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ユタ州ブライス
キャニオン国立公
ラスベガス
ネバダ州レイクミード
国立保養地／フーバーダム

ネバダ州ラスベガスからユタ州ブライスキャニオン国立公園へ

4 時間 12 分／403 キロメートル

ユタ州モアブからアリゾナ州ページへ

4 時間 26 分／439 キロメートル

アリゾナ州／ネバダ州レイクミード国立保養地／フーバーダム

3 時間 9 分／313 キロメートル

ユタ州ブライスキャニオン国立公園からモアブへ

アリゾナ州ページからユタ州ザイオン国立公園へ

4 時間 20 分／403 キロメートル

2 時間 23 分／191 キロメートル

ザイオン
国立公園

モアブ
ページ

ネバダ州ラスベガス

この旅の出発点は、
ネバダ州南部に広がる砂漠の中に忽然
と現れるネオンの街、
ラスベガス。
街の中心を貫くストリップ
（Strip）沿いには、趣向を凝らしたリゾートがずらりと並ん
でいます。
各リゾートでは、24 時間眠らないカジノ、有名シェ
フが腕を振るう斬新な食事を体験できるレストラン、有名ス
ターが出演するさまざまなショーやコンサートを楽しむこ
とができます。
宿泊先が高級リゾートだろうと中級ホテルだ
ろうと、
ショッピングが旅の楽しみの 1 つであることは変わ
りません。
高級品のショッピングがお好きなら、ザ・フォーラ
ム・ショップス・アット・シーザーズ（The Forum Shops at
Caesars）、ザ・ショップス・アット・クリスタルズ
（The Shops
at Crystals）、
ビアベラージオ（Via Bellagio）に行ってみ
ましょう。
お財布に優しいショッピングがご希望なら、
ストリッ
プの北の端にある、
ファッション・ショー・モール（Fashion
Show Mall）か、
ラスベガス・プレミアム・アウトレット（Las
Vegas Premium Outlets）がお勧めです。
ブティック、
レス
トラン、
バーが軒を連ね、
ライブミュージックを楽しめるダウン
タウン・コンテナ・パーク（Downtown Container Park）
は、
ユニークな屋外施設です。
そして、
きらびやかで魅惑的な
ラスベガスから時間かからない場所には、都会とはまったく
異なる魅力を持つバレー・オブ・ファイアー州立公園（Valley
of Fire State Park）があります。
ネバダ州で最も長い歴史
を持つこの州立公園では、1 億 5 千万年前にできた壮大な砂
岩、古代の岩面彫刻、数多くの野生生物を見ることができま
す。
ボブキャット、ジャックウサギ、
コヨーテなど、公園に生息
する動物の多くは夜行性ですが、人間の
「ナイトライフ」
とは
意味がまた違います。
宿泊地：ネバダ州ラスベガス

ラスベガスのフレモントストリート

ユタ州ブライスキャニオン

ネバダ州ラスベガスからユタ州ブライスキャニオン国立公園へ
4 時間 12 分／403 キロメートル

今日は、
バージン・リバー渓谷（Virgin River Gorge）とシー
ダーブレイクス国定公園 （Cedar Breaks National
Monument）の自然の円形劇場を通ってブライスキャニオン国
立公園（Bryce Canyon National Park）に向かいます。
ブライ
スキャニオンに到着したら、公園の 61 キロメートルの景色の良い
ドライブコースを辿り、観光やハイキングを気ままにお楽しみくだ
さい。
巨大なブライスアンフィシアター（Bryce Amphitheater）
へのハイキングは一度は体験するべきです。
この印象的な自然景
観は、
リム・トレイル・ハイキング・コースの下に位置し、
フードゥー

で埋め尽くされています。
フードゥーとは、明るい色の岩でできた、
細長く背の高い尖塔です。
朝日と夕日の両方を体験できるように、
この国立公園で数日間を過ごす計画を立てましょう。
そして、
サン
ライズポイント
（Sunrise Point）、
サンセットポイント
（Sunset
Point）、
インスピレーションポイント（Inspiration Point）、
ブ
ライスポイント
（Bryce Point）などの展望台からの景観を写真
に収めましょう。
暗くなった後も留まっていると、広漠たる満天の
星空が見られます。
宿泊地：ユタ州パンギッチ／ブライスエリア

ユタ州モアブのタレットアーチ

ユタ州ブライスキャニオン
国立公園からモアブへ
4 時間 20 分／403 キロメートル

砂岩でできた白いドームで有名なキャピトルリー
フ国立公園 （Capitol Reef National Park）
と、
「カテドラルバレー」のそびえ立つ石柱を通っ
て移動します。
アーチーズ国立公園 （National
Park）には、自然が生み出したアーチが 2000 以
上あり、その多くは、初心者から上級者までに対
応したさまざまなハイキングトレイルからアクセ
ス可能です。
コロラド川（Colorado River）とグ
リーン川 （Green River） の合流地点に位置す
るモアブは、
ラフティングが盛んな町です。
ラフティ
ングの魅力にとりつかれ、滞在を延ばしたくなる
かもしれません。
宿泊地：ユタ州モアブ

アリゾナ州アンテロープキャニオン

ユタ州モアブからアリゾナ州
ページへ
4 時間 26 分／439 キロメートル

今日は、
キャニオンランズ国立公園（Canyonlands National
Park）の観光に出かけます。
キャニオンランズはコロラド川に
浸食されてできた場所で、広大な砂漠に広がるメサや渓谷の雄
大な景色は一見の価値があります。
その後、
ナチュラルブリッジ
ズ国定公園（Natural Bridges National Monument）を訪
れます。
ここの見どころは、
ブリッジ・ビュー・ドライブ（Bridge
View Drive）やハイキングトレイルから見える 3 つの天然
の橋です。
モニュメント・バレー・ナバホ・トライバル・パーク
（Monument Valley Navajo Tribal Park）は切り立った
砂岩の丘で知られ、
これまでに多くのハリウッド映画のロケ地
として使われています。
近くにあるアリゾナ州ページの町は、ユ
タ州とアリゾナ州の州境にまたがっています。
ハウスボート、釣
り、
カヤック、
ラフティングで人気のパウエル湖（Lake Powel）
への玄関口となる町です。
ここに来たら、
アンテロープキャニ
オン（Antelope Canyon）とナバホキャニオン（Navajo
Canyon）、
レインボーブリッジ国定公園（Rainbow Bridge
National Monument）、
ホースシューベンド（Horseshoe
Bend）をぜひ訪問しましょう。
コロラド川の曲線がすばらしい
絶好の撮影スポットなので、
こちらも忘れてはいけません。
い
つまでも忘れられない体験をお望みなら、ヘリコプターや熱
気球に乗り、空からの贅沢な眺めをお楽しみください。
アクテ
ィビティの宝庫を満喫するには、少し長めに滞在をしたほう
がよいでしょう。
宿泊地：アリゾナ州ページ

アリゾナ州ページからユタ州の
ザイオンキャニオン国立公園へ
2 時間 23 分／191 キロメートル

ザイオン国立公園（Zion National Park）に
は、急勾配の赤い崖、渓谷、高くそびえる奇岩、
階段状の滝や川などの見どころがあります。
バージン川（Virgin River）に沿って歩いて
いると、滝や空中庭園を鑑賞できます。
それだ
けでなく、300 メートルの壁に挟まれた、6～9
メートルの川幅のザイオンキャニオン（Zion
Canyon）で最も幅が狭い部分のハイキング
にも挑戦しましょう。
このエリアは、素晴らしい
光と地形のおかげで、
あらゆるレベルの写真

家に人気の撮影スポットになっています。
運が
よければ、
カリフォルニアコンドル、
マウンテン
ライオン、
ビッグホーンシープなど、公園に生
息する野生生物の姿を見ることができるかもし
れません。
コロブ・キャニオンズ・ロード
（Kolob
Canyons Road）に沿って走るキロメートルの
景勝ドライブでは、深紅に染まる渓谷の風景や
ドラマチックな展望スポットを満喫できます。
宿泊地：ユタ州スプリングデール／ザイオンエリア

アリゾナ州、ネバダ州に
またがるレイクミード国立
保養地とフーバーダム
3 時間 9 分／313 キロメートル

ラスベガスに戻る途中、
レイクミード国立保
養地（Lake Mead National Recreation
Area）と素晴らしい光景が広がるフーバーダ
ム（Hoover Dam）を訪れます。
フーバーダム
にはダムの土台や天然温泉へと連なるハイキン
グトレイルのほか、興味や年齢を問わず誰もが
楽しめるアクティビティがあります。
宿泊地：ネバダ州ラスベガス

ユタ州ザイオン国立公園のデザートパールイン

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

