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ショッピング天国アメリカ

心躍るショッピング旅行で最高のアメリカを体験しません
か。
ニューヨーク市の旗艦店からマイアミビーチのブティック
やラスベガスのネオンに照らされた高級モールまで、アメリ
カには驚くほど多彩なショッピングセンターがあり、
アウトレ
ットモールで掘り出し物を探したり、デザイナーズショップで
オートクチュールを購入したり、地元経営のショップで特製ア

イテムを見つけたり、
さまざまなショッピング体験ができます。
ショッピングだけでなく、各都市で名所や観光スポットを訪れ
るための時間も十分に残しておきましょう。
まずは、
これから
ご紹介するアメリカ 10 州の最高のショッピング天国への旅
行を検討してみてください。

ニュージャージー州ケープメイ

アリゾナ州のフェニックスおよび
スコッツデール
1 日目

太陽が降り注ぐソノラ砂漠では、山と渓谷の感動な景色が迎えてくれます。
まずはフェニックス／
スコッツデールから南に 25 分車を走らせると、
チャンドラーに到着します。
フェニックス・プレミア
ム・アウトレット
（Phoenix Premium Outlets）の店舗数は 90 を超え、
プーマアウトレット
（Puma
Outlet）、
リーボックアウトレット
（Reebok Outlet）、
サックス・オフ・フィフス
（Saks Off 5th）、
アン
ダーアーマー（Under Armour）、
ナイキ・ファクトリー・ストア（Nike Factory Store）、GAP ファクト
リー（Gap Factory）、
コンバース
（Converse）、
アルマーニエクスチェンジ（Armani Exchange）な
どのショップが並んでいます。
ワイルド・ホース・パス＆カジノ
（Wild Horse Pass Hotel & Casino）
では、
ランチやカジノを楽しむことができます。
北へ 15 分足らずの場所にあるテンピのアリゾナ
ミルズ
（Arizona Mills）にも立ち寄ってみましょう。
ディズニー・ストア・アウトレット
（Disney Store
Outlet）、H＆M、
トミー・ヒルフィガー（Tommy
Hilfiger）、ジンボリー（Gymboree）、
クロックス
（Crocs）など、185 軒以上の店舗があります。
フェニックス／スコッツデールに戻ってから、
スパで
リラックスしたり、
ゴルフを 1 ラウンドプレイしたり山にハイキングに出かけたりできるかもしれま
せん。
その後にはディナーが待っています。

2 日目

アリゾナ州スコッツデール

この日は街に留まり、地元でショッピング三昧をお楽しみください。最初に訪れるのは、ビルトモ
ア・ファッション・パーク
（Biltmore Fashion Park）です。
ここには、
アップルストア（Apple Store）、
ウィリアムソノマ
（Williams Sonoma）、セフォラ
（Sephora）、
サックス・フィフス・アベニュー（Saks
Fifth Avenue）、
メイシーズ
（Macy’s）、ジョーマローン
（Jo Malone）、MAC コスメティックス
（MAC
Cosmetics）、
ロクシタン・アン・プロバンス
（L’Occitane en Provence）をはじめとするハイエンド
なブランドのショップが入っています。
ショッピングの後は、お待ちかねのランチです。
カリフォルニ
ア・ピザ・キッチン
（California Pizza Kitchen）、ジンバーガー・ワイン＆バーガー・バー（Zinburger
Wine & Burger Bar）、ザ・チーズケーキ・ファクトリー（The Cheesecake Factory）など豊富な選
択肢の中からお選びください。
車で 15 分ほど東に行ったところにあるスコッツデール・ファッショ
ン・スクエア（Scottsdale Fashion Square）では、
カルティエ（Cartier）、
プラダ
（Prada）、
サルヴァ
トーレフェラガモ（Salvatore Ferragamo）、
ブルガリ
（Bulgari）、
アヴェダ
（Aveda）、
キャロライナ
ヘレラ
（Carolina Herrera）、
デイビットユーマン
（David Yurman）、
ルイヴィトン
（Louis Vuitton）
、
ティファニー＆ Co.（Tiffany & Co.）、
ニーマンマーカス
（Neiman Marcus）などの一流ブランド
のショッピングを楽しむことがで きます。
ショッピング三昧の 1 日を過ごした後は、
オールド・タウ
ン・スコッツデール（Old Town Scottsdale）の町並みを散策しましょう。
人気のトロリーに乗って
疲れた足を休めるのもよいでしょう。
ブティックやギャラリー巡りをしたら、次は地元のレストラン
でお食事の時間です。
おすすめのレストランには、
ブートレガーズ・モダン・アメリカン・ステーキハ
ウス
（Bootleggers Modern American Smokehouse）、
ラスティ・スパー・サルーン
（Rusty Spur
Saloon）、
ノンナ・アーバン・イータリー（Nonna Urban Eatery）などがあります。

カリフォルニア州ロサンゼルス
1 日目

とびきり魅力的な街ロサンゼルスでは、朝からトーランスで高級品のショッピングか ープンエアスタイルのショッピングモール、ジ・アウトレット・アット・オレンジ（The
らはじめましょう。
向かう先は、
サウスベイきってのショッピングセンターの 1 つであ Outlets at Orange）でお得な掘り出し物を探しましょう。
このオープンエアのショッ
るデル・アモ・ファッション・センター（Del Amo Fashion Center）。
近代的な建築物、 ピングモールの店舗数は 120 を超え、
エアロポステール（Aeropostale）、
クロック
ヤシの木の並木、
さんさんと降り注ぐ太陽と、ロサンゼルスらしい要素が詰まったシ ス、
ニーマン・マーカス・ラストコール（Neiman Marcus Last Call）、
ノードストローム
ョッピングセンターです。
このショッピングセンターには 3 フロアにわたり 200 を超 ラック
（Nordstrom Rack）、
オールド・ネイビー・アウトレット
（Old Navy Outlet）、
プ
えるショップが入っています。
その例を挙げると、
ヒューゴボス
（Hugo Boss）、
ノード ーマアウトレット、
カルバンクライン
（Calvin Klein）をはじめとするアウトレットショッ
ストローム（Nordstrom）、
メイシーズ、シアーズ（Sears）、
アディダス（Adidas）、バ プが軒を連ねています。
カフェ・トゥ・トゥ・タンゴ（Café Tu Tu Tango）では、多彩な
ナナリパブリック
（Banana Republic）、
ディックス・スポーティング・グッズ
（Dick’s 味わいのタパスをつまみながら、
アーティストの実演を鑑賞し、作品を購入すること
Sporting Goods）、ザラ
（Zara）、
ディズニーストア（Disney Store）、
リーバイ・スト ができます。
おいしいアメリカ料理が食べたくなったら、
バッファロー・ワイルド・ウィ
ラウス＆ Co.（Levi Strauss & Co.）など。
ショッピング中の休憩によいアウトドアビ ングスやジョニーロケッツ
（Johnny Rockets）へどうぞ。
近くにあるダウンタウン・デ
レッジ（Outdoor Village）や、軽食を食べられるブリオ・コースタル・バー＆キッチン ィズニー・ディストリクト
（Downtown Disney District）のディズニー・ドレス・ショッ
（Brio Coastal Bar & Kitchen）、
バッファロー・ワイルド・ウィングス
（Buffalo Wild プ（Disney Dress Shop）では、
お気に入りのキャラクターの衣装が手に入ります。
他
Wings）、
ルシールズ・スモークハウス・バーベキュー（Lucille’s Smokehouse Bar- のブティックを覗いたり、
カクテルを片手にリラックスしたりしながら、
ディナーの時
B-Que）、P.F. チャンズ
（P.F.Chang’s）、ポップコーノポリス
（Popcornopolis）なども 間まで過ごしましょう。
カジュアルなファストフードから一流レストランまでよりどり
あります。午後はディズニーランド
（Disneyland）がある街アナハイムに向かい、オ みどりです。

ロサンゼルスのサンタモニカにあるパシフィックパーク

2 日目

今日の最優先事項は、
たとえウィンドウショッピングだけでも、
スターが集まるビバリーヒルズとロデオド
ライブを訪れること。
この界隈に集まる店の前には、バレンシアガ（Balenciaga）、ディオール（Dior）、
フ
ェンディ
（Fendi）、
プラダ、
ロレックス
（Rolex）、
ルイヴィトン、ジミーチュウ
（Jimmy Choo）など、
オートク
チュールの代名詞となっているデザイナーの名前が踊っています。
セレブの 1 人や 2 人を見かけること
があるかもしれません。
ビバリーヒルズ滞在中にぜひ訪れておきたいのが、ビバリーセンター（Beverly
Center）です。
ディーゼル（Diesel）、
プラダ、
ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）、ポロ・ラルフ・
ローレン
（Polo Ralph Lauren）、
グッチ
（Gucci）、
スティーブマッデン
（Steve Madden） 、
マイケルコース
（Michael Kors）、
コーチ
（Coach）といった高級店が目白押しです。
お腹がすいたら、
シェフ監修のメニュ
ーを楽しめるエッグスラット
（Eggslut）、
ファームハウス
（Farmhouse）、ヤードバード・サザン・テーブル＆
バー（Yardbird Southern Table & Bar）、
カルマーレ
（Cal Mare）などのレストランへどうぞ。
ショッピング
を一休みして、映画スターの自宅を巡るガイド付きツアーに参加するのもよいでしょう。交通至便のビバ
リーセンターがツアーの集合場所になっています。
1 日の締めくくりはビバリーヒルズでの食事です。
家庭
的な雰囲気のザ・ファーム・オブ・ビバリー・ヒルズ
（The Farm of Beverly Hills）や、少し洗練されたスパゴ
（Spago）をお試しください。

3 日目

この日はハリウッドの魅力を満喫する日です。
ハリウッド&ハイランド
（Hollywood & Highland）に赴き、
ラ
ッキーブランド
（Lucky Brand）、
ピンク
（PINK）、
ビクトリアズシークレット
（Victoria’s Secret）、MAC コス
メティックスなどのショップでお買い物をお楽しみください。
アカデミー賞授賞式の会場としておなじみの
ドルビーシアター（Dolby Theatre）の見学ツアーや、
ハリウッドブルバード
（Hollywood Boulevard）の散
策、
ハリウッド・ウォーク・オブ・フェイム（Hollywood Walk of Fame）、
グローマンズ・チャイニーズ・シアター
（Grauman’s Chinese Theatre）の見学も外せません。
次はサンタ・モニカ・ブルーバード
（Santa Monica
Boulevard）を進み、最近 10 億米ドルを投じた改装工事を経たウェストフィールド・センチュリー・シティ
（Westfield Century City）に向かいましょう。
店舗数 200 を超えるこのショッピングモールには、
アップ
ルストア、
アマゾンブックス
（Amazon
Books）、ボノボス
（Bonobos）、ジョーマローン、
アバクロンビー＆
フィッチ
（Abercrombie & Fitch）、ジョンハーディ
（John Hardy）、
テッドベイカー（Ted Baker）、J. クルー
（J.Crew）、
マイクロソフトストア（Microsoft
Store）など、
さまざまなテイストのショップが集まっていま
す。
食事場所には、
イータリー（Eataly）や、
シェイクシャック
（Shake Shack）、
ティプシーカウ
（Tipsy Cow）
、
ビッグ・フィッシュ・リトル・フィッシュ
（Big Fish Little Fish）などの有名店があります。屋外のアトリウムス
ペースでは、
コンサート、
ブロードウェイのショー、各種イベントが行われます。
その後は太平洋方面に向か
って車を西に走らせ、3 階からなるサンタ・モニカ・プレイス
（Santa Monica Place）でショッピングをしまし
ょう。
ここは、
バーニーズニューヨーク
（Barneys New York）、
ケイト・スペード・ニューヨーク
（Kate Spade
New York）、
ティファニー＆ Co.、
ダイアン・フォン・ファステンバーグ
（Diane von Furstenberg）、
ディズ
ニーストア、
ナイキ（Nike）を主体とするショッピングセンターです。
サンタ・モニカ・ピア（Santa
Monica
Pier）は、ショッピングの合間の息抜きに最適です。歴史あるロフ・ヒッポドローム・カルーセル（Looff
Hippodrome Carousel）に乗ったり、
サンタ・モニカ・ピア水族館（Santa Monica Pier Aquarium）を訪れ
たりしましょう。
サンタモニカにはレストランもたくさんありますが、昔からの人気店といえば、
ビーチらしい
リラックスした風情のビッグ・ディーンズ・オーシャン・フロント・カフェ
（Big Dean’s Ocean Front Café）で
す。
もう少し格式の高いレストランで食事をしたいときは、
ウォーターグリル（Water Grill）がおすすめです。

ビバリーヒルズのロデオドライブ

サンディエゴのガスランプクォーター

カリフォルニア州サンディエゴ
1 日目

サンディエゴから車で 20 分ほど南下したところにあるサンイシドロのラス・アメリ ニア（Ermenegildo Zegna）、
フェンディ、
プラダ、
ロベルトカバリ
（Roberto Cavalli）
カス・プレミアム・アウトレット
（Las Americas Premium Outlets）に向かいましょう。、エルメス（Hermes）、バレンチノ
（Valentino）などのデザイナーズブランドのショッ
コールハーン
（Cole Haan）、
ディズニー・ストア・アウトレット、
アルマーニアウトレット ピングが楽しめます。
夜はサンディエゴのダウンタウンの歴史地区、ガスランプクォー
（Armani Outlet）、
ディーゼル、
ラコステ
（Lacoste）、
ナイキ・ファクトリー・ストア、
リ ター（Gaslamp Quarter）に繰り出しましょう。
このあたりには人気のレストランやナ
ーバイ・ストラウス＆ Co.、
リーボック
（Reebok）などの一流ブランドのアウトレットシ イトスポットが集まっており、特別イベントが開催されることもあります。
イタリアの
ョップが揃っており、
バーゲンハンターにぴったりです。
次は北に戻り、
ミッションバレ 伝統料理をご所望なら、
デ・メディチ・クッチーナ・イタリアーナ（de’Medici Cucina
ー地区にあるオープンエアの高級ショッピングモール、
ファッションバレー（Fashion
Italiana）はいかがでしょうか。
パティオの席を確保すれば、ガスランプの雰囲気を満
Valley） を訪れます。
このショッピングモールでは、
ヒューゴボス、
エルメネジルドゼ 喫することができます。

2 日目

州間道路 5 号線を通って北上し、
パシフィック・コースト・ハイウ
ェイに入ってドライブをのんびり楽しみながら、美しいリゾート
地カールズバッドに向かいます。午前中は、カールズバッド・プ
レミアム・アウトレット
（Carlsbad Premium Outlets）でお買い
得品探しに精を出しましょう。
このアウトレットには、アシックス
（ASICS）、
チコズ
（Chico’s）、ベビー GAP（babyGap）、DKNY、
コ
ンバース、
オシュコシュビゴッシュ
（OshKosh B’gosh）、
リーボ
ック、ケイト・スペード・ニューヨーク、
トゥミ
（Tumi）などのショッ
プが軒を連ねています。
この地区に来たからには、カールズバ
ッドビレッジから眺める太平洋を目に焼き付け、
ランチを食べ
ながらリラックスしてから帰りましょう。
地元では、ボード＆ブルー
（Board & Brew）やキャンプファイア（Campfire）などが人気で
す。
パシフィック・コースト・ハイウェイを南に向かって走り、続いて
トーリーパインズ州立保護区（Torrey Pines State Reserve）を
抜けて州間高速道路 5 号線を進むと、
ビーチリゾートの街ラホ
ーヤの近くにあるウェストフィールド UTC（Westfield UTC）に辿
り着きます。
オープンエアスタイルのこの高級モールには、
アップ
ル（Apple）、
トゥミ、
ウィリアムソノマ、ザラ、
ノードストローム、ボノ
ボスなどのデザイナーズブランドや有名ブランドのショップが集
まっています。
このモールには屋内にスケートリンクまであります。
軽い食事なら、
シェイクシャック、
ビビゴ（Bibigo）、
クラフト・ピザ・
カンパニー（Craft Pizza Company）、
シーズンズ 52（Seasons
52） などでどうぞ。
あるいはラホーヤに向かい、太平洋を望むレ
ストランで食事をしてからサンディエゴに戻るのももう 1 つの選
択肢です。人気があるのは、絶景を望むビーチコテージ内にあ
るブロックト・ビラ・レストラン
（Brockton Villa Restaurant）です。

3 日目

サンディエゴのラ・ホーヤ・アンダーウォーター・パーク＆生態保護区

この日は終日サンディエゴに滞在します。サンディエゴ湾（San
Diego Bay）沿いのシーポートビレッジを訪れてショッピングを
楽しみましょう。
50 を超える地元のブティックやギャラリーで特
製品を探し、ベイフロントを散策したら、20 軒ほどあるレストラ
ンのどこかでランチの時間にしましょう。午後はショッピングを一
休みして、車で 20 分ほど先にある世界的に有名なサンディエゴ
動物園（San Diego Zoo）に足を延ばしてみては。
夜はウォータ
ーフロントに戻り、2 階に位置するシーフード料理レストラン、
トッ
プ・オブ・ザ・マーケット
（Top of the Market）でお食事を。
湾とコ
ロナド橋（Coronado Bridge）の眺めが自慢の店なので、屋外の
テーブルをリクエストしてみてください。

カリフォルニア州サンフランシスコ
1 日目

午前中はケーブルカーの目の前にあるユニオンスクエアで、サンフランシスコ中心部の観光、食事、ギャラリー巡
り、ショッピングを満喫します。
ナイキタウン（Niketown）、サックス・フィフス・アベニュー、ガンプス（Gump’s）、
ウィ
リアムソノマ、グッチといった高級店を探してみましょう。ユニオンスクエアの景色を楽しむなら、
メイシーズの上層
階にあるヒューバート・ケラーズのバーガー・バー（Hubert Keller’s Burger Bar）でランチはいかがでしょう。
ニー
マンマーカスのロタンダ
（Rotunda）では、
ステンドグラスが美しいドームの下でシャンパンと景色を堪能できます。
ランチの後は、
パウエルストリートから歩いてすぐ近くのウェストフィールド・サンフランシスコ・センター（Westfield
San Francisco Centre） に向かいましょう。
9 フロアから成るこのショッピングセンターには、
スチールとガラスで
できた幅 32 メートルのドームに覆われたアトリウムの下に 170 を超えるショップが並んでいます。
ブルーミングデ
ールズ
（Bloomingdale’s）の西海岸の旗艦店とアメリカで 2 番目に大きいノードストロームの支店もあります。
次
は、モールの目の前からケーブルカーに乗り、
フィッシャーマンズワーフに向かいましょう。途中でノブヒル、ロンバ
ードストリート、
アルカトラズなどが見えるので、
ちょっとした観光気分を味わうことができます。
フィッシャーマンズ
ワーフでは、
ギラデリスクエア（Ghirardelli
Square）に立ち並ぶ専門店でお買い物をお楽しみください。
有名なギ
ラデリ
（Ghirardelli）のチョコレートショップももちろんここにあります。
その後は、地元の人気店スコマズレストラン
（Scoma’s Restaurant）で食事をしたり、湾の美しい景色を堪能したりして過ごしましょう。
ホテルに戻る前に、
ブエ
ナ・ビスタ・カフェ
（Buena Vista Café）でアイリッシュコーヒーをお楽しみください。

2 日目

サンフランシスコを出発し、
パシフィック・コースト・ハイウェイを車で 45 分南下して、
ハーフ・ムーン・ベイを目指しま
す。
途中で記念撮影のために停車すると、もう少し時間がかかります。
風光明媚なドライブコースを走った後は、東に
30 分の場所にあるパロアルトを訪れて、ベイエリアのショッピングモール巡りを始めましょう。
スタート地点となる
のは、
スタンフォード・ショッピング・センター（Stanford Shopping Center）です。
オープンエアスタイルの高級モー
ルには、
ヒューゴボス、
カルティエ、エルメネジルドゼニア、エルメス、
ニーマンマーカス、
ルイヴィトン、
ティファニー＆
Co.、ザ・ノース・フェイス
（The North Face）、
アップルなどのショップが入っています。
ベイ周辺のショッピングはまだ
続きます。
次は車で 20 分のミルピタスに向かい、200 以上のアウトレットショップがあるグレートモール（Great Mall）
を訪れます。
アルマーニエクスチェンジ、カルバンクライン、
アバクロンビー＆フィッチ、
コンバース、DKNY、クロック
ス、
オールドネイビー（Old Navy）、ジンボリー、
ナイキ・ファクトリー・ストアで掘り出し物を探してみましょう。
ランチ
の時間までショッピングを満喫して、数多くのレストランのどこかで食事をしたら、ベイ付近を北上し、次の目的地で
あるプレザントンのストナーリッジ・ショッピング・センター（Stoneridge Shopping Center）に向かいます。
この区間
の移動時間は 30 分ほどです。
このショッピングセンターは、
メイシーズ、
ノードストローム、J.C.ペニー（J.C. Penney
Co.）、
シアーズを主体としていて、
そのショップリストには、
アップル、
アバクロンビー＆フィッチ、ザ・チルドレンズ・プレ
イス
（The Children’s Place）、
アヴェダ、ザ・レゴ・ストア（The Lego Store）、ポッタリーバーン
（Pottery Barn）、
キー
ルズ
（Kiehl’s）、ザラなど、160 店が名を連ねています。
サンフランシスコに戻るには、1 時間ほど西にドライブします。
途中でベイブリッジ（Bay Bridge）を渡ると、市街、
ゴールデンゲートブリッジ（Golden Gate Bridge）、
アルカトラズ島
（Alcatraz Island） の感動的な眺めを堪能できます。
食事をするならユニオンスクエアに出かけましょう。
高級店を
お探しなら、最高のシーフード料理が魅力のファラロン
（Farallon）はいかがでしょうか。もう少しカジュアルな雰囲
気の店なら、
おいしいフランス料理とイタリア料理を楽しめるスカラズビストロ（Scala’s Bistro）があります。

サンフランシスコのペインテッド・レディース

3 日目

サンフランシスコを早い時間帯に出発し、
ゴールデンゲートブリッジを渡ると 30 スティングに出かけ、
ナパバレーで気になった有名ワイナリーでランチにしましょう。
分ほどで港町サウサリートに到着します。
地中海風建築、
アートギャラリー、
ブティ ドメーヌカーネロス
（Domaine Carneros）では、
サーモンとキャビアなどの一口
ックやレストランが立ち並び、
サンフランシスコ湾（San Francisco Bay）を一望し 料理のテイスティングメニューと、
スパークリングワインとのペアリングをお試しく
ながら朝食を楽しむこともできます。
朝食の後は車で 75 分ほど北上し、
ナパ・プ ださい。
V. サトゥーイ・ワイナリー（V. Sattui Winery）では、見学とワインの試飲
レミアム・アウトレット
（Napa Premium Outlets）があるナパバレーに向かいま ができます。
このワイナリーのアルチザンデリ
（Artisan Deli）でワインやチーズ、肉
しょう。
トミー・ヒルフィガー、
アディダス、ナイキ・ファクトリー・アウトレット
（Nike 製品を買って、敷地内でピクニックをするのもおすすめです。
ディナーの時間まで
Factory Outlet）、
リーバイ・ストラウス＆ Co.、ゲス
（Guess）、ジンボリーなどの にサンフランシスコに戻り、市内でおいしい食事をお楽しみください。ベイブリッ
有名ブランドで、お得なお買い物をお楽しみください。午後はもちろんワインテイ ジの絶景を楽しめるウォーターバー（Waterbar）がおすすめです。

サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジ

フロリダ州マイアミ
1 日目

ドラルにあるマイアミ・インターナショナル・モール（Miami International Mall）から
スタートしましょう。
このショッピングモールには、
メイシーズ、シアーズ、H＆M、Gap、
ディズニーストア、ジンボリー、
サングラスハット
（Sunglass Hut）をはじめとする 140
以上のショップが入っています。
BJ’s レストラン＆ブルーハウス
（BJ’s Restaurant &
Brewhouse）、ザ・ナイフ
（The Knife）、
ライズパイズ
（Rise Pies）など、
レストランも
バラエティ豊富に揃っています。
マイアミビーチに向かい、
プールサイドで午後の時
間を過ごし、
スパでリラックスし、
ビーチで太陽と国際的な雰囲気を満喫するのもよ
いアイデアです。
サウスビーチに滞在し、
オーシャンドライブ
（Ocean Drive）界隈のす
てきなレストランで食事をしましょう。好みにかかわらず、味覚を満足させてくれるレ
ストランがきっと見つかります。
たとえば、
ア・フィッシュ・コールド・アバロン
（A Fish
Called Avalon）では、驚くほどおいしい地元のシーフード料理を味わうことができ
ます。本格的なおいしいキューバ料理なら、エミリオ＆グロリア・エステファンがオー
ナーを務めるラリオズ・オン・ザ・ビーチ
（Lario’s on the Beach）、
ステーキなら、
コリ
ンズアベニュー（Collins Avenue）と 15 番街（15th Street）の角にあるクオリティ・ミ
ーツ
（Quality Meats）へどうぞ。

2 日目

オーシャンドライブ

ビスケーンブルーバード
（Biscayne Boulevard）を南に向かって進み、
ケンダルにあ
るザフォールズ
（The Falls）を訪れましょう。
このショッピングモールには、
ブルーミン
グデールズ、
アップル、
メイシーズ、
アバクロンビー＆フィッチ、ジャスティス
（Justice）
、ジンボリー、
ラッキーブランド、マイケルコースなどのおなじみのブランドをはじ
め 100 を超える小売店が入っています。
オープンエアスタイルのこのモールで食事
をするなら、
イタリア料理のブリオ・トスカン・グリル（Brio Tuscan Grille）、中国料
理の P.F.チャンズ、子供向けの料理も揃うアメリカン・ガール・ビストロ（American
Girl Bistro） などの選択肢があります。
ランチの後は北にあるデードランドモール
（Dadeland Mall）までドライブしましょう。
このショッピングモールのショップとレス
トランの店舗数は 185 以上を数え、新しいファッションウィングには、
アーバンアウ
トフィッターズ
（Urban Outfitters）、
マイクロソフト
（Microsoft）、
テスラ
（Tesla）な
ど、
スタイリッシュなショップが入っています。
1 日の締めくくりは、
ハイエンドな専門
店やブティック、アートギャラリー、
レストラン、緑が豊かで美しく手入れされた街並
みがあるミラクル・マイル＆ダウンタウン・コーラル・ゲーブルズ
（Miracle Mile and
Downtown Coral Gables）で過ごしましょう。
フロリダ州南部を訪れたら一度は足
を運びたいショッピングモールです。何か軽く食べるなら、
フィッシュ・アンド・チップ
スが自慢のカジュアルなパブ、ザ・セブン・ダイアルズ
（The Seven Dials）や、
ミラクル
マイルに面していて 65 種類以上のテキーラが揃うプロモ・テキーラ・アンド・タコ・バ
ー（Plomo Tequila and Taco Bar）、
スペインのタパスとサングリアを味わえるブラ
ガストロバー（Bulla Gastrobar）へどうぞ。

マイアミのデザイン地区

3 日目

エバーグレーズの端に位置し、サンライズ（Sunrise）のフォートローダーデール クやレストランが集まるバル・ハーバー・ショップス
（Bal Harbour Shops）に足を
の西にあるソーグラスミルズ
（Sawgrass Mills）を訪れます。
店舗数 350 を超 運んでみては。
このモールは、セレブたちのお気に入りの場所でもあり、
トムフォー
えるアメリカ国内最大級のアウトレットモールです。
プラダ、アディダス、デシグア ド
（Tom Ford）、
バレンチノ、
トリーバーチ
（Tory Burch）、
プラダ、
オスカー・デ・ラ・
ル（Desigual）、ジョンバルベイトス
（John Varvatos）、
リーボック、
ヴィルブルカン レンタ
（Oscar de la Renta）、ジョルジオアルマーニ
（Giorgio Armani）、
キャロラ
（Vilebrequin） 、ベルサーチ
（Versace）、
オシュコシュビゴッシュ、UGG、ザ・ノース・ イナヘレラなどの伝説的なブランドがテナントに名を連ねます。
マイアミビーチに
フェイス、
ビーシービージーマックスアズリア（BCBGMAXAZRIA）の流行の品がお 戻り、
ギャラリー、
ブティック、
ブランドショップに立ち寄りながら、
リンカーンロード
得な値段で手に入ります。買い物に疲れたときは、
カリフォルニア・ピザ・キッチン、
（Lincoln Road）を散策しましょう。
多くのレストランでは屋内にも歩道に面したパ
ザ・チーズケーキ・ファクトリー、ジョニーロケッツ、P.F.チャンズでリラックスしなが ティオにもテーブルが用意されていて、サウスビーチの中心部のさまざまな風景
らエネルギーを補給しましょう。
ショッピングバッグが戦利品でいっぱいになった とざわめきを楽しみながら食事をすることができます。
ら、車で 1 時間ほどのマイアミに戻り、
トロピカルガーデンにデザイナーズブティッ

イリノイ州シカゴ
1 日目

シカゴから北上し、ガーニーミルズ
（Gurnee Mills）を目指します。
車を利用するなら
所要時間は約 1 時間。
電車を利用する場合は、
ウォーキガンまで約 90 分、
そこか
らモールまでタクシーで 25 分です。
車の場合は、
イリノイ州最大級のアウトレット
モールであるガーニーミルズに向かう途中で、
ミシガン湖畔を散策する時間も予定
に入れておくとよいでしょう。
モールの店舗数は 200 を超え、
トミー・ヒルフィガー、
ア
バクロンビー＆フィッチ、シアーズ、
ナイキ、
メイシーズ、H＆M、
バス・プロ・ショップス
（Bass Pro Shops）、
バナナリパブリック、
アディダス、
クロックスなどのショップで買
い物を楽しめます。
バッファロー・ワイルド・ウィングス、グレート・ステーキ＆ポテト・
カンパニー（Great Steak & Potato Company）、
レインフォレストカフェ
（Rainforest

シカゴのミレニアムパーク

Café）などのレストランもあります。
車でシカゴに戻る場合は、午後の過ごし方にいく
つかの選択肢があります。
テーマパークのスリル満点の乗り物や、
ウォーターパーク、
楽しいショーに興味がある方は、ガーニーミルズのシックス・フラッグス・グレート・ア
メリカ
（Six Flags Great America）に行ってみましょう。
静かに過ごしたい方は、
モー
ルから車で 25 分の場所にあるイリノイビーチ州立公園（Illinois Beach State Park）
でビーチや自然の中のトレイルを楽しんでみては。
シカゴに戻ったら、生演奏やエン
ターテインメントが繰り広げられ、数多くのレストランが集まるネイビーピア（Navy
Pier）で楽しい夜を過ごしましょう。
夏の間の水曜日または土曜日に訪れたなら、花
火と音楽が織り成す魅惑のショーをお見逃しなく。

シカゴのネイビーピア

2 日目

シカゴに滞在し、
ノース・ミシガン・アベニュー（North Michigan
Avenue）にあるマグニフィセントマイルの景色と喧騒をたっぷり
味わいます。
ザ・ショップス・アット・ノース・ブリッジ（The Shops
at North Bridge）、
ウォーター・タワー・プレイス
（Water Tower
Place）、900 ノース・ミシガン・ショップス
（900 North Michigan
Shops）という 3 つのショッピングセンターがあり、センター内
の店舗数は有名ブランド店、高級デザイナーズブティックや個性
的なブティックを合わせて 450 におよびます。
充実したラインナ
ップが揃っているので、好みや予算に合わせて誰もがお買い物
を楽しめます。
サックス・フィフス・アベニュー、
メイシーズ、
ブルー
ミングデールズ、
ノードストローム、グッチ、ルイヴィトン、シャネ
ル（Chanel）、カルティエ、ジョルジオアルマーニ、ナイキ、
ブルガ
リを見て回りましょう。ショッピングで歩き疲れて一休みしたくな
ったら、
おいしいバーガーの店セイフハウス
（Safe House）、高級
レストランのエディー V’s プライム・シーフード
（Eddie V’s Prime
Seafood）、
イタリア料理のココ・パッツォ・カフェ
（Coco Pazzo
Café）といった地元の人気店をお試しください。夜はディナーク
ルーズに乗船し、
ミシガン湖から望むシカゴの摩天楼に酔いしれ
てみませんか。
シカゴ・シアター・ディストリクトでディナーとショー
を楽しむのもおすすめです。

3 日目

オヘア国際空港からわずか 5 分の場所にあるファッション・ア
ウトレット・オブ・シカゴ（Fashion Outlets of Chicago）を訪れ
ましょう。
このショッピングモールは、空港に向かう途中にありま
す。
モールには手荷物預かりサービスがあるので、帰りの飛行機
に乗る直前でもショッピングを楽しむことができます。
モールの
店舗数は 130 を超え、
デザイナーズブランドや有名ブランドの
アウトレットの商品がお得な価格で手に入ります。
バーニーズニ
ューヨーク、ディズニー・ストア・アウトレット、サックス・オフ・フィ
フス、
ブルーミングデールズ、グッチ、カール・ラガーフェルド・パリ
（Karl Lagerfeld Paris）、
ニーマンマーカス、UGG、
ナイキ・ファク
トリー・ストア、ジミーチュウなどのショップがあるほか、サムソナ
イト
（Samsonite）もあるので、購入したものをすべて持ち帰るこ
とができます。

ボストンのファニエルホール

マサチューセッツ州ボストン
1 日目

この日はコプリープレイス
（Copley Place）からスタートします。
このショッピングモールは、ボスト
ンの歴史的に有名なバックベイエリアにある市内有数の一流ショッピングスポットです。
ホテル 2
軒とつながっており、多層階にショッピングやレストランが入っています。
店舗数は 75 を数え、
ティ
ファニー＆ Co.、
バーニーズニューヨーク、
ルイヴィトン、
クリスチャンディオール（Christian Dior）
、バーバリー（Burberry）、Gap、バナナリパブリック、ニーマンマーカスなどのショップがありま
す。
ガラス張りのスカイウォークを通って行くと、
プルデンシャル・センター・ボストン
（Prudential
Center Boston）のショッピングセンターに辿り着きます。
その店舗数は 70 を超え、
サックス・フ
ィフス・アベニュー、
ロード＆テイラー（Lord & Taylor）、ザ・ボディ・ショップ（The Body Shop）、
スワロフスキー（Swarovski）、
サングラスハットなどでのお買い物を楽しめます。
ランチは、
リーガ
ル・シー・フーズ
（Legal Sea Foods）、ザ・チーズケーキ・ファクトリー、52 階のトップ・オブ・ザ・ハ
ブ
（Top of the Hub）でどうぞ。
中央コートの近くのパブリックガーデンではコンサートやイベント
が開催されるので、訪れるときはイベントカレンダーをチェックしておきましょう。
午後はショッピ
ングを一休みして、ボストンコモン
（Boston Common）やフリーダムトレイル（Freedom Trail）を
散策しましょう。
トレイルには、
バンカーヒル記念塔（Bunker Hill Monument）、ポール・リビア・
ハウス
（Paul Revere House）、旧州議事堂（Old State House）などの見どころがあります。
時間
に余裕を持って旅を計画すれば、
ツアーをカスタマイズできます。
トレイルのどこから出発し、どこ
で終えるかは自由に決められます。
ディナーは、地ビールとパブフードを味わえるボストニア・パ
ブリック・ハウス
（Bostonia Public House）に行ってみましょう。

2 日目

ボストン名物の有名な市場からスタートします。
ボストンの海に面したエリアに 1742 年に建設
されたファニエルホール（Faneuil Hall）には、
ショップ、
レストラン、会議場、博物館と武器庫があ
ります。1 階にある 100 以上のショップで品定めをするだけでなく、周囲にあるクインシーマー
ケット
（Quincy Market）、
サウスマーケット
（South Market）、
ノースマーケット
（North Market）
という 3 つのマーケットも覗いてみましょう。
ボストン産のアート作品や工芸品のほか、
クラブツリ
ー＆イヴリン
（Crabtree & Evelyn）、
コーチといったおなじみのブランドの商品も手に入ります。
ボストン・チャウダ Co.（Boston Chowda Co.）、
ディックズ・ラスト・リゾート
（Dick’s Last Resort）
、
ウィックド・グッド・カップケーキ（Wicked Good Cupcakes）をはじめ、50 を超えるレストランや
キオスクがあります。
4 階では博物館と武器庫を見学できます。
入場は無料です。
午後は、少し歩
いてボストンハーバー（Boston Harbor）へ。
ボストン水族館（Boston Aquarium）の見学はいか
がでしょうか。
ボストン・ハーバー・クルーズ
（Boston Harbor Cruise）に乗船すると、ボストンの
歴史について学べるだけでなく、
アメリカで最も古い有人の灯台があるハーバーアイランズ国立
公園（Harbor Islands National Park）などの街の眺めを楽しむことができます。
シーフード料
理で有名なボストンに来たからには、
ウォーターフロントのボストン・セイル・ロフト
（Boston Sail
Loft）のおいしい食事で 1 日を締めくくりましょう。

ネバダ州ラスベガス
1 日目

早めの時間に出発し、
ラスベガス発の 40 分間のヘリコプター遊覧ツアーで、
グランドキャニオンを空か
ら堪能します。
こういったツアーはパピヨン
（Papillon）やマーベリック
（Maverick）などのツアー会社
で申し込めます。
ツアーでは、
フーバーダム（Hoover Dam）、
ミード湖（Lake Mead）、
グランドキャニオ
ン
（Grand Canyon）を上空から観光し、最後は渓谷の底に着陸します。
街に戻ったら、
まずはかの有名
なラスベガスストリップ（Las Vegas Strip）の観光に出かけましょう。
ダウンタウンの近くのラスベガス・
ノース・プレミアム・アウトレット
（Las Vegas North Premium Outlets）には、
ニーマン・マーカス・ラス
トコール、
アルマーニエクスチェンジ、
ナイキ・ファクトリー・ストア、
マークジェイコブス
（Marc Jacobs）
、ジミーチュウ、
リーバイ・ストラウス＆ Co.、Gap、
ディズニー・ストア・アウトレット、
ディーゼル、
コーチ、
ヒューゴボスをはじめ、150 を超えるデザイナーブランドや有名ブランドのショップが入っています。
夜
は、
ラスベガスの代表的なショーを楽しみましょう。
シルク・ドゥ・ソレイユ、セリーヌ・ディオン、
ブルー・マ
ン・グループ、
テリー・フェイターなどが人気を集めています。
ディナーには、
シーザーズパレス
（Caesars
Palace）のオールド・ホームステッド・ステーキハウス
（Old Homestead Steakhouse）や、ベラージオ
（Bellagio）のプライムステーキハウス
（Prime Steakhouse）をお試しください。
肩肘を張らずに食事
ができるカジュアルな店なら、
プラネットハリウッド
（Planet Hollywood）のゴードン・ラムゼイ・バーガ
ー（Gordon Ramsey Burger）や、ザ・パラッツォ
（The Palazzo）のラヴォ・イタリアン・レストラン＆ラウ
ンジ（Lavo Italian Restaurant & Lounge）あたりがよいでしょう。

2 日目

最初に訪れるのは、複合施設シティセンター（City
Center）にあるザ・ショップ・アット・クリスタルズ
（The Shops at Crystals）です。
このショッピングモールには、
ディオール、
カルティエ、
バレンシアガ、
ク
リスチャンルブタン
（Christian Louboutin）、
エルメス、
フェンディ、
ルイヴィトン、ジミーチュウ、
プラダ、
ベルサーチなどのデザイナーズブランドのショップが並んでいます。
ストリップを渡り、
ミラクル・マイル・
ショップス・ラスベガス
（Miracle Mile Shops Las Vegas）があるプラネット・ハリウッド・リゾート＆カジ
ノ
（Planet Hollywood Resort & Casino）に行ってみましょう。
ここには、
フレンチコネクション
（French
Connection）、
トゥルーレリジョン
（True Religion）、H＆M、MAC コスメティックス、ゲスなどのショップ
が入っています。
隣のパリスラスベガス
（Paris Las Vegas）では、
モン・アミ・ガビ
（Mon Ami Gabi）で遅
めのランチを。
パティオの屋外席に座り、
お食事とベラージオの午後の噴水ショーをお楽しみください。
ストリップを少し歩くと、
シーザーズパレスのザ・フォーラム・ショップス
（The Forum Shops）に到着し
ます。
このモールには、
グッチ、ベルサーチ、ジョルジオアルマーニ、
ディオール、
アップルなど、160 を超
えるショップが入っています。
「驚くべきショッピングモール」としてその名を轟かせているこのモール
は、もはやショッピングモールの域を超えています。
ローマにあるトレビの泉（Trevi Fountain）のレプ
リカばかりか、
アニマトロニクスを利用したフォール・オブ・アトランティス
（Fall of Atlantis）のショーが
上演され、50,000 ガロンの水槽でトロピカルフィッシュを観察できるアトランティス水族館（Atlantis
Aquarium）まであるのです。
ザ・ミラージュ
（The Mirage）で、引き続きストリップの見学を楽しみましょ
う。
ここには、ジークフリード・アンド・ロイズ・シークレット・ガーデン＆ドルフィン・ハビタット
（Siegfried
and Roy’s Secret Garden and Dolphin Habitat）や、日没後は一定間隔で噴火する火山のレプリカ
があります。
ファッション・ショー・モール（Fashion Show Mall）を訪れる時間も考慮しておくとよいで
しょう。
週末にはステージでファッションショーが開かれることがあります。
250 の有名なブランドやブ
ティックの中には、
ノードストローム、
ディラーズ
（Dillard’s）、
ルイヴィトン、
メイシーズ、
プーマ
（Puma）、
スコッチ＆ソーダ
（Scotch & Soda）、
ティファニー＆ Co.、
スティーブマッデン、
アップルなどがあります。
夜はラスベガスのダウンタウンと、
そこに集まる多彩なレストランを満喫してください。
フローリングの
床とクリスタルのシャンデリアが印象的なコモンウェルス
（Commonwealth）、軽食を提供するセラピ
ー（Therapy）、遊び心に満ちたアメリカの懐かしの味を味わえるカーソンキッチン
（Carson Kitchen）
をはじめ、多彩なテイストのレストランがあります。
勇気がある方は、賑やかな繁華街のフリーモントス
トリート
（Fremont Street）上空を滑空するスロットジラ
（Slotzilla）に挑戦してみてください。

ラスベガスのフレモントストリート

ラスベガスのラスベガスストリップ
3 日目

この日はベネチアン
（The Venetian）のザ・グランド・カナル・ショップス
（The Grand Canal Shoppes）で、
ストリップでのショッピングを引き
続き楽しみましょう。
バウマン・レア・ブックス
（Bauman Rare Books）からボッテガヴェネタ
（Bottega Veneta）、
バーバリー、
オートバイのハー
レーダビッドソン
（Harley-Davidson）、
サルヴァトーレフェラガモ、
リンクス・オブ・ロンドン
（Links of London）まで、多彩なショップやブティッ
クが揃っています。
モールの目玉となるのが、
イタリアのベニスにあるサンマルコ広場（St. Mark’s Square）のレプリカです。
人気のゴンドラが
浮かぶ運河沿いにショップがずらりと並んでいます。
ランチは、
サンマルコ広場にあるレストランで。
オペラの生の公演に耳を傾けましょう。
午
後はリゾートのプールでリラックスしましょう。
スパトリートメントを受けたり、
カジノで運試しをしたりすることもできます。
夜はザ・リンク
（The
LINQ）に足を運び、
ラスベガスの絶景を 360 度見渡せる世界最大の観覧車ハイローラー（High Roller）に乗ってみましょう。

ペンシルベニア州フィラデルフィア
1 日目

ダウンタウンを出発して 1 時間ほどでリメリックにあるフィラデルフィ ランチを楽しむ場所に最適です。ボーンフィッシュグリル（Bonefish
ア・プレミアム・アウトレット
（Philadelphia Premium Outlets）に到 Grill）、
カリフォルニア・ピザ・キッチン、
フォックス＆ハウンド
（Fox &
着します。
170 を超えるデザイナーブランドのショップが、
お買い得な Hound）、
シーズンズ 52、
シェイクシャック、ザ・チーズケーキ・ファクト
商品を提供しています。
さらに、ペンシルベニア州で購入する靴や衣 リーなどの飲食店が入っています。
ランチの後は、ジミーチュウ、
アッ
料品には売上税がかからないので、
コンバース、
アディダス、Gap、
デ プル、
アバクロンビー＆フィッチ、
ルイヴィトン、
ニーマンマーカス、
メイ
ィズニー・ストア・アウトレット、
メレル（Merrell）、
リーバイ・ストラウ シーズ、
ラグ＆ボーン
（rag & bone）、
アンタックイット
（UNTUCKit）、
ア
ス＆ Co.、
ナイキ・ファクトリー・ストア、ザ・ノース・フェイス、UGG、
トゥ ーバンアウトフィッターズ、
ディーゼルなど、400 ものショップやブティ
ルー・レリジョン・アウトレット
（True Religion Outlet）などでショッ ックでショッピングをお楽しみください。
フィラデルフィアには、約 30
ピング三昧をお楽しみください。
20 分ほど先にはバレーフォージ国 分で戻れます。
インディペンデンス国立歴史公園（Independence
立歴史公園（Valley Forge National Historical Park）があります。
こ National Historical Park）を訪れて、
アメリカの独立の象徴である
の公園は、
アメリカ初代大統領のジョージ・ワシントン司令官が率い 自由の鐘（Liberty Bell）を見学する時間も予定に入れておきましょ
た独立戦争の野営地だった場所です。
アメリカの歴史上で最も重要 う。
ディナーのおすすめは、
フランス料理風のバーフードを提供するザ・
な時代の物語を今に伝える歴史的建造物や記念碑を訪れましょう。 グッド・キング・タバン
（The Good King Tavern）、
またはデラウェア川
近くにあるキング・オブ・プロシア・モール（King of Prussia Mall）は （Delaware River）に停泊する復元船でアメリカ料理を提供するモシ
アメリカ最大級のショッピングモールで、ショッピングを再開する前に ュル（Moshulu）です。

Day 2

フィラデルフィアで過ごします。市内中心部の市庁舎の向かいにある
メイシーズ・センター・シティ
（Macy’s Center City）でのショッピング
からスタートします。由緒あるこの建物には、現在も使われている中
では最大のパイプオルガンがあるので、買い物をしながら無料のコ
ンサートに耳を傾けましょう。次に訪れるのは、地元経営のブティック、
ギャラリー、
レストラン 200 軒以上が入っているヨーロッパスタイル
のショッピングセンター、
リッテンハウスロー（Rittenhouse Row）で
すアルマーニエクスチェンジ、
ティファニー（Tiffany’s）、ザラ、アップ
ル、
ニコルミラー（Nicole Miller）、
ラグ＆ボーンでのショッピングをお
楽しみください。
たくさんあるレストランのどこかでランチにしましょ
う。
いち押しは、近くにあるクリーバーズ（Cleavers）。
フィリー・チーズ
ステーキ・サンドイッチは、店内で食べることも、
テイクアウトすること
もできます。
午後は屋外のアートギャラリーであるフィラデルフィア・ミ
ューラル・アート・プログラム（Philadelphia Mural Arts Program）に
ついて学びましょう。
壁画検索アプリをダウンロードして、街中の建物
を彩るすばらしいアートを探し出してみてはいかがでしょうか。落書
きをやめさせるために 1984 年に始まったこのプログラムのおかげで、
現在 3,600 点以上の屋外作品を鑑賞できます。

フィラデルフィアのインディペンデンス国立歴史公園

ニューヨーク州ニューヨ
ーク市
1 日目

ニューヨーク市のオキュラス

マンハッタンから、
パストレイン
（Port Authority Trans-Hudson／PATH）
に乗ってジャージーシティのニューポートに向かいます。車の場合は、ホー
ランドトンネル（Holland
Tunnel）を通り、
ニューポートセンター（Newport
Centre）、
ニューポートクロッシング
（Newport
Crossing）、
ニューポートプ
ラザ（Newport Plaza）の 3 つのショッピングセンターを目指しましょう。
ニュ
ージャージー州で購入する靴や衣料品には売上税がかかりません。ニュー
ポートセンターには、
フォッシル（Fossil）、アルマーニエクスチェンジ、シアー
ズ、ザ・ボディ・ショップ、ザラをはじめとする 130 以上のショップがあります。
ニューポートプラザには、電気店大手のベストバイ
（Best Buy）とインテリア
用品の店ピア 1 インポーツ
（Pier 1 Imports）が入っています。
ニューポートク
ロッシングはモデルズ・スポーティング・グッズ
（Modell’s Sporting Goods）
を主体とするショッピングセンターです。ジャージーシティのハドソン・リバー・
ウォーターフロント・ウォークウェイ
（Hudson River Waterfront Walkway）
沿いを散策すると、
マンハッタンの摩天楼の景色を堪能できます。軽い食事
には、アジアスタイルのパブ料理を楽しめるピギーバックバー（Piggyback
Bar）のようなレストランはいかがですか。
ランチの後は、エクスチェンジプレ
イス
（Exchange
Place）からパストレインに乗ってマンハッタンに戻るか、車
の場合はホーランドトンネルを通り、150 以上の店舗を擁するダウンタウンの
ショッピングの新名所であるウェストフィールド・ワールド・トレード・センター
（Westfield World Trade Center）に向かいます。
このショッピングセンター
には、ペンハリガン
（Penhaligon’s）、
アップル、
モレスキン
（Moleskine）、ロン
ジン
（Longines）、
ケイト・スペード・ニューヨーク、
ラコステ、
フォッシル、
ハワイ
アナス（Havaianas）、
コールハーンなどの有名ブランドやブティックが揃って
います。
ショッピングの後は、9/11 メモリアルミュージアムを訪れ、
バッテリー
パーク
（Battery Park）まで歩くと、
ニューヨーク港（New York Harbor）と自
由の女神像（Statue of Liberty）の絶景が目に飛び込んできます。
サウス・スト
リート・シーポート
（South Street Seaport）に赴き、
ブルックリン橋（Brooklyn
Bridge）を歩いて渡ることもできます。食事は、多彩なレストランが集まるイ
ーストビレッジ（East Village）またはウェストビレッジ（West Village）でどう
ぞ。
セブンスアベニューとウェイバリーの交差点にある地元の名店モランディ
（Morandi）で、季節の食材を使ったイタリア料理などはいかがでしょうか。

2 日目

早い時間にマンハッタンを出発し、
リンカーントンネル（Lincoln Tunnel）と州間
道路 87 号線を通り、
ニューヨーク州セントラルバレーにあるウッドベリー・コモ
ン・プレミアム・アウトレット
（Woodbury Common Premium Outlets）を訪れま
す。
この旅にはレンタカーがあると便利です。車なら、90分ほどで到着します。道
中では美しい景色を楽しむことができます。
ウッドベリーコモンの店舗数は、
アル
マーニアウトレット、
プラダ、ヴィルブルカン、ベルサーチ、
トムフォード、UGG、
アン
タックイット、グッチ、ザ・ノース・フェイス、
スコッチ＆ソーダ、
リーボック、サックス・
オフ・フィフスなど、220 以上を数えます。
シェイクシャック、
メルトショップ（Melt
Shop）、ジャストサラダ
（Just Salad）といったレストランも併設しています。
マンハ
ッタンに戻るときは、ベアーマウンテン州立公園（Bear Mountain State Park）と
美しいハドソン渓谷を通って少し遠回りすると、崖の上からハドソン川（Hudson
River）とその先の景色を一望できます。
国道 9W 号線をナイアック方面に向かい、
こののどかな川辺の街で早めのディナーとしましょう。
メインストリートにあるブ
ロードウェイビストロ（Broadway Bistro）では、落ち着いた雰囲気の店内で上質
なイタリア料理を味わうことができます。
パリセーズ・インターステート・パークウ
ェイ
（Palisades Interstate Parkway）をそのまま進み、ジョージ・ワシントン・ブリ
ッジ（George Washington Bridge）を渡ると、
その先はもうマンハッタンです。

3 日目

この日はマンハッタンならではのショッピングを満喫しましょう。
まずは、世界に
名だたるフィフスアベニュー（Fifth Avenue）からスタートです。
かつてヴァンダー
ビルト家の邸宅（Vanderbilt Mansion）であった歴史的建造物のバーグドルフグ
ッドマン
（Bergdorf Goodman）や、
ココ・シャネルのファッションをアメリカに初
めて紹介したことで知られるヘンリベンデル（Henri Bendel）でお買い物をしま
しょう。
コスメ、
ハンドバッグ、高級品を扱う多彩なショップがあなたを待っていま
す。ロード＆テイラーとサックス・フィフス・アベニューの旗艦店なら、お探しのも
のがきっと見つかります。
一区画全体を占め 9 階まであるサックスには、
ルイヴ
ィトン、グッチ、ベルサーチ、サルヴァトーレフェラガモ、アルマーニ、バレンチノな
ど、ほぼすべてのデザイナーズブランドが集まっています。
ランチには、人気レスト
ランが集まるタイム・ワーナー・センター（Time Warner Center）に向かいましょ
う。
中でも、
パーセ
（Per Se）、
マサ（Masa）、
モモフク・ヌードル・バー（Momofuku
Noodle Bar）、
ブルーバードロンドン
（Bluebird London）がおすすめです。
ザ・シ
ョップス・アット・コロンバス・サークル（The Shops at Columbus Circle）で買い
物三昧を楽しんだら、
タイム・ワーナー・センターの向かい側にあるセントラルパ
ーク
（Central Park）で一休みして、公園の光景を眺めてみましょう。
中心にベセス
ダの噴水（Bethesda Fountain）があるベセスダテラス
（Bethesda Terrace）を
訪れ、公園内に延びる並木道ザ・モール（The Mall）を散策し、有名作家の像を見
学しましょう。手漕ぎボートを借り、都会の喧騒から離れて湖の上で静かな時間
を過ごすのもよいでしょう。夜は、
タイムズスクエアにあるサルディズ（Sardi’s）で
プレシアターディナーを楽しんでから、
ブロードウェイのショーを満喫してください。

ニューヨーク州のハドソン渓谷

テキサス州ダラス・フォート
ワース
1 日目

フォートワースでのショッピングはザ・ショップス・アット・クリアフォーク（The
Shops at Clearfork）からスタートします。
ニーマンマーカスが主体のこのショッ
ピングモールには、
ルイヴィトン、
バーバリー、
テスラ、
ティファニー＆ Co.、
トミー
バハマ
（Tommy Bahama）、
トリーバーチなどの高級ブランドが入っています。
お
腹がすいたら、B＆B ブッチャーズ＆レストラン
（B&B Butchers & Restaurant）、
ルナグリル（Luna Grill）、
ツウィグス・ビストロ・アンド・マティーニ・バー（Twigs
Bistro and Martini Bar）からお選びください。
次に立ち寄るのは、
ユニバーシテ
ィ・パーク・ビレッジ（University Park Village）。
洗練されたこのショッピングセ
ンターには、
バナナリパブリック、
アップル、J. クルー、Gap、ポッタリーバーン、
ウィ
リアムソノマが入っています。
フォートワースで必見の見どころといえば、
フォート・
ワース・ストックヤーズ国立歴史地区（Stockyards National Historic District）
です。
毎週金曜日と土曜日の午後 8 時は、
ストックヤーズ・チャンピオンシップ・
ロデオ
（Stockyards Championship Rodeo）の時間です。
毎日午前 11 時30分
と午後 4 時には、
エクスチェンジアベニュー（Exchange Avenue）でフォートワー
スの牛追い
（Fort Worth Herd Cattle Drive）を見学できます。
もっとショッピング
を楽しむなら、ジュエリー専門店や帽子店を訪れたり、ゼネラルストア（General
Store）を覗いたりしてみましょう。夕食の時間までショッピングを楽しみ、
リスッ
キーズバーベキュー（Riscky’s Barbeque）でご当地グルメを満喫してください。
2日目

ダラスフォートワース国際空港の真北にあるグレープバインミルズ（Grapevine
Mills）の店舗数は 180 以上を数えます。
トゥルー・レリジョン・アウトレット、
アン
ダーアーマー、ザ・チルドレンズ・プレイス、
シアーズアウトレット
（Sears Outlet）、
プーマアウトレット、
オールド・ネイビー・アウトレット、
オシュコシュビゴッシュ、
ナ
イキ・ファクトリー・ストア、
ニーマン・マーカス・ラストコールなどのショップが入
っています。
一休みしてエネルギーを補給するには、
チャック E. チージズ
（Chuck
E. Cheese’s）、
レインフォレストカフェ、
グレートラップス
（Great Wraps）へどう
ぞ。
このモールには、
シー・ライフ・グレープバイン水族館（Sea Life Grapevine
Aquarium）とレゴランド・ディスカバリー・センター（Legoland
Discovery
Center）が併設されているだけでなく、
ミニトレインやメリーゴーランドに乗る
こともできます。
1
日の締めくくりには、
グレープバイン・アーバン・ワイン・トレ
イル（Grapevine Urban Wine Trail）を訪れて、
クロス・ティンバーズ・ワイナリー
（Cross Timbers Winery）、
グレープ・バイン・スプリングス・ワイナリー（Grape
Vine Springs Winery）などでヴァライエタルワインの試飲をお楽しみください。

ダラスのオールド・レッド・ミュージアム

3 日目

ダラスのウェストエンド歴史地区

この日は近場で過ごします。最初に訪れるのはガレリアダラ
ス
（Galleria Dallas）。
200 超のショップに加えて、
アイススケ
ートリンクや、イタリア・ミラノのヴィットーリオ・エマヌエーレ
2 世のガッレリア（Galleria Vittorio Emanuele II）を模した
ガラスの天井があるのが特徴です。店内には、アメリカンガー
ル（American Girl）、
ブルックストーン
（Brookstone）、
バナナ
リパブリック、ザラ、
ティファニー＆ Co.、
バッチェンドルフズジュ
エラー（Bachendorf’s Jeweler）、
スワロフスキー、
ノードスト
ローム、オールドネイビー、
メイシーズ、
ラッキーブランドなど
の小売店が軒を連ねます。食事は、
ノードストローム・マーケ
ットプレイス・カフェ
（Nordstrom Marketplace Café）、
ファ
イブガイズ
（Five
Guys）、
アメリカン・ガール・ビストロをはじ
めとする 30 軒の飲食店で楽しむことができます。
ダラスのダ
ウンタウンに行く途中に、ザ・プラザ・アット・プレストン・セン
ター（The Plaza at Preston Center）に立ち寄りましょう。
オ
ープンエアのモールには、オービス（Orvis）、ナードズナチュラ
ル（Nardo’s Natural）、
ケンドラスコット
（Kendra Scott）、
バッ
チェンドルフズ（Bachendorf’s）のショップ、そしてトゥルー・フ
ード・キッチン
（True Food Kitchen）やネクター・ジュース・バー
（Nekter Juice Bar）などの飲食店が入っています。
今日もう 1
軒立ち寄るのはハイランド・パーク・ビレッジ（Highland Park
Village）です。
このライフスタイルセンターには、
エルメス、
アレ
クサンダーマックイーン
（Alexander McQueen）、
バレンシア
ガ、
バレンチノ、
ステラマッカートニー（Stella McCartney）、
エ
スカーダ
（Escada）、
トリーナターク
（Trina Turk）、ジミーチュ
ウ、
フェンディなどのショップが入っています。食事なら、
ファチ
ーニ
（Fachini）、
カフェパシフィック
（Café Pacific）、
ビストロ 31
（Bistro 31）でどうぞ。
ダラスで外せない観光スポットの 1 つ
が、
ディーリープラザ（Dealey Plaza）にあり、
アメリカ大統領ジ
ョン F. ケネディの生涯と伝説を紹介するシックスス・フロア・ミ
ュージアム（Sixth Floor Museum）と、
ウェストエンド歴史地区
（West End Historic District）にあるジョン F. ケネディ・メモリ
アル・プラザ（John F. Kennedy Memorial Plaza）です。
ダラス
を訪れたら、
ダコタズステーキハウス
（Dakota’s Steakhouse）
または Y.O. ランチステーキハウス
（Y.O.Ranch Steakhouse）
でステーキを食べずに帰るわけにはいきません。
どちらの店も
ダウンタウンにあります。

テキサス州ヒューストン（HOUSTON, TEXAS）
1 日目

2日目

午前中は、375 超のショップ、飲食店 30 軒、
ホテル 2 軒、
アイススケートリンクを 午前中は、
スパやプールでリラックスしたり、
ゴルフをするなどして過ごします。
さ
擁するザ・ガレリア（The Galleria）を訪れます。
ショッピングなら、
サックス・フィ まざまな施設が充実しているヒューストンなら、どのような希望も叶います。午
フス・アベニュー、
ノードストローム、
アバクロンビー＆フィッチ、
ニーマンマーカス、 後は、並木道沿いに高級ブティックやデザイナーズショップが軒を連ねるリバー・
アヴェダ、
シャネル、
プラダ、
アディダス、ポルシェデザイン
（Porsche Design）、
ロ オークス・ディストリクト
（River Oaks District）でショッピングを再開しましょう。
レックス、
ティファニー＆ Co.へ。
高級ダイニングはノブ
（Nobu）、
デル・フリスコズ・ ディオール、
トムフォード、
ダビドフ・オブ・ジュネーブ
（Davidoff of Geneva）、
エ
ダブル・イーグル・ステーキハウス
（Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse）、
カ ルメス、
ヴァンクリーフ＆アーペル（Van Cleef & Arpels）、
ステラマッカートニー、
ジュアルなお店ならシェイクシャックやチポトレ・メキシカン・グリル（Chipotle ロベルトカバリにて、買い物を思う存分お楽しみください。
ディナーの時間まで
Mexican Grill）がおすすめです。
ヒューストンを訪れたら、
ヒューストン宇宙セン 滞在し、最高レベルの食とサービスを体験しましょう。
ステーキ 48（Steak 48）の
ター（Space Center Houston）を見ずに帰るわけにはいきません。
ここではアメ プライムステーキ、ジェームズ・ビアード賞に輝いたシェフが率いるザ・タック・ル
リカの宇宙探査プログラムの歴史や未来について学ぶことができます。
ーム（The Tuck Room）で時間をかけて味わう食事、
パリにいる気分を味わえる
トゥールーズ（Toulouse）など、選択肢はさまざまです。
手軽でおいしい食事なら、
イースト・ハンプトン・サンドイッチ Co.（East Hampton Sandwich Co.）の手作
りサンドイッチ、
ラップ、
サラダやスープがおすすめです。

ヒューストン宇宙センター

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の GoUSA.jp をご覧ください。

