
南部の
海岸と山々

ジョージア州 - ノースカロライナ州 - テネシー州 - サウスカロライナ州



南部の海岸と山々

ジョージア州アトランタからノースカロライナ州アッシュビルへ     3 時間 22 分／319 キロメートル
ノースカロライナ州アッシュビルからシャーロットへ     2 時間 10 分／202 キロメートル
ノースカロライナ州シャーロットからサウスカロライナ州マートルビーチへ   3 時間 21 分／283 キロメートル
サウスカロライナ州マートルビーチからチャールストンへ     2 時間 3 分／158 キロメートル
サウスカロライナ州チャールストンからジョージア州サバンナへ     1 時間 59 分／174 キロメートル
ジョージア州サバンナからアトランタへ     3 時間 49 分／399 キロメートル
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ジョージア州アトランタ
アトランタで特におすすめの観光スポットといえば、ジョージ
ア水族館（Georgia Aquarium）とワールド・オブ・コカコーラ

（World of Coca Cola）です。特にワールド・オブ・コカコーラ
では、世界各国のコーラを無料で味わえるコーナーにぜひ立ち
寄ってみましょう。その次は、少し目先を変えて、国立市民権・人
権博物館（National Center for Civil and Human Right）
はいかがでしょうか。市民権運動に関する充実した展示物を通
して、アトランタの豊かな歴史を垣間見ることができます。日が
暮れてきたら音楽を聴きながらリラックスしましょう。大規模な

コンサートホールから隠れ家のようなクラブまで、生演奏を楽
しめる場所は簡単に見つかります。小腹が空いたら、アトラン
タに本店があるレストランチェーンのワッフルハウス（Waffle 
House）で「ハッシュブラウン」ポテトと名物のワッフルでエネ
ルギーをチャージ。少し食べ過ぎてもご安心を。小さな庭園
が集まる、緑豊かなアトランタ植物園（Atlanta Botanical 
Garden）を散歩すればカロリー消費にもなり一石二鳥です。
宿泊地：ジョージア州アトランタ

アトランタのジョージア水族館



ジョージア州アトランタから 
ノースカロライナ州アッシュビルへ

グレートスモーキー山脈国立公園 （Great Smoky Mountains 
National Park） に行くには、まず北上してテネシー州に入り、
次にノースカロライナ州に入ります。アメリカで最も来訪者数が
多いこの国立公園は、アパラチア地方南部の豊かな文化に恵ま
れ、季節ごとに美しい山の風景が楽しめる場所として世界的に
知られています。この公園では、各自のスキルや体力に合った
アクティビティが楽しめます。絶景の中のドライブもそのつ。テ 
ネシー州ガットリンバーグのローリング・フォーク・モーター・ネ
イチャー・トレイル （Roaring Fork Motor Nature Trail） な
ど、車の中から滝が眺められるルートもあります。もう少しアク
ティブに自然を楽しみたい方は、雄大な滝を目指してハイキン
グしましょう。リトル・リバー・ロード （Little River Road） 沿い
は景勝スポットの宝庫。シンクス （Sinks） 滝など、道路からの
簡単なハイキングでアクセスできる見どころがあります。川が S 
字にカーブしている所にできたシンクス滝の天然のプールは、
巨大な石に囲まれています。この後、ノースカロライナ州アッシ
ュビルに向かい、そこからブルーリッジ・パークウェイ （Blue 
Ridge Parkway）に入って、アメリカ有数の風光明媚なドライ
ブを楽しみましょう。美しい山を眺めたり、自然の風景の中をハ
イキングやサイクリング、乗馬で巡ったりと、さまざまな楽しみ方
ができます。庭園とワイナリーを併設したフレンチルネサンス様
式の大邸宅、ビルトモアエステート （Biltmore Estate）など、
パークウェイの沿道にあるアッシュビル地域の観光地にも足を
伸ばしてみましょう。ギャラリーや醸造所、カフェ巡りを楽しみた
い時は、すぐ近くにあるアッシュビルの中心部へ。地元のカフェ
の多くは有機食材を使ったメニューを提供しており、活気に満
ちたフード＆ドリンクシーンを体験できます。
宿泊地：ノースカロライナ州アッシュビル

ノースカロライナ州アッシュビルのカタウバフォールズ

3 時間 22 分／319 キロメートル



ノースカロライナ州アッシュビルからシャーロットへ

ノースカロライナ州シャーロットにあるナスカーの殿堂
（NASCAR Hall of Fame） でピットストップのシミュレー
ションをぜひ体験してください。その後は、シャーロット・ 
モーター・スピードウェイ （Charlotte Motor Speedway） 
でレースを観戦したり、レーシングカーを運転したりしてみては
いかがでしょうか。スポーツファンなら、カロライナパンサーズ
のアメリカンフットボールの試合や、シャーロットホーネッツの
バスケットボールの試合、あるいはシャーロットナイツの野球
の試合も楽しめます。ホワイトウォーターラフティングやジップ

ライン、ロッククライミングなど、エキサイティングなアクティ
ビティを体験したい方は、合衆国国立ホワイトウォーターセ 
ンター （U.S. National Whitewater Center） へ向かいま
しょう。シャーロットは文化的な見どころも充実しています。ミ
ント・ミュージアム・アップタウン（Mint Museum Uptown） 
の国際的なクラフトデザインのコレクション、レビンニューサ
ウス博物館 （Levine Museum of the New South）の伝
聞歴史資料やその他の示唆に富んだ展示品は見逃せません。
宿泊地：ノースカロライナ州シャーロット

合衆国国立ホワイトウォーターセンター

2 時間 10 分／202 キロメートル



ノースカロライナ州 
シャーロットから 
サウスカロライナ州 
マートルビーチへ

サウスカロライナ州マートルビーチは、大西洋沿
岸の典型的なビーチタウンです。金色に輝く砂浜
で貝殻探しに興じた後は、オープンエアスタイ
ルのショップや地元料理を提供するレストラン
が軒を連ねるブロードウェイ・アット・ザ・ビーチ 

（Broadway at the Beach） へ向かいましょ
う。この町では、ウォーターパークやヘリコプタツ
アーなど、さまざまな観光を楽しめます。リプリー
水族館 （Ripley’s Aquarium） では、動く歩道
に乗ってアカエイやサメが泳ぐ水槽を見て回るこ
とができます。ドルフィン・ウォッチング・クルーズ
のほか、ワニや野鳥の生息地を訪れる湿地帯ツ
アーなど、野生動物の観察を目的としたさまざ
まなツアーが実施されています。数日間滞在し
て、いろいろなアクティビティを楽しみながら、海
辺のリゾートを満喫してみてはいかがでしょう。
宿泊地：サウスカロライナ州マートルビーチサウスカロライナ州マートルビーチ

3 時間 21 分／283 キロメートル



サウスカロライナ州マートルビーチからチャールストンへ

マートルビーチから海岸沿いを 30 分ほど南下し、グラン
ドストランド （Grand Strand） の南端まで行くと、静か
で気さくな雰囲気のポーリーズアイランド  （Pawley’s 
Island） に到着します。ここは糸杉を使用した木のコ 
テージがあることで知られており、広大な沼地、川、海岸の
州立公園と、アウトドアアクティビティにぴったりの環境が
揃っています。フランシスマリオン国立森林公園 （Francis 
Marion National Forest） を通って、手つかずの海岸
線沿いをチャールストンまで南下します。この街に残る
南北戦争前の邸宅は、さまざまな色の外観と精巧な鉄
の装飾で知られています。ウォーキングツアーに参加し
て、これらの邸宅と庭、チャールストンの由緒ある海岸沿
いの遊歩道、バッテリー （Battery） を散策しましょう。
次に、シティマーケット（City Market） で買い物です。か

つて米のプランテーションで必須道具だったスイートグ
ラスのバスケットなどをお土産にしてはどうでしょう。現
在、ハウスミュージアム （House Museum）として公開
されている 18 世紀の建物と、厩舎が見どころのミドルト
ンプレイス （Middleton Place） のプランテーションに
行ってみましょう。アメリカの南北戦争の火蓋が切られ
たサムター要塞ナショナルモニュメント （Fort Sumter 
National Monument） では、今も歴史が息づいてい
ます。この場所から、フォリービーチ （Folly Beach） と
サリバンズアイランド （Sullivan’s Island） を見渡せま
す。広いビーチがあり、地元のレストランが並び、サーフィ
ンやカヤックなどのアクティビティを楽しめるところです。 
 
宿泊地：サウスカロライナ州チャールストン

サウスカロライナ州チャールストン

2 時間 3 分／158 キロメートル



サウスカロライナ州チャールストンから
ジョージア州サバンナへ

チャールストンからサバンナに向かって南下します。ゴルフ好き
なら、途中にあるキアワ島 （Kiawah Island） やヒルトン・ヘッ
ド・アイランド （Hilton Head Island） で 1～2 泊してもよいで
しょう。チャールストンからわずか 34 キロメートルの所に位置す
るキアワ島は、美しい自然に恵まれた静かなスポットとして知ら
れています。ここでは、つあるチャンピオンシップ・ゴルフ・コース
に挑戦できます。チャールストンから車で約時間の所にあるヒル
トン・ヘッド・アイランドには、魅力的なビーチ、20 を超える世界
クラスのゴルフコース、300 面以上のテニスコートがあります。サ
バンナの歴史地区は、魅力的なタウンスクエアと保存状態のよ
い建築物が見どころです。これらを詳しく知るには、歴史ツアーや
ゴーストツアーに参加してみましょう。その後、フォーサイスパー
ク （Forsyth Park） などの観光スポットを散策します。いつの時
代も変わらず、この美しい噴水の周りには地元の人や観光客が
集まってきます。サバンナ川 （Savannah River） に向かい、聖ヨ
ハネ大聖堂 （Cathedral of St. John the Baptist） を自由に
散策します。このつの尖塔はサバンナの風景に欠かせません。さ
らにシティ・マーケットまで歩いて行くと、マーケットの中庭と広
場に軒を連ねるレストランやショップ、ギャラリー巡りが楽しめま
す。時間に余裕があれば、タイビー島 （Tybee Island） で灯台
ツアー、パドリング、チャータークルーズに参加してみましょう。
宿泊地：ジョージア州サバンナ

サウスカロライナ州チャールストンのダウンタウン

1 時間 59 分／174 キロメートル



ジョージア州サバンナからアトランタへ

まずは東に進み、ジョージア州メイコンにあるタブマン博物館 （Tubman Museum） を訪れます。博物館の名前の由来
であるハリエット・タブマン （Harriet Tubman） は、アメリカで最も有名な奴隷廃止論者の人で、秘密結社「地下鉄道」 

（Underground Railroad） の「車掌」役を務め、南北戦争前の時代の奴隷解放に貢献しました。ここでは、南北戦争
前のアフリカ系アメリカ人の生活について学ぶことができます。この後、メイコンのアートギャラリーやブティックを見て
回り、街の名物料理を味わいましょう。ランチを取ったら、アトランタへ向かいます。
宿泊地：ジョージア州アトランタ

ジョージア州サバンナのフォーサイスパーク

3 時間 49 分／399 キロメートル

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


