
アメリカを代表する 
スポーツスタジアムの 

舞台裏
マサチューセッツ州 – ニューヨーク州 – ニュージャージー州 –  
ペンシルベニア州 – メリーランド州 – オハイオ州 – イリノイ州



アメリカを 
代表するスポーツ
スタジアムの 
舞台裏

マサチューセッツ州ボストンからニューヨーク州ニューヨーク市   4 時間 15 分／345 キロメートル
ニューヨーク州ニューヨーク市からペンシルベニア州フィラデルフィアへ  2 時間／150 キロメートル
ペンシルベニア州フィラデルフィアからメリーランド州ボルチモアへ   2 時間／160 キロメートル
メリーランド州ボルチモアからワシントン D.C. へ   1 時間／65 キロメートル
ワシントン D.C.からペンシルベニア州ピッツバーグへ   4 時間 40 分／390 キロメートル
ペンシルベニア州ピッツバーグからオハイオ州クリーブランドへ   2 時間 20 分／215 キロメートル
オハイオ州クリーブランドからイリノイ州シカゴへ   5 時間 30 分／550 キロメートル
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フェンウェイパーク

アメリカではだれもが知っているスポーツ競技
場を訪れ、1つか2つ試合を観戦してみませんか。
試合がない日でも、わくわくするような舞台裏ツ
アーを行っている野球場やスタジアムがいくつか
あります。ツアーでは貴重な展示品を手に取った
り、試合が行われるグラウンドに足を踏み入れた
りすることができます。旅の交通手段は鉄道、自
動車、飛行機といろいろ利用できますので、これ
からご紹介するアメリカスポーツ史上重要な競
技場の数々をぜひ巡ってみてください。

マサチューセッツ州ボストン
スポーツファンならぜひフェンウェイパーク （Fenway Park） に
行ってみたいはずです。ここは、ワールドシリーズで 9 度も優勝し
ているメジャーリーグのボストン・レッド・ソックス （Boston Red 
Sox） が 1912 年以降ホームグラウンドとしている野球場です。1 
時間のウォーキングツアーで、高さ約11 メートルのグリーンモンス 
ター （Green Monster） と呼ばれる有名な壁から左翼の方を眺
めてみてください。経験豊富なガイドが、スタジアムの歴史につい
ておもしろい裏話を披露してくれます。ボストンから 34 キロメー
トルほど南西のところにあるフォックスボロには、NFL のニュー・
イングランド・ペイトリオッツ（New England Patriots）のホー
ムスタジアムであるジレットスタジアム （Gillette Stadium）が
あります。このスタジアムではツアーは開催されていませんが、 
ホームゲームに合わせて秋に訪れる計画を立てれば、スーパーボ
ウルを 6 度制したこのアメリカンフットボールのチームの試合を観
戦できます。試合のチケットが手に入らなかったら、2 番目のおすす
めを試してみてください。この町の中心部にあるザ・グレイテスト・
バー （The Greatest Bar） で、地元の人と一緒に試合 を楽しむの
です。この複合娯楽施設では、1階から 4 階まで無数にテレビが設
置されていて、地元の試合が映し出されます

宿泊地：マサチューセッツ州ボストン



ヤンキースタジアム

マサチューセッツ州ボストンからニューヨーク州ニューヨーク市へ

ブロンクスにあるヤンキースタジアム （Yankee Stadium） では、
さまざまな物語に彩られたプロ野球チームと 27 度ものワールド
シリーズ優勝について知ることができます。舞台裏ツアーでは、野
球にゆかりのさまざまな展示品を見学でき、スタジアムで行われ
た歴史的なイベントが紹介されます。知識豊富なガイドが、誰にと
っても記憶に残る体験としてくれるでしょう。ツアーの所要時間は
約 1 時間。ニューヨークヤンキース博物館 （New York Yankees 
Museum）、ダグアウトまたはモニュメントパーク （Monument 
Park） の見学が含まれます。運良く試合のチケットが手に入った
ら、試合開始の 90 分前に博物館に行って、「ハンズ・オン・ヒスト
リー （Hands on History）」体験に参加してみてください。ベー
ブ・ルースやイチローが試合で使ったバット、ミッキー・マントルの
ユニフォームシャツ、ボール、ワールドシリーズ優勝リングなど、ヤ
ンキースの伝説、過去、現在のさまざまな展示品を実際に触るこ
とができます。試合のチケットが手に入らなくても雰囲気を味わ
いたかったら、野球場の近くのスタンズ・スポーツ・バー （Stan’s 

Sports Bar） へ。マンハッタンの真ん中にあるマディソン・スク
エア・ガーデン （Madison Square Garden） を訪れてみましょ
う。ここはスポーツとエンターテインメントのメッカです。最近始ま
ったばかりのマディソン・スクエア・ガーデン・オール・アクセス・ツ
アー （Madison Square Garden All Access Tour） に参加す
れば、本物のニューヨークを体感できます。ここは、ニューヨーク
市の人気のプロスポーツチーム、たとえば、バスケットボールの
ニューヨークニックス （New York Knicks）、アイスホッケーの 
ニューヨークレンジャーズ （New York Rangers） の本拠地とな
っています。もちろん、トラック競技、フィールド競技、ボクシング、馬
術イベントなど、その他のスポーツも開催されています。

ニューヨーク市には、ヤンキース以外にもうひとつ偉大な野 
球チームが本拠地を置いています。ニューヨークメッツ （New 
York Mets） です。ホームグラウンドはクイーンズ区にあるシティ
フィールド （Citi Field） です。ツアーでは、メッツ野球殿堂博物館 

（Mets Hall of Fame and Museum）、グラウンド、ダグアウト
などを見学できます。この博物館では、体験型の展示やビデオの
視聴、各種のゆかりの品などの展示を行っています。ニューヨー
ク市には、ニューヨークジャイアンツ （New York Giants） とニ
ューヨークジェッツ （New York Jets） という 2 つのプロのアメ
リカンフットボールのチームがあり、両チームともニュージャー 
ジー州イーストラザフォードにあるメドーランズ・スポーツ・コンプ
レックス（Meadowlands Sports Complex） にあるメットライ
フスタジアム （MetLife Stadium） で試合を開催しています。ガ
イド付きツアーに参加すると、グラウンドに降りて歩いたり、豪華
なスイートシートや報道関係者席などのエリアを見学できます。

宿泊地：ニューヨーク州ニューヨーク市

4 時間 15 分／345 キロメートル



ニューヨーク州ニューヨーク市からペンシルベニア州フィラデルフィアへ

ワールドシリーズで 2 度優勝しているフィラデルフィアフィリーズ
（Philadelphia Phillies） は、サウス・フィラデルフィア・スポーツ・コン
プレックス （South Philadelphia Sports Complex） にあるシチズ
ン・バンク・パーク （Citizens Bank Park） をホームグラウンドとしてい
ます。2004 年にオープンしたこの輝かしい野球場では、オーディオビジュ
アルのプレゼンテーションを楽しんでから、球場見学ツアーに出発します。
ツアーでは、ダグアウト、放送ブース、殿堂クラブ （Hall of Fame Club） に
立ち寄ります。試合がある日には、球場にたくさんあるフードスタンドで、 
フィラデルフィア名物のチーズステーキサンドイッチを食べてみてくださ

い。フィラデルフィアは、2018 年のスーパーボウルを制したフィラデルフィ 
アイーグルズ （Philadelphia Eagles） の本拠地でもあります。このチー
ムのリンカーン・ファイナンシャル・フィールド （Lincoln Financial Field） 
のツアーでは、フィールド、ロッカールーム、試合後のインタビュールーム、
報道関係者席、放送ブース、スイート席などを見学できます。試合のチケ
ットが手に入らなかったら、ウェルズ・ファーゴ・センター （Wells Fargo 
Center）にあるエクスフィニティライブ！ （Xfinity Live!） へどうぞ。食べ
たり飲んだりしながらエンターテインメントが楽しめます。

宿泊地：ペンシルベニア州フィラデルフィア

シチズンズ・バンク・パーク

2 時間／150 キロメートル



ペンシルベニア州 
フィラデルフィアから 
メリーランド州ボルチモアへ

カムデンヤーズ （Camden Yards） にあるオリオールパーク
（Oriole Park） へ向かいましょう。ここは、ワールドシリー
ズで 3 度優勝しているボルチモアオリオールズ （Baltimore 
Orioles） のホームグラウンドです。歴史あるカムデン地区
の中心にこの近代的な野球場がオープンしたのは 1992 年
ですが、今も伝統の雰囲気を保っています。ここから 2 ブ 
ロック先には、ニューヨークヤンキースの伝説のプ 
レーヤー、ベーブ・ルースの生涯を紹介するベーブ・ルース
生誕地博物館 （Babe Ruth Birthplace and Museum） 
があります。以前ベーブ・ルースの家族が所有していた家
があった場所は、現在はオリオールパークのセンター 
フィールドとなっています。オリオールパークのツアーでは、
豪華なスイートシート、スコアボード・コントロール・ルーム、
さらにはダグアウトまで見て回ることができ、球場の魅力
を堪能できます。ボルチモアには、スーパーボウルで 2 度
優勝しているアメリカンフットボールのチーム、ボルチモア
レイブンズ （Baltimore Ravens） の本拠地もあります。 
ホームスタジアムは、オリオール・パーク・アット・カムデン・ 
ヤーズ （Oriole Park at Camden Yards）に隣接する 
M&T スタジアム （M&T Stadium） です。ツアーでは、ロッ
カールームとフィールドに立ち寄 ります。試合開催日には、
カムデンヤーズの向かい側にあるピクルスパブ（Pickles 
Pub）の屋台が出ます 。

宿泊地：メリーランド州ボルチモア

オリオールパーク

2 時間／160 キロメートル



メリーランド州ボルチモアからワシントン D.C. へ

ワシントンナショナルズ （Washington Nationals） は 2008 年から新し
いスタジアム、ナショナルズパーク（Nationals Park）で試合を行っていま
す。ネイビーヤード （Navy Yard） に隣接するこのスタジアムはキャピト
ルリバーフロント （Capitol Riverfront）  の中心的存在です。ツアーに
参加すると、ブルペンでピッチングをしたり、豪華なスイート席を見学した
り、ダグアウトに立ち寄ったりすることができます。アメリカの首都ワシント
ン  D.C.  は、スーパーボウルで 3 度優勝しているアメリカンフットボールの
ワシントンレッドスキンズ （Washington Redskins） の本拠地でもありま
す。チームは、ワシントン D.C. から東へ 8 キロメートルほど離れているメ 
リーランド州のフェデックスフィールド （FedEx Field） で試合を行ってい

ます。この競技場兼コンサート会場でも見学ツアーが開催されていますが、
ご旅行の予定の時期にそのツアーが開催されているかどうかは確認が必
要です。テレビで観戦するなら、ペンズ・クォーター・スポーツ・バー（Penn’s 
Quarter Sports Bar） がおすすめです。アイスホッケーのワシントンナ
ショナルズ （Washington Nationals） とバスケットボールのワシントン
ウィザーズ （Washington Wizards） が試合を行うキャピタル・ワン・ア
リーナ （Capital One Arena） から 3 ブロック離れたところにあります。

宿泊地：ワシントン D.C.

ワシントン D.C.

1 時間／65 キロメートル



ワシントン D.C.からペンシルベニア州 
ピッツバーグへ

ワールドシリーズを 5 度制したピッツバーグパイレーツ （Pittsburgh Pirates）  
のホームグラウンドは PNC パーク（PNCPark）です。この野球場は、2001 年にノース・
ショア・リバーフロント・パーク （North Shore Riverfront Park） の近くの、アレゲ
ニー川（Allegheny River） のほとりにオープンしました。パイレーツにとっては、115 
年の歴史で 5 番目のホームグラウンドです。ピッツバーグのスカイラインのすばらし
い眺めはもちろん、90 分のスタジアムツアーもおすすめです。ツアーでは、ダグアウ
ト、バッティングケージ、ポップスプラザ （Pop’s Plaza）、レガシーシアター （Legacy 
Theater） に立ち寄ります。ピッツバーグを本拠地とするスポーツチームに、アメリカ
ンフットボールのスティーラーズ （Steelers）があります。NFL の最古参のチームのひ
とつです。スティーラーズは PNC パーク （PNC Park）に隣接するハインツフィールド 

（Heinz Field） で試合を行います。夏季に行われるスタジアムツアーでは、フェデッ
クス・グレート・ホール（FedEx Great Hall） も訪れます。そこにはこのチームゆかり
の品々が展示されており、スティーラーズ名誉の殿堂  （Steelers Hall of Honor） 
もあります。以前のスリー・リバーズ・スタジアム （Three Rivers Stadium） 時代の
ロッカーと観客席、 スティーラーズが獲得した 6 つのスーパーボウルのトロフィーの
レプリカ、ダグアウト、フィールドを見学できます。

宿泊地：ペンシルベニア州ピッツバーグ

ペンシルベニア州ピッツバーグから
オハイオ州クリーブランドへ

ワールドシリーズで 2 度勝利者となったクリーブランドインディアン
ズ （Cleveland Indians） は、クリーブランドのダウンタウンにある
ゲートウェイ・スポーツ・アンド・エンターテインメント・コンプレックス

（Gateway Sports and Entertainment Complex） のプログレッ
シブフィールド （Progressive Field） で試合を行っています。夏季に開
催される舞台裏ツアーでは、ダグアウト、バッティングケージ、ファンケイ
ブ（FanCave）、コーナーバー （Corner Bar）、報道関係者席に立ち寄
ります。ツアーは雨天でも行われます。アメリカンフットボールのクリーブ
ランドブラウンズ （Cleveland Browns） はエリー湖（Lake Erie）の
湖畔にあるファーストエナジースタジアム （FirstEnergy Stadium）
でホームゲームを戦います。現在ツアーは開催されていませんが、ホー
ムゲームに合わせて旅行プランを立て、試合開始の 3 時間前に到着す
ると、ドーグ・パウンド・ドライブ （Dawg Pound Drive） エリアで行わ
れる家族向けのイベントに参加できます。

宿泊地： オハイオ州クリーブランド

ハインツフィールド

4 時間 40 分／390 キロメートル 2 時間 20 分／215 キロメートル



オハイオ州クリーブランドからイリノイ州シカゴへ

シカゴカブス （Chicago Cubs） が 1914 年以降ホームグラウンドとしている歴
史あるリグレーフィールド （Wrigley Field） は、シカゴのノースサイド（North 
Side）でははずせない名所です。ツアーでは、カブスのダグアウトとグラウンドを
見学します。試合がない日は、この野球場の有名な蔦のからまる壁の前で記念
写真を撮りましょう。街の反対側には、アメリカンフットボールのシカゴベアー
ズ （Chicago Bears） の本拠地、ソルジャーフィールド （Soldier Field） が、
ミシガン湖（Lake Michigan）のほとりを走るレイク・ショア・ドライブ （Lake 
Shore Drive） 沿いにあります。この歴史あるスタジアムの VIP ツアーでは、
ザ・ドウボーイ （The Doughboy）の像、ロッカールーム、1924 年に建造さ
れた列柱を見学し、実際にグラウンドに立つこともできます。 ユナイテッドセ 
ンター （United Center）ではバスケットボールのシカゴブルズ （Chicago 

Bulls） の試合を観戦しましょう。外に出ると、マイケル・ジョーダンの像がありま
す。殿堂入りしているこの名選手は、1991 年から 1998 年にかけて 6 度の優勝
に貢献しました。ここではブルズ以外にも、アイスホッケーチームのシカゴブラッ
クホークス（Chicago Blackhawks） がホームゲームを開催します。カブス以
外にシカゴを本拠地とする野球チームに、ホワイトソックス （White Sox） があ
ります。ホワイトソックスは、サウスサイドのギャランティード・レート・フィールド 

（Guaranteed Rate Field） で試合を行っています。シカゴはスポーツバーで
も知られています。テレビで試合を観戦するなら、オールド・タウン・ポアー・ハウ
ス （Old Town Pour House） へ向かいましょう。数台のテレビ、90 種類以上
の生ビールがあり、DJ がビデオと音楽を操ります。

宿泊地：イリノイ州シカゴ

リグレーフィールド

5 時間 30 分／550 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


