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地上で最も美しい場所
The Most
Place on Earth
芸術と文化を体験： 3泊4日

SEDONA ARTS & CULTURE EXPERIENCE: 3 NIGHTS / 4 DAYS

セドナというドラマチックな舞台、
そして、刻々と変わる光は創造力豊かな人々を強い力で惹
きつけてきました。
セドナはローカルアーチストの作品から国際舞台で活躍するアーチストの
The raw physical beauty
of Sedona lures artists and lovers of art. Sedona is known worldwide
作品まで取り扱っているアートギャラリーの豊かさで世界的に有名です。
for
its outstanding abundance of exceptional artwork representing local andベテランのアート収
international artists.
集家からまだアートの世界の魅力に引き込まれて日の浅い方まで、
セドナのギャラリーは皆
Whether
you are an established collector or a new art lover, you will be
warmly welcomed.
さんをあたたくお迎えします。
ギャラリー巡りやアート
クラスに参加することにより皆さんの創
Exploring the galleries or participating
in classes will spark
your imagination and add even
造力が掻き立てられ、
セドナの旅がさらに充実したものになるでし
ょう。
more
amazement to your
spiritual journey.
1日目

DAY 1
1. フェニックスからセドナへ向かう途中にアルコサンティに立ち寄る
1. A visit to Arcosanti on your way to Sedona
アルコサンティは砂漠の中に造られたイタリア人パオロ・ソレリがデザインした環
Arcosanti is an urban laboratory designed by Paolo
Soleri that
is focused
on
境維持に重きを置いた革新的な実験都市です。
Architecture
(建築)と
Ecology
innovative design, community, and environmental accountability. Their goal is
(生態学)からできた造語Arcology(アルコロジー)という効率的な都市のコンセプ
to actively pursue lean alternatives to urban sprawl based on Soleri’s theory of
トを追求しています。
compact city design, Arcology (architectures + ecology).

2. トロリーツアー
2. Trolley Rides upon arrival to Sedona
皆さんのお客様には、
まずは楽しい解説(英語)付きの趣のあるトロリーに乗って
Your guests can enjoy a scenic overview of Sedona’s Red Rock Country on a
セドナのレッドロックカントリーの全体像を掴んでいただきましょう。
ホーリークロ
quaint open-air trolley for a fun and entertaining ride. Various itineraries will
ス教会やボイントンキャニオン、
ベルロックへのツアーがあり、
絶景スポットでは
take you to the Chapel of the Holy Cross, out to Boynton Canyon, or Bell Rock
写真撮影のための停車も含まれています。
ホテルでのピックアップやグループ向
for dramatic pictures stops and lively commentary. Pick up at some hotels and
けチャーターの手配も可能です。
group charters available.

2日目

DAY 2
1. ネイティブアメリカンの遺跡を訪ねる
1. Take a tour to Native
ネイティブアメリカンの遺跡へのパーミッ
American Ruins
トを持ったツアー会社を利用して、遺跡を
Some
local tour companies are
訪ね、
この地に居住していた人々の生活
“permitted” at ょ
certain
と文化を学びまし
う。 sites. Pink
Jeep Tours offers a tour to the
Ruins.
2. Honanki
セドナ歴史博物館

西部開拓時代のセドナにタイムスリ
2.
Sedona Heritage Museum ップ。

保存されている開拓者の旧宅である各部
Have your guests “take a step back
屋は、
それぞれ放牧、農業、西部劇全盛時
in time; as they stroll the grounds
代のセドナなど、1876年から現在に至る
or this unique and historic pioneer
までのセドナの歴史をテーマごとに紹介
home. Each room covers a segment
しています。
果樹園でのリンゴや桃の栽
of Sedona’s
history from 1876 to
培は初期のセドナの経済を支える産業で
present including the ranching,
した。
それらの仕分け、
farming,
and golden梱包作業をした納
age of western
屋はツアーで紹介してくれるだけでなく、
movies. Orchards of apples and
グループ向けのイベント会場としてもご
peaches played a big part in
利用いただけます。
Sedona’s early economy. Your guests
can tour the Apple Barn which can
3. also
ネイティ
ブアメリカンのセレモニーや
be used
for group events.
口承物語
3.
Native American Ceremonies
セドナのツアー会社やリゾートの中には、
or Storytelling
ネイティブアメリカンのセレモニー体験、
Some local tour
companies
and
ヒーリング体験、
物語の語り、
音楽やエン
resort properties offer ceremonies,
ターテインメントを提供しています。
healings, storytelling or Native
American music and entertainment.

3日目

4日目

DAY 3
1. アートクラスやデモンストレーション

DAY 4
1. レッドロック州立公園

セドナのローカルアーチストからアートを制作する際のプ
1. Demonstration or Art Classes
ロセスを学んだり、
Learn the process実際に自分でアート作品を作るクラスに
of art creation by a local artist(s) or
参加しまし
ょう。
participate
in a class at Sedona Arts Center, Creative
Gateways, or the Melting Point.
2. ネイティブアメリカンのクラフトやジュエリーについて
学ぶ
2. Learn about Native American crafts
ネイティ
ブアメリカン
・ジュエリー、
織物（ナバホ）
、
カチーナ
Shop with
newly acquired
knowledge
with the help
of a
人形、
陶器、
ト、
フェティ
ッシュ
など、各種ネ
tour/talk
at バスケッ
one of the
retail
stores
of（御守り）
Native American
Arts.
イティブアメリカンのアートを取り扱ったギャラリーやショ
ップでネイティ
ブのアートを学ぶ機会をアレンジすることも
3. Meditation
class at McLean Meditation Institute
できます。
“The practice of meditation is an essential ingredient
becoming more self-aware and expanding your
3.for 瞑想のクラス
awareness: you’ll know more clearly who you are, what
静かに瞑想する時間を持つことより周りの環境や自己を認
you really want, and how you really feel. This all leads
識し、
自分が何者であるのか、
自分が本当に目指している
to making
more nourishing choices
and living a truly
ものは何なのか、
自分の正直な感情などがより明確になる
wonderful life.” —Sarah McLean
といいます。
セドナという素晴らしい環境の中でどこでも応
用できる瞑想のコツを学習しましょう。

州立公園はどのような年齢層のお客様でも喜んでいた
1. Red Rock State Park
だける場所です。
286エーカーのレッドロック州立公園
Red Rock State Park
is a 286-acre nature preserve and
は環境教育センターでもあり、
この地域の水辺のエコシ
riparian habitat with exhibits and
a video presentation on
ステム、
地質学、
動植物などについての展示やビデオが
the geology, flora and fauna of the region. Explore the
ご覧いただく
ことができ、
ハイキングをお楽しみいただけ
mind/body connection
like
never before when you ask
ます。
グループ向けにレンジャープログラムを手配する
life’s big questions at Red Rock State Park. Philosophy
ことも可能です。
また、
この州立公園の素晴らしい環境を
begins in wonder.
Explore
your inner life outside on a
利用しながら、
人生を深く見つめて哲学を語るツアーを
hike with SPEX: Sedona Philosophy Experience.
手配することもできます。
2. Visit Art Galleries & Shops
2.
アートギャラリーやショ
ップを訪ねる
• Tlaquepaque
Arts & Crafts
Village—Nestled beneath
テラカパキアート&クラフト村
– オーククリークの清流沿い
the shade of Sycamores on
the banks of Oak Creek is
のアリゾナシカモアの木陰に広がるユニークなアート村で
Sedona’s unique arts & craft village. Fashioned after
す。
メキシコのグアダラハラを模して造られており、
ギャラリ
Tlaquepaque
in Guadalajara, Mexico, your guests
will
ーやお店、
レストランのあるおとぎの国ようなアート村でゆ
stroll through
among shops, restaurants & galleries.

!

第一金曜日イン
・ザGALLERIES
・ギャラリー
1 FRIDAY IN THE
ST
ST

セドナギャラリー協会によるイベントで、
Organized
by the Sedona Gallery Association, 毎月第一金曜日は、
the event takes place
協会員のギャラリーが夜まで営業し、
the
first Friday of the every month. Dozensアーチストのデモンスト
of Sedona’s preeminent
レーションやアーチスト、
ギャラリーオーナーたちと対話もで
art galleries stay open into the
evening with many hosting special
きるレセプションをご体験いただけるようになっています。
events, demonstrations, receptions and artist meet-and-greets.

ったりとした散策のひと時をお過ごしください。
• Hillside Sedona—Art galleries, distinctive shops, and
ヒルサイ
ドセドナ
壮大なレッドロックの景観を見渡せる丘
restaurants
are–set
against the backdrop of gorgeous
にあるショ
ッピング街で、
アートギャラリー、特色豊かなお店
red rocks.
の数々、
レストランががあります。
• Shops at Hyatt Piñon Pointe—Your guests can stroll
ショ
ップス・
ト・ハイアッ
ト・ピニョンポイント
– 3つの中
through
3アッ
open
courtyards
of shops and restaurants
庭のあるアップタウンの高台に位置するショ
ッピング街で、
while viewing magnificent red rock formations.
お土産屋を兼ねたコンビニや、
ギャラリーやレストランがあ
• More shops and galleries in Uptown, West Sedona,
ります。
the Village of Oak Creek, and Oak Creek Canyon.
上記以外にも多くのお店やギャラリーがアップタウンセド
ナ、
ウェストセドナ、
オーククリークキャニオン、
ビレッジ・オ
ブ・オーククリークに点在しています。

その他のディ
スカバリー
More to Discover…
星空観測

STARGAZING

国際ダークスカイコミュニティ

INTERNATIONAL DARK SKY COMMUNITY

FITのお客様

FOR YOUR FIT CLIENTS

Night or day, the skies of Sedona are magical.
世 Framedセドナは見ることやることのたく
さんある町なの
Enjoy an entertaining evening 夜でも日中でもセドナの空はとても魅惑的です。
There is so much to see and
do, so stay
セドナのきらめく星空の
by world-famous red rocks, the views are like nothing
of
astronomy
under
the
canopy
another day and explore Sedona’s local
界的に有名なレッドロックに縁どられた空は、
比較で
で、
もう一日長く滞在してセドナのローカルの秘
下、経験豊かな天文学者
else on the planet. In 2014, Sedona was names as
of Sedona’s brilliant starry
secrets. Find the most breathtaking
きるものがないと言えるでし
ょう。2014年にはセドナ
密を体験されるようお客様にお勧めください。
による解説を楽しめる星空
the eighth International Dark Sky Community in the
sky
guided
by
professional
locations
for activities アートまで、
ranging from知る人
はインターナショナルダークスカイ協会（DSA）
によ
ハイキング、
自転車からヨガ、
観測のツアーに参加。最先
world by International Dark-Sky Association (DSA).
astronomers
with
decades
of
hiking
and
biking
to
yoga
and the arts
り、世界で8番目の国際ダークスカイコミュニティに
端の天体望遠鏡やレーザ
DSA recognizes communities that make significant ぞ知る息を呑むようなセドナのロケーションを
experience. State of the art
at SedonaSecret7.com. Experience
the
認定されました。
DSAは夜空の暗さを守るために著
SedonaSecret7.comにてご覧ください。
セドナ
ーポインターを使って夜空
efforts to protect night skies. The work in Sedona is
telescopes and high-powered
Red Rock Wonder like a local, for an
しい努力をしているコミュニティ
を評価します。
セド
心と
を立体的に説明してもら
ongoing and the results are
clear skies that
allow for のレッドロックの魅力をローカルのように、
laser pointers will guide you
adventure of body, mind, and spirit.
ナの町は継続的にその努力をし、
その結果、
昼も夜も
体、
そして魂のアドベンチャーとしてお楽しみく
えます。
spectacular
views,
both
at
night
and
during
the
day.
around the night sky.

すばらしい澄んだ空を見ることができます。

ださい。

* Commercial activities including guided hiking tours, jeep tours, horseback riding, tours to vortex sites, etc. on the U.S. Forest Service Land require permits.

Commercial activities including guided hiking tours, jeep tours, horseback riding, tours to vortex sites, etc. on the U.S. Forest Service Land require permits.
** Please
セドナを取り囲む米国国有林省管轄の土地における商業活動は、
商業用パーミットを所持している業者に限られています。各種ツアーを提
use the services of businesses that are permitted.
供される際はパーミット取得業者のサービスをご利用ください。

連絡先
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