある。到着後要確認。

　申請後約二週間程度で、CPRカードが届く。カードには、CPRナンバーと自動的に振り分けられた自宅近くの

　かかりつけ医の連絡先が記されている。かかりつけ医での診察を希望する場合はまず、記載された電話番号

　から予約を行う必要がある。

　かかりつけ医が変更になった場合、新しいカードが再度自宅に届く。なお歯科診療に関しては、診察費がかか

　るため注意が必要。 

申請に必要な書類

  □ ビザ(Residence Permit)（紙媒体）

  □ 雇用先や受け入れ先の契約書

  □ パスポートなどのID

  □ 居住保証書（寮やアパートの契約書など）   

  以下必要に応じて、

  □ 結婚や離婚による氏名の変更を証明する書類

  □ 子どもの出生証明書

  □ 結婚証明書

1.手続き関連
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　1-2. NemID

　デンマークで独自に開発された電子署名のこと。公共機関が保有する個人情報にアクセスする際、また公共性の
  高いサービス(銀行・エネルギー関連)に主に使われる。 

　デンマークでは個人情報が全て電子化されており、取得したCPRナンバーで氏名や生年月日、住所や電話番

　号など申請した全ての情報に様々な機関がアクセスする事が出来る。例えば病院を予約する時にCPRナンバ

　ーが必要となり、名前などの個人情報を伝える必要はない。

　また、個人所有の銀行口座とも紐付けされており、預金の送金などもオンライン上で完結する事が可能。政府

　や行政機関からの連絡事項も電子化（手紙ではなくメールで通知）され、NemIDを利用した電子ポスト(Digital 

　Post) というサービスを利用するのにも用いられる。

　

　NemIDはデンマーク国内の公的な機関への申請や、支払いのやり取りをオンライン上で行う際、個人確認・本

　人確認として利用される。NemIDのカードには4桁の多数の数字が並んでおり、その中から指定された数字を

　入力する事で本人確認を行う。紙を無くしたり、誰かに見られたりしないようにする必要があり、無くした場合

　は再申請をする。

　※CPRナンバー申請時、カードを待たずにすぐCPRナンバーを発行してもらいその場でNemIDの発行まで完

　結出来るケースもある。コミューンにて要確認。

　※デンマークのパスポート、デンマークの運転免許を持っている場合は、申請をオンライン上から済ませる事

　が可能。

申請手順

  ① 日本のデンマーク大使館にてビザ(Residence Permit)申請や生体情報を提供。

  ② 日本のデンマーク大使館より申請受理・許可の書類が届く（申請後郵送で1〜3ヶ月程度）。

  ③ デンマーク到着後、CPRナンバーを所定のコミューンで申請。

  ④ レジデンスカード（CPRナンバー記載のピンク色のカード）が届くのを待つ（1週間程度）。

  ⑤ レジデンスカードと念のためパスポートを持参して、再度コミューンでNemIDの申請。

  ⑥ 早ければ15分程度でカードを受け取ることが出来る。カードと一緒にIDと仮パスワードが記載された紙を受

      け取る。

  ⑦ 受け取ったIDと仮パスワードで下記WEBサイトにログイン。NemID(https://www.nemid.nu/dk-en/)画面右

      上の「SELF-SERVICE」より。

  ⑧ 初回のみIDやパスワードの変更、NemIDカードの認証などの手続き画面が表示される。画面とコミューン

　　　でもらった紙に従って進める。

1.手続き関連
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1-3.電子ポスト

　上記NemIDの申請が終わったら、電子ポスト(DigitalPost)も使えるように設定。デンマークでは政府などから

　の公的な連絡（外国人への重要な連絡事項も含まれる）は全て専用のEmailサービスである電子ポストを通じ

　て行われる。連絡を知らず問題が発生しても自己責任となるため注意。

　以下URLに接続後、画面上部の「Log in」よりログインし受信したメールを読むことができる。Borger.dk(https://

　lifeindenmark.borger.dk/Pages/default.aspx)

1-4. 学生ビザ

　デンマークに3か月以上滞在をする場合はビザ（居住許可/就労許可/就学許可）の取得が必要となる。

申請手順

  ① Case order ID作成

   申請書提出時や申請手数料の支払いの際必要。

   参考: new to denmark.dk (https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/fee/Payment/SBOrderID)

  ② ビザ申請手数料の支払い

   Case order ID作成時に支払うことも可能。

   参考: new to denmark.dk (https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/fee/Payment/SBOrderID)

  ③書類提出

　   デンマーク大使館にメールで予約をし、必要書類を直接提出。書類提出の際、デンマークで発行されるレジ

     デンスカードに記載される指紋と顔写真をとる。必要書類は以下の通り。

       □ 申請書

　　      英語で記入。学生ビザの場合受け入れ先の大学や高校のサインが必要であるため、受け入れ先から直

         接送られる場合が多い。

       □ パスポート(全ページ)のコピー

       □ 申請手数料支払いの証明書

　　       手数料支払い時に領収書が指定したメールアドレスに送られる。

 　　  □ 受け入れ先の証明書

       □ 残高証明（英語）

　　       デンマーク滞在の費用をまかなう証明となるもの。交換留学などデンマークの学校に授業料を支払わな

          い場合は必要。月5,941DKK（2016年現在）×滞在予定月（最大12か月）分の預金証明が必要。

          銀行に依頼し発行可能。

  ④ ビザ・CPRナンバー取得

　    申請が通り次第デンマーク大使館からビザ(紙

　    媒体)が郵送される。デンマーク入国後、近くの

　    役所でレジデンスカードとCPRナンバーの発行

　    申請をする。交換留学の場合は直接大学にて

      申請を受け付けたり、学生の申請日が定めら

      れている場合もある。到着後要確認。

1.手続き関連
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　※学生ビザの発行には最大で2か月かかるとされているため、計画的に手続きを行うこと。早い場合は2-3週

　　間で発行される場合もあるが、混雑状況によって異なる。

　※デンマーク大使館にて申請書類を提出した後はすべてデンマーク移民局の管理下におかれる。よってビザ

　発行の連絡が来ない場合など何らかの質問がある場合は、直接移民局に連絡をとる必要がある。国際電話

　での対応が最もスムーズ。

1-5. 国際学生証

　UNESCOから公式に推奨された国際学生証、ISICカード。学生である事を証明出来る資料があれば誰でも作

　成出来る。

　特にフォルケホイスコーレでは学生証にあたるものが基本的には発行されないため（場合によっては作っても

　らえる事もある）、そのままでは学生である事を証明出来ず、美術館や公共機関での割引サービスを享受出

　来ない。

　申請料はかかるが十分元が取れる割引を享受出来るため、学生としてデンマークに滞在する際にはぜひ作

　成したいカード。

　美術館や長距離バスなどで10〜100%の割引を申請日から一年間世界中で受けられる。（具体的な割引機関

　はWEBページ参照）また、本人証明書としても使用出来る。

　渡航前に日本で作成することもできるが、デンマークで申請する際の手順を紹介する。

申請に必要な書類

  □ 本人の写真データ(JPEG) 35mm×45mm

  □ 学校に在籍している事を証明出来る資料(JPEG)
　    学校の住所・責任者氏名・在籍期間・本人の名前が記載された
      書類。フォルケホイスコーレの場合、CPRナンバー申請の際に
      学校が発行する。 

申請手順

  ① 必要書類を用意。

  ② デンマークのISICのホームページ(http://www.isicdanmark.dk

   /en)にアクセス。「Get your ISIC」→「Buy Now」

  ③ 申請ページに個人情報を入力後、クレジットカード情報を入力、

      顔写真データのアップロード。

  ④ 1週間程度で到着。

1.手続き関連
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2-1. 銀行

　デンマークで銀行口座を開設するのは比較的簡単である。ただし口座開設には、CPRナンバーが必要。直接

　銀行の支店に出向き、レジデンスカード、CPRカード、大学からの入学許可証(留学生の場合のみ)などを持参

　し、口座開設の旨を伝えれば基本的にその場で対応してくれる。

　デンマークではオンラインバンキングが主流。デンマークの銀行間であれば送金も手数料が無料もしくは安く

　済む。オフライン、つまり銀行支店などで直接送金手続きをする場合、50DKK以上かかることも。

　このオンラインバンキングを利用するの際は、NemID(P.2参照)が必要である。銀行でもこのNemIDを取得する

　ことが可能であり、英語での対応も可能。

銀行一覧

 Danske Bank / Nordea / Jyske Bank / Syd Bank / FIH Erhversbank（主にビジネス向け) / Nykredit Bank /  

 Spar Nord Bank / Arbejernes Landsbank / Alm Brand Bank / Vestjysk Bank

　特にDanske BankとNordeaは支店も多く英語での対応・相談も充実しているため、留学生やワーホリ滞在者に

　はおすすめ。

2-2. 郵便

 デンマークの郵便局は全てセルフサービス。国内郵便、国際郵便ともにポストは共通。

 手紙・ハガキ

　郵便切手は郵便局以外でもキヨスクやスーパーマーケットなどで購入できる。国際郵便には以下の２種類が

  ある。

2.各種施設
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　⑴優先便（Prioritaire）

　　ポストへの投函が可能。投函の際は見える所に「APrioritaire」

　　と記載。ハガキ1枚や封書（23cm×17cm、50gまで）で16.5DKK

　　。EU圏内で2〜4日かかるので、日本へはプラス数日かかる。

　　着払い不可。

　⑵エコノミー便（Economique）

　　ポストへの投函は不可のため、郵便局で「B Ecnomique」の緑

　　のシールを貼ってから出す。ハガキ1枚や、封書（23cm×17cm

　　、50gまで）は15DKK。EU圏内で3〜8日かかるので、日本へは

　　プラス数日かかる。

小包
 日本まで送る場合、航空便とエコノミー便の2種類がある。航空

 便は青のラベル、エコノミーは緑のラベルを使用する。日本まで

 は、航空便が1週間、エコノミー便が2週間程度が目安。

　

 小包は最大20kgまで。5kg:507DKK、10kg:830DKK、20kg:1638D

 KK。なお、包装代は別にかかる。包装も自分で行う。日本到着ま 

 では1～2週間程度。郵便局では、自分で包装してラベルを書い

 てから、番号札を取って順番を待つ。
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宅急便
　デンマークにはDHLやFedExなどの国際宅急便がある。郵便小包よりは料金が高くなるが、早くて確実で保険

　もかけることができる。

　自分で別送品を送る場合は、別送品申告書とパスポートのコピーを用意。申告書を提出しないと、日本で荷

  物を引き取る際に関税がかかる。別送品申告書は宅急便会社からもらう。

　宝石、貴金属、有価証券、ワシントン条約で禁止されているものなど、受け付けてもらえない品目もある。

一般的な郵便局の営業時間
 月曜日-金曜日  10:00-17:00
 土曜日　　　　　　10:00-13:00 
 日曜日・祝日     休業

コペンハーゲン中央駅構内郵便局の営業時間
 月曜日-金曜日   8:00-21:00
 土曜日　　　　　    9:00-16:00

 日曜日・祝日　　  10:00-16:00

2-3. 病院

　CPRナンバーの登録を行う際、同時にデンマークの公的健康保険に加入する手続きが可能。　

　手続き後約2週間でCPRカードが自宅に届く。この健康保険により、デンマーク国民でなくても無料でほぼ全て

  の医療機関にかかることができる。（歯科医療など例外あり）

　なお15歳までの子どもは母親もしくは父親の保険でカバーされる。
 

診察の手順
　まず健康保険証に記されている家庭医に予約を取る。基本的に予約をせずに診察を

  受けることはできない。

　家庭医は処方箋、予防接種の管理を行い、専門医にかかる場合はこの家庭医からの紹介状が必要。

　家庭医はCPRナンバー登録の際自身の好みで性別や場所によって選択可能。家庭医の変更もできるが、変 

  更には手数料がかかる。ただし住所変更に伴う家庭医の変更は無料。

　診察の際デンマーク語が理解できない場合、無料で英語による通訳をつけることも可能。
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薬の処方と薬局
  医師もしくは歯科医師から処方された薬は各薬局において購入できる。処方箋は必須。ただし店頭で販売され

  ている薬は処方箋がなくとも購入可能。

 多くの薬局は月～金9:30-17:30、土曜は9:30-13:00で営業している。それ以外にも、大きな都市であれば24時

 間営業の薬局もある。

歯科医
　一般的な医療処置と異なり歯科医の診療は有料。ただし18歳以下であれば治療費は無料。歯科医は自由に

  選択することができる。 

健康保険
　上記に示した公的健康保険の他に、任意で私費による健康保険に加入することも可能。公的医療保険の場

  合、診察を受けるまでに時間がかかることが多いため、混雑を回避するため私費医療を選択することが出来

  る。ただし、医療の質は公的、私的のどちらの場合も比較的高い。

　こうした私費医療では、理学療法やゾーン療法など公的健康保険ではカバーしきれない医療分野の診療を受

  けることが出来る。

　またSygeforsikringen “danmark”という相互保険会社を通して保険に加入すれば、眼鏡の購入や歯科医に

  かかった際の費用の一部が返金される。
 

緊急連絡先
　緊急時は112に連絡。費用は無料。また、直接病院の緊急処置室に行き診察を受けることもできる。ただし、

  到着の前に連絡を入れる方が望ましい。
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3.交通手段

3-1. 電車

 デンマークの電車は大きく分けて2種類。

　⑴ エストー（S-tog）

　　　コペンハーゲンとその周辺の地域を結ぶ電車。5:00-0:30までの運行。Fラインは5分間隔、A,B,C,E

　　　ラインは10分間隔、Hラインは20分間隔。金土は1:00-5:00の間でも、1時間に1本の間隔で動いている。

　⑵メトロ

    コペンハーゲンの中心部を走る地下鉄。空港とつながっている。24時間運行。2-4分間隔（ラッシュ時間帯

    ；7:00-9:00、15:30-17:30）、3-6分間隔（ラッシュ時間帯以外と週末）、7-15分間隔（金土深夜1時以降）、20分

    間隔（日～木の0:00以降）。

チケットの種類
　様々な種類のチケットがあるが、それぞれ購入金額に応じたゾーン数と有効時間が割り当てられており、それ

　さえ守れば、購入したチケットでエストーもメトロもバスも自由に乗ることができる。

　デンマークの駅には改札がない。その代わり、電車に乗っている間に車掌による乗車券の確認が行われるこ

　とがある。その際にチケットを持っていないと、罰金として750DKKを支払わなければならない。

ゾーンとチケットの有効時間
 　コペンハーゲンの駅はゾーンによって区分されており、移動するゾーンの数に応じてチケットの金額が決まる

　。チケットの有効時間は、購入したチケットで移動するゾーンの数に応じて定められている。

 有効時間

  2,3ゾーン：1時間

  4,5,6ゾーン：1.5時間

  7,8,9ゾーン：2時間
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 チケットの料金

  2ゾーン：24DKK

  3ゾーン：36DKK（以下、1ゾーン増えるごとに12DKK加算）

  全ゾーン：108DKK

 子ども

  12歳以下の子ども2人までは、チケットを持った大人と同伴の際、無料。

  16歳以下の子ども1人での利用は、子ども料金でチケットの購入が必要。

  16歳以下の子ども2人は、大人料金のチケット一枚で、２人とも利用可能。

 フレックスカード

  支払った金額で移動できるゾーン内において、7日間乗り放題となる。1枚につき１人分だが、誰が使っても良

  いため、友人や家族に貸すこともできる。250-665DKK。

　シティパス

　　ゾーン1-4の範囲内で、利用できるチケット。制限時間は24時間か72時間のどちらか。

　　・大人

　　　24h：80DKK

　　　72h：200DKK　

　　・16歳以下

　　　24h：40DKK

　　　72h：100DKK

　コペンハーゲンカード

　　75ヶ所の美術館と観光地の入場料等が無料になり、すべての交通機関も利用でき、さらに様々な割引特典

　　が受けられるカード。24時間、48時間、72時間、120時間から選べる。

　　・大人

　　　24h：359DKK

　　　48h：499DKK

　　　72h：589DKK

　　　120h：799DKK

　　・子ども

　　　24h：189DKK

　　　48h：249DKK

　　　72h：299DKK

　　　120h：399DKK
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　24時間チケット

　　24時間の間、コペンハーゲンエリアの交通機関が全て利用できるようになるチケット。ロスキレにも行くこと

　　ができる。大人130DKK、子ども65DKK。

　チケット購入場所

　　ほとんどの駅にある券売機、駅付近のセブンイレブンやキヨスク、またはオンラインで購入が可能。コペンハ

　　ーゲン空港とコペンハーゲン中央駅には、チケットオフィスもある。このチケットオフィスでは、券売機では買

　　えない割引チケットを教えてくれることもあるため、時間に余裕がある際は利用すべき。ちなみに、ルイジア

　　ナ現代美術館の入場チケットと電車の往復チケットを組み合わせた割引チケットもこのオフィスで買える。シ

　　ングルチケットであればバスの運転手から買うこともできる。また、iPhone/android端末で、Mobilbilletterと

　　いうアプリを利用してチケットを購入することもできる。

　支払方法
　　デンマークの硬貨と、主要なクレジットカードがすべて利用できる。PINコード入力の際は、後ろの人に盗み見
　　されないように気を付ける。

　定期券
　　16歳以上で購入可能。30日～365日から有効期間を選べる。また、移動するゾーン数も選ぶ。そのため、有
　　効期間、ゾーン数によって値段がかなり異なる。

　購入方法
　　チケットオフィスか駅付近のセブンイレブン・キヨスクで購入可能。初回の購入の際は、パスポートサイズの顔
　　写真を持参する必要がある。2回目以降はオンラインまたは駅にある機械で更新することができる。

　Rejsekort(ライセコート)
　　日本で言うパスモのようなICカード。運賃がかなり割引されるため、購入すべきカード。下記Rejsekort Person
　　al、Rejsekort Flex購入時には、デンマークにおける住所の提示が必要。

　　＜種類＞

　　　(1) Rejsekort Personal（おすすめ）

　　　　値段50DKK、デポジット25DKK

　　　　唯一写真と名前が載っているカード

　　　　本人のみ利用可能

　　　　オンラインセルフサービス利用可能

　　　　紛失時のカードの凍結が可能

　　　(2) Rejsekort Flex

　　　　値段50DKK、デポジット25DKK

　　　　オンラインセルフサービス利用可能

　　　　紛失時のカードの凍結が可能

　　　　特別な割引無し
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　　　(3) Rejsekort Anonymous

　　　　値段80DKK、デポジット70DKK

　　　　他の人とのシェアが可能

　　　　オンラインセルフサービス利用不可

　　　　特別な割引無し

　　　　一部の販売店、駅構内のチャージ機にて購入可能

　カードの購入

　　・16歳以上

      全種類のカードを購入可能

　　・15歳以下

      全種類のカードを購入可能だが、PersonalとFlexの購入時に

      は、保護者のサインが必要。

　　・65歳以上もしくは障害をお持ちの方

      Personalを購入すると、割引が受けられる。

　＊追加でCheck-inすれば、カードを2枚持たずとも、犬・自転車を

　　 電車に載せることは可能である。

　＊犬もしくは自転車：必要であれば、犬・自転車用のカードとし

     てFlexを発行することができる。
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　使い方

　　駅のホーム、またはバスの入り口にある機械の青い部分にカードをタッチしてCheck-inする。乗り換えの際

    は、必ず毎回Check-inを行う。目的地にたどり着いた時、機械の青い部分にカードをタッチしてCheck-outす

    る。

　＊一つのカードで複数人乗る場合

　　　友人、ペット、自転車などと一緒に交通機関を利用する場合は、同じように機械でCheck-inを行う。この機

　　　械はバスには設置されていないので、その際は最寄りの駅でCheck-inを済ませておくか、バスの運転手と

　　　要相談。

　　  ＜使い方＞

　　　　①＋ボタンを押す。

　　　　②青い部分にカードをタッチする。

　　　　③◄►を使って、追加したい人・ものに合わせる。

　　　　④追加したい数だけ＋ボタンを押す。

　　　　⑤もう一度青い部分にカードをタッチする。

　チャージ方法

　　＜デンマークに銀行口座を持っている場合＞

　　　・オンライン

　　　　Rejsekortのオンラインアカウント上でチャージすることができる。　　

　　　・オートチャージ

　　　　Rejsekortのオンラインアカウントに登録した銀行口座から自動でチャージされるように設定することがで

　　　　きる。

　　＜デンマークに銀行口座を持っていない場合＞

　　　Rejsekortを利用できる駅には必ず、チャージすることのできる機械が設置されている。

3-2.バス 

コペンハーゲン周辺地域

　・Aバス：3-7分間隔（ラッシュ時間帯；7:00-9:00、15:30-17:30）、10分間隔（ラッシュ時間帯以外）、24時間運行

　・Sバス：5-10分間隔（ラッシュ時）、20分間隔（ラッシュ時間帯以外）、Aバスより停まる回数が少ない。6:00-

             25:00までの運行。

　・Nバス：ナイトバス。1:00-5:00に運行。灰色のサインのあるバス停で利用可能。

　チケット・乗り方

　→3-1.電車を参照。
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　デンマーク国内

　　コペンハーゲン、オーデンセ、オーフス間の移動で一番安い方法はバス。個人的にこちらがおすすめ。

    http://www.xn--rdbillet-54a.dk/

　ドイツへ

　　様々なバス会社があるが、FlixBusがおすすめ。途中でバスごとフェリーに乗る。https://www.flixbus.com/

3-3.自転車

　コペンハーゲンは自転車の街である。ほとんど全ての道路に、車道と歩道に加えて、「自転車道」が整備され

　ている。観光客も積極的に利用できる環境が整っている。

　購入

　　街中にある自転車屋で購入するのが通常。

　　新品は非常に高価なため、中古がおすすめ。相場は700DKK～1500DKK。ブレーキが片方のみのものが安

　　い。安全性を配慮するのであれば、ブレーキが両方付いているものを購入した方が良い。

　注意点

　　自転車の前後にライトを付けることが法律で義務付けられている。罰金は700DKKと高額のため、自転車購

　　入時にライトを付けてもらうのが良い。自動ライトは100DKKほどで購入可能。また、Tigerなどで取付型のミ

　　ニライトを購入しても良いが、付けっ放しにしておくと盗まれる可能性が高いので注意。

　　自転車の盗難が信じられないほどに多い。そのため、自転車購入時に一緒に頑丈な鎖のロックを購入すべ

　　きである。値段は150DKKほど。自転車を停める時は、鎖のロックで鉄柵などと必ず繋いでおく。鎖でないロ　

　　ックは簡単に外されたり切断されたりするので、おすすめしない。

　ルール

　　右側通行。逆走厳禁。

　　自転車道の幅のうち、左側（車道に近い側）が追い越しレーン。基本的に右側に寄って走行する。前の人が

　　遅い時は、よく後ろを確認してから、左側の追い越しレーンに入って追い抜く。追い越しレーンから右側に寄

　　る時も、よく後ろを確認する。

　　後ろの人とぶつかることを避けるため、ハンドサインを用いる。右に曲がる時は、右手を右方向に伸ばす。左

　　に曲がる時は、左手を左方向に伸ばす。止まる時は、どちらかの手を、軽く上に挙げる。

　City Bike

　　コペンハーゲン市内に設置されている白いレンタル自転

　　車。24時間365日利用可能。タッチスクリーンがついてお

　　り、GPS機能などが利用できる。支払いはクレジットカード

　　で行う。1hにつき25DKK。
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4.家探し

デンマークでの家探しは、特にコペンハーゲンやオーフスといった大都市では非常に困難。さらに3か月以上デ

ンマークに滞在する場合はCPRナンバーの取得が必要であり、その取得には居住地の賃貸契約書が必要。

部屋探しサイト
　・Denmark Bolig（英語、デンマーク語）
　　https://www.danmarkbolig.dk/en/

　・lejebolig（英語、デンマーク語）
  　https://www.lejebolig.dk/

　・Where should I look to find housing in Copenhagen?
　　 http://international.kk.dk/artikel/where-should-i-look-find-student-housing-copenhagen

　・Housing in Copenhagen（Facebookグループ）　
　  https://www.facebook.com/groups/279103468790729/?fref=ts

学生の場合
 交換留学生の場合、大学から斡旋される手順に従って寮に入ることが出来るが、競争率が高く漏れてしまうこ

とも多い。学生用の部屋探しサイトを紹介する。

　・Study in Denmark, Find Housing
　　http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/housing-1/how-to-find-housing

　・Housing Anywhere　
　　https://housinganywhere.com/

ポイント
　・基本的にデポジットの支払いは要求される。部屋の場合は1か月分、フラットの場合は3か月分であることが

　　多い。

　・詐欺被害も多発しているため、契約書を受け取る前に金銭のやり取りを要求される場合は注意が必要。
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コラム 学生が選ぶ日本から持って行くといいもの

□歯ブラシ

　デンマーク国内でも購入出来るが、サイズが大

　きいため、小さいヘッドが好みの方は持参を　

　おすすめ。

□クレジットカード

　基本的にどこでもクレジットカードが利用でき、

　逆に無いと生活に不自由が生じる。クレジット

　カードを作成出来ない場合は、デビットカードで

　も良いので日本で作成する事をおすすめする。

□スマートフォン（SIMフリー）

　現地SIMを購入すると便利。

□ノートパソコン

　バスのチケット購入や調べ物など、学校のパソ

　コンからも可能ですが、日本語入力をスムーズ

　に行いたい場合などに便利。

□延長コード

　コンセントの数が限られている事が多いため、

　延長コードを持参すると便利。電気店などで販

　売されている海外でも使えるものを選ぶ。アマ

　ゾンで「延長コード　海外」と検索すると多数あ

　る。

□コンセント形状変換プラグ

　日本とはコンセントの形状が異なる国に行く際

　に便利。

□ビーチサンダル

　海に行くなどレジャー用途以外にも、シャワー　

　を浴びるときに活躍する。

□ヒートテック

　寒い時期は活躍します。2〜3着あると安心。

□トートバッグ

　ちょっとした小物を学内で持ち運びたい時に便

　利。

□キーホルダー

　鍵をズボンに引っ掛けておく事ができるホルダ

　ー。フォルケホイスコーレの場合、学内の鍵を

　各自管理する事になるため、常に持ち運べる

　ホルダーがあると便利です。
　

□モバイルライト

　暗所に行った時にあると便利。
　

□モバイルバッテリー

　不意の長距離移動の際、スマートフォンのバッ

　テリーを気にしなくて済むので便利。

□ポケットティッシュ

　日本製が一番品質が良い。

□酔い止め

　日本で酔わない人も、海外では疲れなどが溜　

　まったり、慣れない公共機関に乗る事で不意に

　酔ってしまう事がある。一日効果が続くタイプ

　の商品がおすすめ。

□風邪薬

　現地の風邪薬は強すぎる事があるため、日本

　の物を持参すると良い。

□水着

　各種アクティビティーに。

□クリアファイル

　ちょっとした書類や、飛行機のチケットなどを挟

　んでさっと取り出せて便利。
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□筆記用具

　日本製の筆記用具が一番使いやすい。現地で

　も購入出来るが、価格が3倍以上することがあ

　る。

□折り畳み傘

　日本で購入出来る商品の方が品質が良い。不

　意の雨にも対応出来るので便利。　

□運動靴

　長距離を歩く事が結構あるため、運動靴を用

　意するとよい。

□爪切り

□普段から使用している薬など

□日焼け止め

□リップクリーム

□目薬

□虫さされ

　湿布薬や頭痛薬などは使い慣れた物を持って

　いくと良い。

□ユニクロの軽いダウン
　暖かく軽く、小さく折り畳んで持ち運べるためと
　ても便利。

□便秘薬
　慣れない環境に行くと体調を崩しがち。特に便
　秘になってしまい困るという人多数。

□ウエットティッシュ
　近くに手を洗う所が無い場合、外出先でちょっ
　とした汚れを拭き取りたい場合。100円均一で
　販売されている小分けにされた物が便利。

□洗濯ネット
　海外の洗濯機は服が傷みやすく、ネットを使用
　するのがおすすめ。また、海外では洗濯ネット
　が売っている場所が限られているため、100円
　ショップで購入しておくと良い。

□余分な証明写真
　万一パスポートを紛失した際に。友達がほしが
　る場合もあるので、プレゼントにも。

□スティックのり
　日本製が一番性能が良い。

□ビタミン剤
　偏った食生活で体調を崩しがちになることがあ
　るため、マルチビタミン剤があると便利です。

□腕時計
　さっと時間が確認出来る腕時計は便利。スマ　
　ートフォンでも代用出来るが、場所によっては
　スマートフォンを取り出すのがためらわれる場
　合も。

□メガネ・コンタクトレンズ

□スーパーの袋数枚

　洗濯物を入れたり、ぬれた物やちょっとした小

　物を持ち運ぶのに便利。

□ジップロック

　現地で買った小物やチケット、写真などを小分

　けして整理する事が出来て便利。現地でも買え

　るが、日本で買ってしまう方が楽。

□のど飴・のどスプレー

　熱が無くても喉が痛い、咳が出るというのが普

　段の生活で一番辛いもの。ひどい症状でなけ

　ればスプレーで押さえる事が出来るので便利。

□パスポートのコピー

　クレジットカードを利用する時やお酒を購入す　

　る時に本人・年齢確認をされるケースがある。

　その際にお財布などに入っていると原本を渡さ

　ずに済むので便利。

□下着類

　最低3泊分は用意したい。
　　

□うぶ毛用カミソリ

　ヨーロッパでは見つからない。

持っていく必要の無い物
・変圧器

　日本製のドライヤーを使いたい時くらいしか使

　わない。最近の家電はほとんどが国外でもそ

　のまま使用出来るため、重いだけで荷物になり

　必要ない。

・ノート

　数冊あっても良いが、海外でも購入出来るので

　どうしてもこれでなければいけない！という状

　況でない限り当面必要な分を持っていき、あと

　は現地購入で十分。
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5. ショップ・カフェ

5-1. スーパーマーケット

(1) Irma（イヤマ）
 新鮮な食品やオーガニック食品などを扱う高級スーパー。プライベートブランドのマスコットキャラクターの商品

 が人気で、日本へのちょっとしたお土産にも。

 ■営業時間

    月曜日–土曜日　8:00-21:00（-24:00）

    日曜日             8:00-20:00（-22:00）

   ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：https://irma.dk/

 ■電話番号：+45 70 20 06 47

 ■クレジットカード：可

 ■地図：https://goo.gl/OsDOaD

(2) Føtex（フーテックス）
 食料品だけでなく、衣類や化粧品、電化製品などを扱う大型のスーパー。価格設定は高めだが、食料品が

 新鮮で種類が豊富なところが魅力。

 ■ 営業時間

    月曜日–日曜日　8:00-21:00, 7:00-22:00

    ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：https://www.foetex.dk/

 ■電話番号：+45 87 78 30 90

 ■クレジットカード：可

 ■地図：https://goo.gl/OsDOaD
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(3) KVICKLY（クビックリー）
 郊外にある大型スーパー。ショッピングモールの中に入っていることが多い。

 ■営業時間

　　月曜日–金曜日　8:00-20:00（-21:00）

　　土曜日–日曜日  8:00-18:00

   ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：http://kvickly.dk/

 ■電話番号：+45 43 86 43 86 

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/0SxOb2

(4) Super Brugsen（スーパーブルーセン）
 デンマークの大手スーパーチェーンのひとつ。価格設定は少し高めだが、野菜や肉魚類の鮮度が良いので

 おすすめ。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　8:00-21:00（-22:00）

    土曜日–日曜日  9:00-20:00（-21:00）

    ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■電話番号：+45 87 78 30 90

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/9Bzjmr

(5) Netto(ネトー)
 テリア犬の黄色い看板が目印の格安スーパー。店舗数が多く休日も夜遅くまで開いているのも魅力。閉店前に 

 はパンが半額になることもある。

 ■営業時間

   月–日　7:00-22:00,7:00-23:00,8:00-22:00

   ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：http://www.netto.dk/Pages/Forside.aspx

 ■電話番号：+45 87 78 78 11

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/ACoc5z
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(6) fakta（ファクタ）
　大きいfの文字が目印の格安スーパー。食品の価格が安く、毎

　日夜遅くまで開いているのが魅力。郊外に店舗数が多い。 

 ■営業時間

    月曜日–日曜日 8:00-22:00

   ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：http://fakta.dk/

 ■電話番号：+45 43 86 43 86

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/CAujiD

(7) Rema 1000
 デンマークの格安スーパー。安くて食品が充実。

 ■営業時間 

    月曜日–日曜日 8:00-21:00

    ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：http://rema1000.dk/

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/yCGwFi

(8) Aldi
 ドイツ資本の格安スーパー。デンマークのスーパーにはない商品

 もあるのが特徴！休日は、閉店時間が早いので注意。

 ■営業時間

 　 月曜日–金曜日　8:00-20:00

    土曜日–日曜日　8:00-18:00

 ＊営業時間は各店舗により異なる。

 ■ウェブサイト：https://www.aldi.dk/

 ■住所：Reventlowsgade 24 1651 København V
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 ■電話番号

    北中ユラン島　　+45  98 65 45 11

    南ユラン等とフュン島　+45 75 56 66 00

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/vUugwf

(9) LiDL
 ドイツ資本の大型の格安スーパー。郊外に店舗あり、デンマークのスーパーにはない商品もあるのが特徴！ 

 ソーセージの種類が豊富。

 ■営業時間

    月曜日–日曜日　8:00-20:00（-22：00）

    ＊営業時間は各店舗により異なります。

 ■ウェブサイト：http://www.lidl.dk/da/index.htm

 ■電話番号：+45 80 702 702

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/Gyu0Ib

5-2. アジアンスーパー

(1) China Town Marked
 ■営業時間

    月曜日–木曜日　9:30-17:30

    金曜日　 　　　 　 9:30-19:00

    土曜日 　　　   　 9:30-12:00

 ■ウェブサイト：http://www.dit-supermarked.dk/china-town-market-koebenhavn-v.htm

 ■電話番号：33218359

 ■地図：https://goo.gl/FsTH0w

 ■アクセス：コペンハーゲン中央駅

(2) Vietnam Supermarked
 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-18:00

    土曜日 　　　　    10:00-15:00

 ■住所：Frankrigsgade 14 2300 København S

 ■ウェブサイト：http://www.davifo.dk/userfiles/file/pdf/Supermarked-Frankrigsgade.pdf

 ■電話番号：32 84 71 15

 ■地図：https://goo.gl/ediBGi

 ■アクセス：地下鉄Amagerbro駅
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(3) Den Kinesiske købmand
 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-18:00

    土曜日 　　　　    10:00-16:00

 ■住所：Nørre Voldgade 54 1358 København K

 ■ウェブサイト：http://www.denkinesiskekoebmand.dk/

 ■電話番号：33 14 33 61

 ■地図：https://goo.gl/I086IX

 ■アクセス：Nørreport駅

(4) Thai supermarket
 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00

    土曜日 　　　　    10:00-18:00

    日曜日 　　　　    12:00-17:00

 ■ウェブサイト：http://www.thaisupermarket.dk/portal/

 ■電話番号：33 31 00 98

 ■地図：https://goo.gl/saZ3Fb

 ■アクセス：エストーDybbølsbro駅

 

(5) Asien Supermarked
 ■営業時間

    月曜日–金曜日 10:00-18:00

    土曜日 　         10:00-14:00

 ■住所：Østerbrogade 115 2100 København Ø

 ■ウェブサイト：http://www.asiensupermarked.dk

 ■電話番号：39 18 42 90

 ■地図：https://goo.gl/CS0LH8

 ■アクセス：エストーSvanemøllen駅

 
(6) Thailandsk Supermarked
 ■住所：Istedgade 134 1650 København V

 ■電話番号：33 31 00 98

 ■地図：https://goo.gl/JbgDuZ

 ■アクセス：エストーDybbølsbro駅

(7) Bangkok Trading
 ■住所：Reventlowsgade 18, kld, 1651 København V

 ■電話番号：33 21 78 33

 ■地図：https://goo.gl/NAmCbz

 ■アクセス：コペンハーゲン中央駅 
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(8) Thai Esan Market
 ■住所：Gasværksvej 15, kld 1656 København V

 ■電話番号：33 24 12 69

 ■地図：https://goo.gl/dDF1Dm

 ■アクセス：コペンハーゲン中央駅

(9) Thai Asian Market
 ■住所：Halmtorvet 6, 1700 København V

 ■電話番号：33 22 33 31

 ■地図：https://goo.gl/WfmMkV

 ■アクセス：コペンハーゲン中央駅

(10) Dhadra Food Store
 ■住所：Nørrebrogade 60 2200 København  N

 ■地図：https://goo.gl/adqhmK

 ■アクセス：Nørreport駅

5-3. ショッピングセンター

(1) Field’s
 スカンジナビア最大のショッピングセンター・エンターテイメント施

 設。ファッション雑貨店が多く、140店舗以上ある。

 ■営業時間

    月曜日–日曜日　10:00-20:00　

 ■住所：Arne Jacobsens Allé 12 2300 København S

 ■ウェブサイト：www.fields.dk（デンマーク語のみ）

 ■メールアドレス：info@fields.dk

 ■電話番号：+45 7020 8505

 ■地図：https://goo.gl/cO9SBO

 ■アクセス：地下鉄Ørestad駅すぐ

(2) Frederiksberg Centret
 住宅街にあるショッピングセンター。幅広い商品を取り扱う、店

 舗数は90ほど。スーパーマーケットも入っている。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00　

    土曜日・日曜日  10:00-17:00　

 ■住所：Falkoner Allé 21 2000 Frederiksberg

 ■ウェブサイト：frbc-shopping.dk（デンマーク語のみ）

 ■電話番号：+45 3816 034

 ■地図：https://goo.gl/o2thVc

 ■アクセス：Frederiksberg駅すぐ 
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5. ショップ・カフェ

(3) Fisketorvet – Copenhagen Mall
 120店舗以上ある大型のショッピングモール。映画館もある。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-20:00　

    土曜日・日曜日  10:00-18:00　

 ■住所：Kalvebod Brygge 59 1560 København V

 ■ウェブサイト：www.fisketorvet.dk（デンマーク語のみ）

 ■メールアドレス：centerinfo.centerinfo@unibail-rodamco.com

 ■電話番号：+45 3336 6400

 ■地図：https://goo.gl/nfI6LE

 ■アクセス：エストーDybbølsbro駅すぐ

(4) Amager Centret shopping centre
 アマー島にあるショッピングセンター。店舗数は72。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00　

    土曜日             10:00-17:00

    日曜日　　　　　　 11:00-16:00

 ■住所：Reberbanegade 3 2300 København S

 ■ウェブサイト：www.amagercentret.dk（デンマーク語のみ）

 ■メールアドレス：centerforeningen@amagercentret.dk

 ■電話番号：+45 3257 5011

 ■地図：https://goo.gl/fKMiq7

 ■アクセス：地下鉄Amagerbro駅すぐ

(5) Waterfront Shopping
 カフェやレストランも充実しているツボルグ港近くのショッピングセンター。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00　

    土曜日・日曜日  10:00-19:00　

 ■住所：Tuborg Havnevej 4-8 2900 Hellerup

 ■ウェブサイト：www.waterfront-shopping.dk

 ■メールアドレス：info@waterfront-shopping.dk

 ■地図：https://goo.gl/xmsXOb

 ■アクセス：Hellerup駅徒歩
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(6) Spinderiet shopping centre
 ファッション雑貨が中心のショッピングセンター。コペンハーゲン中央駅からエストーで3駅。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00　

    土曜日　　　　　   10:00-16:00　

 ■住所：Bomuldsgade 4 2500 Valby

 ■ウェブサイト：www.spinderiet.dk（デンマーク語のみ）

 ■メールアドレス：info@spinderiet.dk

 ■電話番号：+45 3930 3043

 ■地図：https://goo.gl/XjrUL6

 ■アクセス：エストーValby駅すぐ

5-4.デパート

(1) ILLUM
 ファッション、化粧品、生活雑貨などの生活用品を主に扱うデパート。地下には高級スーパーマーケット“Irma（

 イヤマ）”がある。

 ■営業時間

    月曜日–土曜日　10:00-20:00　

    日曜日 　　　　　　11:00-18:00　

 ■住所：Østergade 52 1001 København K

 ■ウェブサイト：www.illum.dk（デンマーク語・英語・中国語）

 ■メールアドレス：servicecenter@illum.dk

 ■電話番号：+45 3314 4002

 ■クレジットカード：AMEX、ダイナース、JCB、マスター、VISA

 ■地図：https://goo.gl/oUVPMf

 ■アクセス：Nørreport駅、地下鉄Kongens Nytorv駅から徒歩約10分

(2) Illums Bolighus
 世界的に有名な北欧ブランドの家具や雑貨を主に扱う。デンマーク王室御用達。

 ■営業時間

    月曜日–土曜日　10:00-19:00

    日曜日 　　　　    11:00-18:00

 ■住所：Amagertorv 10 1160 København K

 ■ウェブサイト：www.illumsbolighus.dk

 ■メールアドレス：kundeservice@illumsbolighus.dk

 ■電話番号：+45 3314 1941

 ■クレジットカード：AMEX、ダイナース、JCB、マスター、VISA

 ■地図：https://goo.gl/lCjXCG

 ■アクセス：Nørreport駅、地下鉄Kongens Nytorv駅から徒歩約10分
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(3) Magasin du Nord
 幅広い世代に人気があるデンマーク国内最大のデパート。ファッションからインテリアまで種類豊富に揃う。地

 下には有名北欧ブランドのチョコレートショップやカフェ、スーパーがある。

 ■営業時間：10:00-20:00　

 ■住所：Kongens Nytorv 13 1095 København K

 ■ウェブサイト：www.magasin.dk

 ■メールアドレス：kundeservice@magasin.dk

 ■電話番号：+45 3311 4433

 ■クレジットカード：AMEX、ダイナース、JCB、マスター、VISA

 ■地図：https://goo.gl/bgdki5

 ■アクセス：地下鉄Kongens Nytorv駅すぐ

5-5. 雑貨屋
　可愛らしい北欧雑貨が人気のコペンハーゲン。気軽に購入できるプチ–プライスのものから王室御用達の本格

的なものまで、街中には数多くの雑貨屋があります。

(1) Illums Bolighus
 正統派北欧雑貨の購入はここ。5-4.デパートの(2)参照。

(2) TIGER
 プチ–プライスでカラフルな雑貨が大人気のお店。日本では

 「フライング・タイガー・コペンハーゲン」の名で知られる。コ

 ペンハーゲンだけで28店舗ある。

 ■営業時間：各店舗により異なる

 ■ウェブサイト：http://www.tiger.dk（デンマーク語）

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://dk.flyingtiger.com/da-DK/find-store

(3) Søstrene Grene–All over the world
 TIGERに続きプチ–プライスが人気のお店。デンマークらしい落ち

 着いたデザインが多い。コペンハーゲンに13店舗。

 ■営業時間：各店舗により異なる

 ■ウェブサイト：http://sostrenegrene.com

 ■クレジットカード：可

 ■地図：http://sostrenegrene.com/stores/
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(4) Liebe
 デンマーク出身の女性作家スーザン・リーベデザインの雑貨屋。カラフルでかわいらしい雑貨を買うならここ。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　11:00-17:30　

    土曜日 　　　　　　11:00-15:00　

 ■住所：Kompagnistræde 23 1208 København K

 ■ウェブサイト：www.liebeshop.dk

 ■メールアドレス：susan@liebeshop.dk

 ■電話番号：+45 3393 1846

 ■クレジットカード： 可
 ■地図：https://goo.gl/Jvw7B3
 ■アクセス：コペンハーゲン中央駅、地下鉄Kongens Nytorv駅

(5) Designer Zoo
 デンマークデザインのセレクトショプ。ショップはギャラリーも兼ねているので、デンマークデザインの「今」を見

 ることができる。

 ■営業時間

    月曜日–木曜日  10:00-17:30

    金曜日  　　　　  10:00-19:00　

    土曜日 　　　　　 10:00-15:00　

 ■住所：Vesterbrogade 137 1620 København V

 ■ウェブサイト：www.dzoo.dk

 ■メールアドレス：info@dzoo.dk

 ■電話番号：+45 3324 9493

 ■クレジットカード：可

 ■地図：https://goo.gl/3zZhVm

 ■アクセス：Dybbølsbro駅、Enghave駅

5-6. デンマークのセール

ブラックフライデー
 11月の第4木曜日（感謝祭、Thanks giving）の翌日の金曜日。

 アメリカで始まった有名なセールの日だが、近年デンマークでも取り入れられた。

サマーセール
 6月頭から8月末まで。

ウィンターセール
 12/27以降。2月頭から2月末まで。
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5-7. おみやげ屋10選

(1) Royal Copenhagen
 日本でも人気の高い、1775年創業のデンマーク王室御用達陶磁器の本店。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　10:00-19:00　

　　土曜日 　　　　　  10:00-18:00　

    日曜日　　　　　　 11:00-17:00

 ■住所：Amagertorv 6 1160 København K

 ■ウェブサイト：www.royalcopenhagen.dk

 ■メールアドレス：customerservice@royalcopenhagen.com

 ■電話番号：+45 33137181

 ■クレジットカード：可

 ■地図：https://goo.gl/KwsfBF

 ■アクセス：Nørreport駅、地下鉄Kongens Nytorv駅

(2) Illums Bolighus
 5-4.デパートの(2)参照。

(3) Georg Jensen Silver
 ユニークなデザインの時計や各種アクセサリーが揃う。デンマーク王室御用達。

 ■営業時間

    月曜日–金曜日　 10:00-19:00

    土曜日 　　　　     10:00-18:00　

　  日曜日 　　　　     11:00-16:00

 ■住所：Amagertorv 4 1160 København K 

 ■ウェブサイト：www.georgjensen.com

 ■メールアドレス：flagshipstore@georgjensen.com

 ■電話番号：+45 3311 4080

 ■クレジットカード：可

 ■地図： https://goo.gl/maps/yRdtBm9QKZF2

 ■アクセス：Nørreport駅、地下鉄Kongens Nytorv駅
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(4) Designmuseum Danmark, shop
 デザインミュージアム内にあるショップ。デンマークデザインのお土産を買うならここ。 

 ■営業時間

　　火曜日–金曜日 12:00-16:00

 ■住所：Bredgade 68 1260 København K

 ■ウェブサイト：www.designmuseum.dk

 ■メールアドレス：info@designmuseum.dk

 ■電話番号：+45 3318 5656

 ■クレジットカード：可

 ■地図：https://goo.gl/XQrxuJ

 ■アクセス：地下鉄Kongens Nytorv駅

(5) Liebe
 5-5.雑貨屋の(4)参照。

(6) Designer Zoo
 5-5.雑貨屋の(5)参照。

(7) Copenhagen Souvenir Shop
 人魚姫、アンデルセン、バイキングのグッズなどコペンハーゲン

 定番のお土産が買えるお店。Østergade店の他に市内に三店舗

 ある（詳しくはホームページ参照）。オンラインでも購入可。

 ■営業時間

    月曜日–木曜日 10:00-18:00

　　金曜日　　　　　 10:00-19:00

　　土曜日　　　　　 10:00-16:00　

■住所：Østergade 11 1100 København K

■ウェブサイト：www.copenhagensouvenir.com（デンマーク語、英語）

■電話番号：+45 3336 2743

■クレジットカード：可

■地図：https://goo.gl/zlF4Qr

■アクセス：メトロKgs. Nytorv駅徒歩一分

■その他：Tax Free
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6.学校

6-1.デンマーク語学学校
 デンマーク語講座は受講者の教育水準やレベル（ビジネス、日常会話）、受講期間（短期集中など）、時間帯（

日中、夜間）によって細かく分かれており、自分にあったものを受講することができる。またオンライン授業を開

講しているところもある。語学学校によっては、無料で講座を受講することができる。

 (4) De Danske Sprogcentre

     デンマーク全域にある語学学校の組合

     居住地域から語学学校を検索可能

コペンハーゲン以外

　(1) Forum Business Language

     www.forumsprog.dk

 

　(2) Bernadotteskolen The International School 

     in Denmark

     www.bernadotteskolen.dk

 

　(3) IPC The International People’s College

     www.ipc.dk

 

  (4) ES Sprog

     www.es-sprog.dk

  (5) The Cosmo

     www.thecosmo.dk

コペンハーゲン
 (1) Copenhagen Language Center

　　無料

　　18歳以上

　　CPR number必須

　　オンラインコース

 (2) IA Sprog

    無料

    18歳以上

    CPR number必須

    オンラインコース

 (3) Sutdieskolen

    有料(2.5h/回で100DKK)

    18歳以上

    高校卒業程度の教育水準

    英語に堪能であること 

    CPRナンバー必須

    年8回の受講開始時期を選択
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  (6) Berlitz

     www.berlitz.dk

  (7) Skt. Josef’s International School 

     www.sktjosef.dk

　(8) Communication Matters

     www.com-mat.dk

 

  (9)Adeline Sproginstitut

6-2.英会話学校
デンマーク語学校と異なり、基本的にレッスン費

は有料。コペンハーゲンにある英会話学校は以

下。

 

  (1) AllBusinessEnglish

       www.allbusinessenglish.dk/

  (2) Berlitz

       www.berlitz.dk

  (3) Bjorn’s International School

       www.b-i-s.dk

  (4) Business Language Services

        www.bls.dk

  (5) Cambridge Institute

       www.cambridgeinstitute.dk

  (6) Copenhagen International School

       www.cis.dk
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  (7) EEC Language School

       www.eecsprogskole.dk

  (8) Global Denmark

       www.global-denmark.dk

  (9) Master Ling

       www.master-ling.dk

  (10) QuistMedia

        www.quistmedia.dk/english

  (11) Rygaards International School

       www.rygaards.com

  (12) Studieskolen

       www.studieskolen.dk

  (13) Virksomhedsskolen

       www.virksomhedsskolen.com
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7.イベント・祝日

7-1.イベント

2月
　・コペンハーゲンファッションウィーク

  　www.copenhagenfashionweek.com/

　・Winter Jazz

  　jazz.dk/en/vinterjazz-2016/frontpage/

3月
　・CPH:DOX(映画祭)

  　www.cphdox.dk/

5月
　・コペンハーゲンビールフェスティバル

　・コペンハーゲンカーニバル

　・コペンハーゲンマラソン

 　copenhagenmarathon.dk/en/

6月
　・Copenhagen Distortion

  　(ダンスミュージックとオーケストラの祭)

  　www.cphdistortion.dk/

　・ロスキレフェスティバル

  　www.roskilde-festival.dk/

7月
　・コペンハーゲンジャズフェスティバル

  　jazz.dk/en/vinterjazz-2016/frontpage/

　・世界サンタクロース会議

 　www.worldsantaclauscongress.com/en/

8月
　・Copenhagen Historic Grand Prix

  　www.chgp.dk/?lang=en

　・Copenhagen Pride

  　www.copenhagenpride.dk/en

　・Trailerpark Festival

  　（音楽とアートの祭）

  　www.trailerparkfestival.com/

　・Vanguard Festival（音楽祭）

  　vanguard-festival.com/

　・スカンジナビア・レゲエフェスティバル

　・コペンハーゲンクッキング

  　www.copenhagencooking.com/

　・コペンハーゲンファッションウィーク

  　www.copenhagenfashionweek.com/

　・コペンハーゲンアートウィーク

  　copenhagenartweek.dk/

10月
　・カルチャーナイト

  　www.kulturnatten.dk/en/culture-night

11月
　・CPH:PIX(映画祭）

  　http://cphpix.dk
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7-2.祝日(2016年度版)

1/1     新年

3/24   イースター前の木曜日

3/25   イースター前の金曜日

3/28   イースターの次の月曜日

4/22   イースターから数えて4回目の金曜日

5/1     メーデー

5/5     イースターから数えて40日目

5/16   イースターから数えて7回目の月曜日

6/5     建国記念日

12/24  クリスマスイブ

12/25  クリスマス

12/26  クリスマス2日目

12/31  大晦日

7-3.フリーマーケット
　コペンハーゲンではフリーマーケットが数多くあり、ヴィンテージのアクセサリーや家具、古着などを手軽に手

に入れることができる。

Ravnsborggade Flea Market
 たくさんのアンティーク用品やデザイナーズ家具などが並ぶ。

 ■地図

    http://www.fleamapket.com/listing/ravnsborggade-flea-market/

 ■開催日時

    春期　毎日曜日3月13日〜　10:00-16:00

    夏期　毎日曜日6月12日〜　10:00-16:00

    秋期　毎日曜日9月25日〜　10:00-16:00

    冬期　毎日曜日11月20日〜　10:00-16:00

Loppemarkedet Flea Market
 古着から家具まで数多く揃う規模の大きいフリーマーケット。

 ■地図

    http://www.fleamapket.com/listing/loppemarkedet-flea-market/

 ■開催日時

    月一度　金土日　8:00-17:00　（詳細はfacebookページにて要確認） 
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Remisen flea market
 室内で開かれるフリーマーケット。古着・靴・本・子ども用品などが

 売られる。

 ■地図：https://goo.gl/6QOQyL

 ■開催日時：土日　10:00-16:00

 ■その他：入場料10DKK

Nørrebrogade Flea Market
 狭く、長いストリートにぎっしりとアンティークショップが並ぶ。ヴィ 

 ンテージの家具や小物が多い。

 ■地図： https://goo.gl/maps/gvZpmuJWeP82

 ■開催日時：毎土曜日　3月〜10月　9:00-17:00

Thorvaldsen Flea Market
 20年以上続くフリーマーケット。ユニークなアンティーク用品が見

 物。

 ■地図：https://goo.gl/JtnAKw

 ■開催日時：毎金・土曜日　4月24日〜10月

Den Blå Hal Antiques Market
 たくさんのアンティーク家具・古着・美術品などが並ぶ。

 ■地図：https://goo.gl/rs7FF8

 ■開催日時：毎土日　10:00-16:00
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8.便利なデンマーク語

挨拶

Tak（タック）

 ：ありがとう

Mange tak（マンゲ タック）

 ：（たくさん）ありがとう

Tusind tak（トゥーシン タック）

 ：（1000回）ありがとう

Selv tak（セル タック）

 ：どういたしまして

Det var så lidt（デ バ ソ リット）

 ：大したことじゃないです。どういたしまして。

Tak for i dag（タック フォ イ デイ）

 ：今日一日ありがとう

Tak i lige måde（タック イ リー ムー）

 ：ありがとう

Vi ses （ビ シース）

 ：またね

Vi ses i morgen（ビ シース イ モーン）

 ：また明日の朝ね

Hej（ハイ）

 ：こんにちは

Hej hej（ハイ ハイ）

 ：さよなら

会話

Ja（ヤ）

 ：はい

Jo（ヨー）

 ：（否定の疑問に対して肯定の）はい

Nej（ナイ）

 ：いいえ

Undskyld（オンスキュル）

 ：すみません

Jeg kommer for sent（ヤ コマ フォー セント）

 ：遅れました

Jeg sov over mig（ヤ ソウ オウアー マイ）

 ：寝坊しました

Selvfølgelig：（セフリ）

 ：もちろん

Værsgo（ベァスゴ）

 ：どうぞ

Super（スパー）

 ：素晴らしい

Det ved jeg ikke（デ べ ヤ イケ）
 ：知りません。分かりません。

øl（ウル）
 ：ビール
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