
レンタカーで叶えるアメリカンドリーム
We are here to get you there.



ロサンゼルス発
ビーチコース（North）
LAX の南はカリフォルニアでも屈指の美しさを誇る人気ビーチエリアが続く。海岸ルー
トの絶景ポイントは見逃せない！

Day1
ロサンゼルス
↓
サンタモニカ
↓
マリブ

1時間 (107ｋｍ)

モデルコース

・カリフォルニアサイエンスセンター
世界で初めて宇宙へ行った「エンデバー」
が常設。なんと、入場料無料！

・ルーフトッププールが最高に THE LA ！
流行りのおしゃれなルーフトッププール＆
バーがあるホテルにチェックイン！

・サンタモニカピア
観覧車が目印。ミニ遊園地、お土産屋さん、
レストランなどで人気の観光スポットです。

・マリブカントリーマート
ゆっくりショッピングするならここ！子供
を公園で遊ばせながらお買い物ができます。

・パラダイスコーブカフェ
マリブに来たら一度は立ち寄りたいレスト
ラン。サンセットを見ながらシーフードを。

・ホエールウォッチング
マリブの海岸線から、ホエールウォッチング。
海の見えるレストランへ行ってみよう！

・トランキャスマーケット
ビンテージウッドで統一されたおしゃれな
モール。おすすめは「Le Village Cafe」

・マッスルビーチ
ショッピングに疲れたら、ビーチをお散歩。
大人も子供も楽しめる遊具が沢山あります。
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↓
ロサンゼルス

日帰りなら

２-３泊コースなら
↓

サンタバーバラ＆
サンフランシスコプラン

“Day2” へ



Day2
サンタバーバラ
↓
モントレーベイ水族館

4時間 (380ｋｍ)

・サンタバーバラ
スペイン調の町並みは訪れた人を虜にする
美しさを秘めています！

・モントレー・ベイ水族館
モントレー湾の海洋動植物をテーマにした
展示。特にジャイアントケルプは圧巻。

・ゴールデンゲートブリッジ
世界で一番美しい吊り橋とも言われており
海に佇むその姿は圧巻！

・フィッシャーマンズワーフ
名物のカニやシーフードレストランや屋台
がたくさん！ケーブルカーもおすすめ。

ロサンゼルスからパシフィックコースト（PCH）で北上。左にはビーチ、右には海を見下
ろす豪邸が続き、その後、101 号に合流してサンタバーバラ～サンフランシスコまでのコー
スト・ライン。

ビーチコース（North）➋

www.lax.or.jp/news/

 ( ロサンゼルス観光局公式日本語サイト )

www.santamonicaplace.com
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Day3
モントレー
↓
サンフランシスコ
ダウンタウン
↓
ゴールデンゲートブリッジ
↓
フィッシャーマンズワーフ

2時間 (200ｋｍ)



↓
ヨセミテ国立公園

Day3

・ミュアウッズ国定公園
カリフォルニアレッドウッドの樹林で、高
さ80～100ｍの古木がうっそうとしている。

・ナパバレー
カリフォルニアワインの産地として有名。
約 400 ものワイナリーが並んでいます。

Day1
モデルコース

サンフランシスコ発

大自然を満喫コース
遊園地のようなお菓子工場を体験した後は、ダイナミックに自
然回帰。マリポサグローブに、ジャイアントセコイアの見学な
ど、夏ならキャンプ、冬ならスキーも楽しめます。ヨセミテバ
レーで雄大な大自然を満喫がおすすめ。

サンフランシスコ
ダウンタウン
↓
ミュアウッズ国定公園

・ヨセミテ国立公園
アメリカらしいダイナミックな自然が 360 度パノラマに広がる絶景ポイントです。シエラ・ネ
バ他山脈の懐に広がり、面積 3,000km2。広大な土地に巨大な岩峰、雪解け水を集めた大小無数
の滝と渓流、氷河の名残の湖など「自然がつくった最高の宝物」があります。

・Jelly Berry 工場
ジェリービーン工場がお土産つきで無料で
見学できます。

Day2

1時間
(90ｋｍ)

35 分 (25ｋｍ)

ヨセミテ国立公園
↓
サンフランシスコ
ダウンタウン

3時間 (243ｋｍ)

夏ならキャンプが楽しめます！お子様向けの
「レンジャープログラム」が毎年大人気！

・マリサポグローブ
駅馬車に乗って、一攫千金を夢見たゴールド
ラッシュの時代の街並みを楽しめます。
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↓
ジェリーベリー工場

↓
サンフランシスコ

↓
ナパバレー

1時間
(86ｋｍ)

大人旅 ファミリー

日帰りなら

２-３泊コースなら

マリポサグローブ
ジャイアントセコイア
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FAMILY



www.sf-japan.or.jp ( サンフランシスコ観光局公式日本語サイト )

www.visithemarina.com

www.nps.gov.muwo/

www.tiburon.org

www.visitmarin.org

www.blueandgoldfleet.com

www.thebuenavista.com

http://mariposa.yosemite.net/visitor/



ロサンゼルス発

Day1
ロサンゼルス
↓
ディズニーアドベンチャーパーク

テーマパークとビーチコース (South)

Day2

ハンティントンビーチ
ニューポートビーチ

↓

ショッピング
South Coast Plaza
Fashion Island

レドンドビーチ

↓

まったり アクティブ

↓
レゴランド／サンディエゴサファリパーク／シーワールド

＜もう１日あったら！＞

Day3

モデルコース

ディズニーグランドホテルに滞在。
ホテルのプールでのんびり急速。

ビーチをお散歩したり、ピアでシーフー
ドを満喫。サンセットもおすすめ。

ホテルのプール

↓

ショッピング
Glove・Trader Joes

レンタルボードでサーフィ
ンしたり、ビーチピクニッ
クで西海岸を満喫。

オープンエアーで気持ちがいいショッ
ピングモール。人気のオーガニックス
トア「TraderJoe’ s も隣接」

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーパーク
カリフォルニアの大自然を満喫できるアトラクションやエンターテインメント、ショップやダ
イニングをめぐってみましょう。ディズニー /ピクサー映画の世界も存分に楽しめます。
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35 分 (42ｋｍ)

（１～ 1.5 時間）

アクティブにテーマパークを回り
たい人は、南カリフォルニアシティ
パスがおすすめ！利用期限がある
ものの、通常価格より 30-40％安く
購入でき、テーマパークの入り口
で待つ必要がないという利点も！



http://maps.yahoo.com

www.mapquest.com

http://mappoint.com
ファミリーなら断然ミニバンがおすすめ。人も荷物
もたっぷり入って快適です。アメリカは道が広いの
で、最初は車の大きさにびっくりするかもしれない
けど、すぐに慣れて快適なドライブを楽しめます。
いつでもスマホを充電できる、シガーソケットは
必需品です。



Day1

ロサンゼルス発
ビンテージアートと大自然コース

ロサンゼルス
↓
デザートヒルズアウトレット
↓
パームスプリングス

↓
サルベーションマウンテン
↓
ジョシュアツリー

1時間半 (104ｋｍ)

1 時間半 (135ｋｍ)

20 分 (30ｋｍ)

１時間 50 分 (140ｋｍ)

3 時間 (300ｋｍ)↓
ラスベガス
↓
セブンマジックマウンテン

Day2

Day3

・セブンマジックマウンテン
世界中のインスタグラマーに絶大な人気を誇る
自然美とアートが混在するカオスな場所です。

・ラスベガス
カジノで一攫千金！本格的なショー、グルメ、
豪華なホテルなど魅力満載！

・サルベーションマウンテン
砂漠の中に突如として現れるポップでカラフル
なモニュメントは、まさにフォトジェニック！

・デザートヒルズプレミアムアウトレット
ロサンゼルス近郊で一番大きなアウトレット。
高級ブランドの直営店があるのが一番の魅力。

・パームスプリングス
LAセレブの避暑地。ミッドセンチュリー建築
のホテルや家具に囲まれて贅沢な時間。

・ジョシュアツリー国立公園
砂奇妙の形をした木や不思議な形の岩など、ま
るでどこかの惑星にでも来たような気分です。

ショッピングも話題の人気スポットも大自然も満喫したい人にお勧めのコース。お泊り
は１３０軒以上のホテルがあるパームスプリングスで。疲れを癒すのにぴったりです。

モデルコース

For
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晴天率の高いカリフォルニアは、気温が高くても湿
度が低いので、爽快に走れるコンバーチブルがおす
すめ！砂漠の中から突如現れるラスベガスまでのド
ライブと、ラスベガスのメインストリップを運転す
る特別感は、ロードトリップのハイライトに！



www.premiumoutlet.com

www.visitlasvegas.jp/ ( ラスベガス観光局公式サイト )

www.nv.blm.gov/redrockcanyon/

www.usbr.gov.lc/hooverdam/

www.bonniesprings.com

www.parks.nv.gov.vf.htm



4 時間半 (450ｋｍ)

ラスベガス
↓
グランドキャニオン
↓
フラッグスタッフ

・グランドキャニオン
アメリカを代表する世界遺産。大迫力の自然の
アートをご堪能下さい

・セドナ
赤い岩の景色の広がるパワースポット、セド
ナ。ネイティヴアメリカンのジュエリーや工
芸品の店でショッピングも楽しめます。

Day1
モデルコース

ラスベガス発

アメリカ西部の雄大な自然コース
街が広大な砂漠と険しい山脈に囲まれているラスベガス。山の　には青々とした湖がひ
ろがる、ラスベガス近郊の大自然を満喫する周遊コースをご紹介。
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2 時間半 (222ｋｍ)↓
ホースシューベント
↓
アンテロープキャニオン

Day2
↓
セドナ

Day3

1時間半 (130ｋｍ)

50 分 (47ｋｍ)

２０分 (17ｋｍ)

・アンテロープキャニオン
世にも珍しい神秘的な景色が楽しめる、まさに
自然が生んだ芸術作品の感動と体験をお約束。

・ホースシューベント
コロラド川により長い時間をかけて浸食され、
自然に作りだされた、美しい馬の蹄鉄の形をし
た岩をご覧いただけます。



アメリカ本土の各州のドライブモデルコースと詳細は、
下記URL で検索できます。

https://www.gousa.jp/

https://www.visitcalifornia.com/jp

BrandUSA

カリフォルニア観光局


