サンプル
日程表

地上で最も美しい場所
総合的セドナ体験： 3泊4日
セドナはアウトドアアドベンチャー派の方からゆったり派の方、
アップタウンセドナのギャラリー
街、
ギャラリーローでアートを楽しみたい方まで、
どのような方にも楽しんでいただけるアクティ
ビティの豊富なデスティネーションです。
セドナのレッドロックは大自然の壮大なめぐみを思い
出させてくれるとともに、冒険の世界へと皆さんを導いてくれます。
1日目

2日目

1. トロリーツアー

1. レッドロックカントリーのウォーキング/ハイキング

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
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けチャーターの手配も可能です。

お時間に余裕のあるお客様で、
レッドロックの森を間近に体
感されたい皆さんには、米国国有林省のパーミットを所持し
ているツアー会社によるハイキングツアーをアレンジしたり、
個人で歩いていただきましょう。

2. セドナ歴史博物館
皆さんのお客様には、
このユニークで歴史的な開拓者の旧
宅を訪ねてセドナの歴史をさかのぼっていただきましょう。
そ
れぞれの部屋に1876年から現代までの牧畜、農業、
そして、
西部劇の黄金期を代表する展示があります。
セドナ初期の
経済には桃やリンゴの果樹園が大きな役割を果たしていま
した。
これらの果実の仕分けをした納屋の見学もでき、
この
納屋はイベント会場としてもご利用いただけます。
3. ギャラリー巡り＆ショッピング
•

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
うなアート村でゆったりとした散策のひと時をお過ご
しください。

•

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
豊かなお店の数々、
レストランががあります。

•

ショップス・アット・ハイアット・ピニョンポイント – 3つ
の中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、お土産屋を兼ねたコンビニや、
ギャラリーや
レストランがあります。
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。

2. レッドロック州立公園、
または、
スライドロック州立公園
セドナの州立公園は老若男女問わずどなたにでも楽しんで
いただける素材です。
レッドロック州立公園 - 286エーカーの自然保護区で水辺の生

態系を見学できる展示やビデオの視聴覚室があり、
セドナ地域の
地質や動植物について学習していただけます。年間を通してレンジ
ャープログラムやクラス、ハイキング、
ネイチャーウォークを手配で
きます。

スライドロック州立公園 - ペンドリー家の43エーカーのリンゴ園

があった場所で当時の農機具が展示されており、収穫期にはリン
ゴの販売もしています。川底のレッドロックが天然の滑り台となり、
ウォータースライドを楽しめることで有名です。夏は混みあうので、
秋から春にかけてツアー行程に含めることをお勧めします。

3. ツアーを手配
乗馬 - バックカントリーへの乗馬ツアーに参加して小川を渡ったり、
この地域ならではの動植物を馬上から楽しみましょう。
ワイナリーへ
訪れるツアーもあります。
ジープ、ハマー、ATVツアー - レッドロックカントリーのトレイルアド
ベンチャーです。生涯の思い出に残るようなスリル満載のツアーか
ら緩やかなツアーまで選択肢が多く、
セドナのレッドロックの森の
奥深くへ行くアドベンチャーをご体験いただけます。
ボルテックスツアー - セドナのスピリチャルな部分と現存するネイ
ティブアメリカン文化の神秘の世界を経験豊かなガイドの提供す
するツアーで味わってください。
空からのツアー - 壮観なセドナのレッドロックを上空から楽しんで
ください。一生に一度のご褒美としていかがでしょう。
サンライズ熱気球ツアー - 高知砂漠地帯のセドナ上空を気球でふ
わふわと空中散歩。早朝の朝日を照り返す色鮮やかなレッドロック
と野生動物を上空からご覧ください。

3日目

DAY 3
セドナは周辺地域のアトラクションを訪れるのに素晴らしい
ハブとしてご利用いただけます。
Sedona
is a hub for wonderfulセドナからの日帰り旅行を
regional attractions.
お楽しみください。
行き先には、
Take a day trip! Options
may 以下のようなオプションがあ
include:
ります。
• Take a day trip to the Grand Canyon—Just a short 2.5
グランドキャニオンへの日帰り旅行 - セドナからわずか2.5時
hour drive from Sedona. One of the
Seven Wonders
間に位置する世界の七不思議ひとつ、
グランドキャニオンへの訪問
of
the
Natural
World
will
enhance
your
visit to the
はアメリカ南西部への旅をより素晴らしいものにしてくれます。
セド
Southwest. Sedona offers guided tours, so leave the
ナから多くのツアー会社が日帰りツアーを提供していますので、
エ
driving to the experts and sit back and enjoy the day!
キスパートにすべてを任せて気軽に訪れてください。
• アンテロープキャニオン
The Antelope Canyon—A
3-hour drive from Sedona
- セドナから3時間のドライブでナバホ
takes you to the world renowned scenic slot
canyon
居留地にある世界的に有名で風光明媚なスロッ
トキャニオンに行
on
Navajo tribal アッパーアンテロープ
land. Enjoy the stunning
beam またはローア
of light
く
ことができます。
・キャニオン、
ーアンテロープ
・キャニオンにて太陽光線の描き出す自然美を楽し
in Upper or Lower
Antelope Canyon. Make a stop at
んでください。
帰りにはホースシューベンドへ立ち寄ってはいかが
Horseshoe Bend
on your way back.
でしょう。

• The Hopi Reservation—The Hopi Tribe is a sovereign
ホピ居留地
- アリゾナ州北東部、
nation located
in Northeastern セドナから約2.5時間の場所に
Arizona, about 2.5 hours
ネイティ
ブアメリカンのホピ族の居留地があります。
3つのメサに
from Sedona.
Spend time exploring the Hopi culture
on
て、
伝統的なホピの文化を体験してみてください。
カルチャーセンタ
three
mesas. Stop for lunch at the Cultural Center
and
ー&博物館にてランチ休憩を取るのがおすすめです。
Museum. They encourage visitation, but ask thatホピ族は観
people
光客を歓迎してくれますが、訪問の際は彼らの法令、文化、生活様
be respectful of their laws, culture and way of life.
式に対して敬意を表してください。

• The Verde Valley—There are so many things to explore:
ベルデバレー - セドナから30-40分のベルデバレー地域に
— Ride the Verde Canyon Railroad
は観光素材が豊富です。
— Enjoy a Western Dinner Theater
• ベルデキャニオン鉄道
— •Visitウェスタン
Jerome,・the
largest
Ghost Town in America
ディナー
・シアター
— •Tour
the Verde Valley Wine
Trailジェローム
アメリカ最大のゴースト
タウン、
•
ベルデワイントレイル
— Visit the Out of Africa Wildlife Park
• アウト・オブ・アフリカ・ワイルドライフ公園
— Visit Cliff Castle Casino
•

4日目
DAY
4
1. ネイティブアメリカン文化の体験
1. Enjoy
the Native American Culture
個人で、
もしくはツアーに参加してセドナの豊かなネイティ
The Sedona area is rich in prehistoric
Native American
ブアメリカンの文化を体験しまし
ょう。いくつかのネイティ
culture. Spend time exploring on your own or with a
ブアメリカンの遺跡はツアーにて訪れることもできます。
guided
tour. Some Native
American sites are offered
• 岩壁住居跡 - パラキ、
ホナキなど
through local tour operators.
•

ロックアートのサイト - VバーV・ヘリテージサイト

•

モンテズマキャッスル国立モニュメント＆モンテズマウェル

• Cliff Dwellings (Palatki. Honanki, etc.)

• Rock
Art Sites (V Bar V Heritage Site,
etc.) ドで遺跡を
とトゥジグート国立モニュメントでは、
セルフガイ

回ったり、
レンジャーの解説を聞いたりできます。
• Montezuma
Castle National Monument, Montezuma
Well and Tuzigoot National Monument offer self-guided
2. tours
スパにて心と体を癒す
and ranger presentations
リゾートのスパやデイスパにて、心と体にご褒美をあげましょ
2.セドナのスピリチャルなメッカとしての世界的にも有名な
Pamper Yourself—Body and Soul—at a Spa
う。
評判により、
直観を使ったカ
Give your セドナにはすばらしいヒーラー、
body a special treat as you enjoy
one of our
ウンセラー、
アーチスト、
スピリチャルガイ
ドなど様々な才能を
many spa facilities either at a hotel/resort or a private spa
持った人々が集まっています。
セドナのスピリチャル系ショ
in town. Sedona’s world-wide
reputation as a spiritualッ
プを訪れたり、
ボルテックスツアーに参加したりして、
活力を
mecca has drawn some of our planet’s most amazing
よみがえらせ、
若返りを図りまし
ょ
う。
healers, intuitives, artists and spiritual guides. Explore
our metaphysical shops or take a vortex tour. You will be
revived and rejuvenated!

クリフキャッスルカジノ

STARGAZING
星空観測

Enjoy an entertaining evening

More to Discover…
その他のディ
スカバリー
INTERNATIONAL
DARK SKY COMMUNITY FITのお客様
FOR YOUR FIT CLIENTS
国際ダークスカイコミ
ュニティ
Night or day, the skies of Sedona are magical. Framed

There is so much to see and do, so stay

by world-famous red rocks, the views are like
世nothing セドナは見ることやることのたく
さんある町なの
セドナのきらめく星空の
of astronomy under the canopy 夜でも日中でもセドナの空はとても魅惑的です。
another day and explore Sedona’s
local
else
on
the
planet.
In
2014,
Sedona
was
names
as
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
of Sedona’s brilliant starry
secrets. Find the most breathtaking
the eighth Internationalょ
Dark
Sky Community in the 密を体験されるようお客様にお勧めください。
きるものがないと言えるでし
う。2014年にはセドナ
による解説を楽しめる星空
sky guided by professional
locations for activities ranging from
world
by
International
Dark-Sky
Association
(DSA).
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、
アートまで、
知る人
astronomers with decades
hiking
and biking to yoga
and the arts
観測のツアーに参加。
最先 of
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
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
efforts to protect
night skies. The work in Sedona is SedonaSecret7.comにてご覧ください。
telescopes and high-powered 認定されました。
Red Rock Wonder like a local, for an
DSAは夜空の暗さを守るために著
セドナ
ーポインターを使って夜空
ongoing and the results are clear skies that allow for
laser
pointers
will
guide
you
adventure of body, mind, and spirit. 心と
しい努力をしているコミュニティを評価します。
セド
のレッドロックの魅力をローカルのように、
を立体的に説明してもら
spectacular views, both at night and during the day.
around the night sky.
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。
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.
Please use the services of businesses that are permitted.

* 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
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。

YOUR SEDONA CONTACT
連絡先
Sachiko Sado, Director of Tourism Development | Sedona Chamber of Commerce & Tourism Bureau
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