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パシフィック・ 
コースト・ミュージ
ック・トレイル

ワシントン州シアトルからオリンピック国立公園へ   2 時間 22 分／178 キロメートル

ワシントン州オリンピック国立公園からオレゴン州ポートランドへ   2 時間 48 分／262 キロメートル 

オレゴン州ポートランドからクーズベイへ   4 時間／356 キロメートル

オレゴン州クーズベイからカリフォルニア州サンフランシスコへ   9 時間 54 分／1,020 キロメートル

カリフォルニア州サンフランシスコからカリフォルニアコーストへ    3 時間 50 分／373 キロメートル

カリフォルニア州カリフォルニアコーストからロサンゼルスへ   3 時間 47 分／325 キロメートル

カリフォルニア州ロサンゼルスからパームスプリングスへ   2 時間 8 分／172 キロメートル

カリフォルニア州パームスプリングスからネバダ州ラスベガスへ   3 時間 59 分／373 キロメートル
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ワシントン州シアトル
ザ・ヘッド・アンド・ザ・ハート、フリートフォクシーズ、マックルモ
ア&ライアン・ルイスなどの現代の人気の曲に合わせて人々が
歌を口ずさむようになるずっと以前の 1960 年代後半に、ジミ・
ヘンドリックスはその天才的なエレキギターの演奏で世界を驚
かせ、シアトルのミュージックシーンに注目を集めました。1980 
年代半ば、シアトルはグランジミュージックの流行で知られる
ようになり、ニルヴァーナ、パールジャム、サウンドガーデン、ア
リス・イン・チェインズなどの無名のロックバンドがスターダム
にのし上がりました。ポップカルチャー博物館（Museum of 
Pop Culture、略称 MoPop）では、地元や世界各地の音楽を
はじめとするポップカルチャーに関する展示を見ることができ
ます。ミュージシャンたちが奇跡を起こした伝説的な音楽スポ
ットもたくさんあります。由緒あるコロンビア・シティ・シアター
（Columbia City Theatre）では、現在のトップアーティスト
たちの演奏を鑑賞しましょう。デューク・エリントン、エラ・フィッ

ツジェラルド、レイ・チャールズなどのスターがステージに立っ
ていた 1940 年代当時のジャズの雰囲気を感じ取ることもでき
ます。新進気鋭のインディーアーティストたちの音楽なら、ニュ
ーモス（Neumos）やショーボックス（The Showbox）の
公演スケジュールをチェックしてください。バンバーシュート
（Bumbershoot）、サスクワッチ（Sasquatch）、アップス
トリーム・ミュージック・フェスト＋サミット（Upstream 
Music Fest + Summit）、ノースウエスト・フォーク・ライフ・フ
ェスティバル（Northwest Folklife festival）などに出演す
る素晴らしいバンドのラインナップを見逃さないよう、慎重に計
画しましょう。シアトルを出発する前に、イージー・ストリート・レ
コード（Easy Street Records）などの数多くあるレコード
店でアナログ盤を買うことも忘れずに。

宿泊地：ワシントン州シアトル

ワシントン州シアトルからオリン
ピック国立公園へ

シアトルのミュージックシーンを後にしたら、次はオリンピック国
立公園 （Olympic National Park）でアウトドアを楽しみましょ
う。氷河で覆われたオリンピック山脈（ Olympic Mountains）の
山頂から、古代の熱帯雨林、クレセント湖（Lake Crescent）や太
平洋の沿岸まで、多様な地形と豊かな自然に恵まれた公園です。
この公園はアウトドア好きにとってはまさにパラダイス。旅の計画
には欠かせない場所です。2 泊以上することをおすすめします。 

宿泊地：ワシントン州オリンピック国立公園

ポップカルチャー・ミュージアム

2 時間 22 分／178 キロメートル



ワシントン州オリンピック国立公園 – オレゴン州ポートランド

ポートランドでは再び、素晴らしい音楽を探求しましょう。「アメリカのインディーロックのメッカ」と呼ばれるこの街はミュー 
ジックシーンが活況です。この街が生んだアーティストには、ザ・ダンディ・ウォーホルズ、ブリッツェントラッパー、ザ・ディセンバ
リスツ、ザ・シンズなどがいます。クリスタルボールルーム （Crystal Ballroom）、ダグ・ファー （Doug Fir）、ローズランド・シア
ター （Roseland Theater）では、地元で人気のミュージシャンをチェックしましょう。大小さまざまなレコード店があるポート
ランドでは、コンサート・イン・ザ・パーク （Concerts in the Park）、ミュージックフェスト NT（MusicFestNW）、PDX ポップ
ナウ （PDX Pop Now）など、数多くの音楽イベントやフェスティバルが開催されています。たくさんある小規模ブルワリーやダ
ウンタウンのフード・トラック・シーン、ウィラメット川 （Willamette River）のウォーターフロントで、ポートランドのカウンター
カルチャーをぜひお楽しみください。クラシックな夜を過ごしたいなら、オレゴン交響楽団 （Oregon Symphony）やポートラ
ンドオペラ （Portland Opera）の素晴らしい演奏や歌声を鑑賞しましょう。 

宿泊地：オレゴン州ポートランド

オレゴン州ポートランドからクーズベイへ

少し回り道をして、素晴らしいピノノワールの産地として世界的に有名なウィラメットバレーのオレゴン・ワイン・カントリー
（Oregon Wine Country）を巡りましょう。この地域には 550 軒のワイナリーが軒を連ねており、壮観な太平洋沿岸へ向か
う途中に立ち寄る場所として最適です。ダンディーのレッド・ヒルズ・マーケット（Red Hills Market）で地元産の食材を使っ
た料理を楽しんだら、通りを渡ってアーガイルワイナリー（Argyle Winery）のテイスティングルームに行ってみましょう。オレ
ゴン・コースタル・ハイウェイ（Oregon Coastal Highway）に沿って進み、趣のある町を散策したり、海の景色を楽しんだり
しながらクーズベイに向かいます。オレゴン・コースト・ミュージック・フェスティバル（Oregon Coast Music Festival）の開
催地であるクーズベイでは、アメリカ国内やカナダの演奏家によるクラシックコンサートが楽しめます。地元のシーフードや美
しいビーチもぜひご堪能ください。 

宿泊地：オレゴン州クーズベイ

オレゴン州クーズベイからカリフォルニア州 
サンフランシスコへ

サンフランシスコに到着したら、1960 年代のサブカルチャー、ヒッピー文化の中心地であったこの街の歴史に浸りましょう。1976 
年の「サマー・オブ・ラブ（Summer of Love）」の時期には、10 万人以上がヘイトアシュベリー周辺に集いました。今も名高い
通りの一角では、アシュベリー通り 710 番地にあったロックバンドのグレートフルデッドが住んだ場所を見ることができるほか、
ブエ・ナビスタ・パーク（Buena Vista Park）まで歩けば、カラフルなビクトリア様式の家々を眺めることができます。1912 年
に営業を開始し、かつてジャニス・ジョプリン、ザ・ローリング・ストーンズ、プリンスなどの伝説的なアーティストたちが集ったフ
ィルモア（The Fillmore）では、人気の有名アーティストによる現代の音楽を聴きながら、歴史に思いを馳せましょう。また、ザ・
ビートルズがファイナルライブを行ったキャンドルスティックパーク（Candlestick Park）や、レッドツェッペリンが公演を行っ
たケザースタジアム（Kezar Stadium）もサンフランシスコにあります。さらに、グリーンデイ、ジャーニー、クリーデンス・クリ
アウォーター・リバイバルが誕生したこの街には、必ず訪れたい音楽スポットがいくつかあります。たとえば、ジャズならクラブ
デラックス（Club Deluxe）、地元のインディーズやヒップホップアーティストならボトム・オブ・ザ・ヒル（Bottom of the Hill）、
ブロードウェイスタイルのショーならホテルニッコー（Hotel Nikko）内のファインスタインズ（Feinstein’s）をお見逃しなく。 

宿泊地：カリフォルニア州サンフランシスコ

ミュージックフェストNW

2 時間 48 分／262 キロメートル

4 時間／356 キロメートル

9 時間 54 分／1,020 キロメートル



カリフォルニア州サンフランシスコから 
カリフォルニアコーストへ

サンフランシスコでの楽しい滞在の後は、カリフォルニア州沿岸のハイウェイ 1 をモントレーま
でのんびりドライブしましょう。モントレーでは世界で最も長きにわたり開催されているフェス 
ティバルの 1 つ、モントレー・ジャズ・フェスト（Monterey Jazz Fest）が 9 月に開催されます。
ここに滞在してぜひこの最高のイベントに参加してはいかがでしょう。もしくは、そのまま南へ
ドライブを続け、モロベイ、サンシミオン、カンブリアなど数ある太平洋沿岸の町の 1 つで夜を
過ごすのもおすすめです。

宿泊地：カリフォルニア州沿岸部

カリフォルニア州カリフォルニアコーストから 
ロサンゼルスへ

美しいカリフォルニア州の海岸に沿って旅を続けましょう。途中のサンタバーバラでランチを
取ります。その後、音楽業界の商業的中心地であり、キャピタルレコード （Capitol Records）
や A&M レコード（A&M Records）の本社があるロサンゼルスへ向かいます。ビーチボーイズ
の歌を口ずさんでみたり、ディック・デイルが奏でるサーフ音楽のギターリフに耳を傾けたりし
ながらドライブをお楽しみください。例年、グラミー賞のセレモニーが開催されるステイプル
ズセンター（Staples Center）をはじめ、トルバドール （Troubadour）、グリーク劇場 （The 
Greek Theatre）、ハリウッドボウル（Hollywood Bowl）など、ロサンゼルスには代表的
な音楽スポットがいくつかあります。ウエストハリウッドの有名なサンセット大通り （Sunset 
Strip）には、かつてドアーズやレッドツェッペリンが出演していたウィスキー・ア・ゴー・ゴー

（Whiskey a Go Go）や、プッシーキャット・ドールズが一時期、活動拠点としたザ・ヴァイパ
ー・ルーム （the Viper Room）、新人アーティストたちがデビューを飾る伝説のステージ、ロ
キシーシアター（the Roxy Theatre）があり、音楽ファンを絶えず魅了しています。「天使の
街」ロサンゼルスは音楽好きにとっては外せない旅の目的地です。この街の多様性に満ちた
見どころを満喫するためにも 2 日以上滞在することをおすすめします。また、ロサンゼルス
にはたくさんのスターたちが住んでいます。エースホテル （Ace Hotel）やシャトーマーモント 

（Chateau Marmont）、ホテル・ベル・エア （Hotel Bel-Air）内のレストラン、ウルフギャン
グ・パック（Wolf Gang Puck）など有名人たちが集まる場所へ行ってみると、ハリウッドセレブ
たちに遭遇するかもしれません。

宿泊地：カリフォルニア州ロサンゼルスロサンゼルスのサンタモニカピア

3 時間 50 分／373 キロメートル

3 時間 47 分／325 キロメートル



カリフォルニア州パームスプリングスから 
ネバダ州ラスベガスへ

北へ 4 時間ほどドライブすると、「世界のエンターテ
イメントの中心地」として知られるラスベガスに到着
します。ラスベガスと言えば巨大カジノですが、音楽
業界史の正真正銘の有力者たちがいる街でもあり
ました。ラスベガスで公演した、もしくはラスベガス
に住んでいたことのあるレジェンドには、エルビス・
プレスリー、ソニー＆シェール、ドリー・パートン、ラッ
ト、バーブラ・ストライサンド、リベラーチェなどがいま
す。セリーヌ・ディオン、ザ・フー、エルトン・ジョン、ブリ
トニー・スピアーズ、シェールなどは現在もラスベガ
スに住み、シーザーズパレス（Caesars Palace）の
ザ・コロシアム（the Colosseum）、プラネットハリ
ウッド（Planet Hollywood）のザ・アクシズ（The 

AXIS）、モンテカルロ（Monte Carlo）のパークシア
ター（Park Theater）といった有名ライブ会場で公
演を行っています。ツアーで各地を回るアーティスト
は T-モバイル・アリーナ（The T-Mobile Arena）や 
MGM グランド・ガーデン・アリーナ（MGM Grand 
Garden Arena）でライブを行っています。トップス
ターによるショー以外にも、ラスベガスのリゾート
には世界有数のラウンジエンターテイメントがあ
ります。見どころいっぱいのこの街には 2 泊以上す
ることをおすすめします。 

宿泊地：ネバダ州ラスベガス

カリフォルニア州ロサンゼルスから 
パームスプリングスへ

太平洋沿岸部を離れ、2 時間ほどドライブして、スターたちが羽を伸ばしに訪れる町、パーム
スプリングスへ向かいましょう。コーチェラ（Coachella）やステージコーチ（Stagecoach）な
どの有名な音楽フェスティバルが開催されるエンパイア・ポロ・クラブ（Empire Polo Club）
は、今や誰もが知る音楽イベント会場となりました。コーチェラは 4 月に 2 週間にわたって行
われ、あらゆるジャンルの音楽が披露されます。過去には、コールドプレイ、ザ・キュアー、ポー
ル・マッカートニー、カルヴィン・ハリス、ガンズ・アンド・ローゼズ、レディー・ガガも出演しまし
た。同じく 4 月に行われるステージコーチはカントリーミュージックが主役のフェスティバル
です。これまで出演したアーティストには、シャナイア・トゥエイン、ウィリー・ネルソン、ブルッ
クス＆ダン、キャリー・アンダーウッドなどがいます。万一、フェスティバルの時期に合わせて旅
の計画を立てることができない場合でも、パームスプリングスには、アグア・カリエンテ・カジ
ノ・リゾート・スパ（Agua Caliente Casino Resort Spa）や、パープル・ルーム・サパー・クラ
ブ（The Purple Room Supper Club）、マッカランシアター（McCallum Theatre）など、
他にも素晴らしいライブ会場があります。 

宿泊地：カリフォルニア州パームスプリングス

ラスベガスのフリーモント・ストリート・エクスペリエンス

2 時間 8 分／172 キロメートル 3 時間 59 分／373 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。


