
 

ライマン公会堂、テネシー州ナッシュビル

バーボン、ブルーグラスと馬の名所

テネシー州 - ケンタッキー州 - オハイオ州 - インディアナ州

テネシー州ナッシュビル

テネシー州ナッシュビルでの旅は、まずライマン公会堂（Ryman Auditorium）の見学ツアーから始めましょ
う。テネシー州歴史委員会（Tennessee Historical Commission）による解説板では、ライマン公会堂は「ブ
ルーグラス発祥の地」とされています、ビル・モンローの 1945 年の公演が行われたのがこの公会堂であり、
それが現在ブルーグラスとして知られるようになったのです。ビル・モンローはブルーグラスの父であり、この
地でのブルー・グラス・ボーイズとのパフォーマンスは、ブルーグラスというジャンル、ひいては音楽そのもの
の歴史を画する出来事でした。  

ナッシュビルでの滞在中にブルーグラスを聴くことができる場所は数多くあります。ライマン公会堂では毎年
夏に「ブルーグラスナイト」（Bluegrass Nights）が行われており、さらにフレンズ・ウィズ・ワーナー・パークス

（Friends of Warner Parks）では 1 年を通じて「フルムーン・ピッキング・パーティーズ」（Full Moon Pickin’ 
Parties）を開催しています。あるいは、これまで著名なミュージシャンが何人も演奏してきた親密な雰囲気
のライブハウス、ステーションイン（Station Inn）に行くのも良いでしょう。音楽の体験に合わせ、ネルソン・グ
リーン・ブライアー蒸留所（Nelson’s Green Brier Distillery）の見学ツアーにも足を運びましょう。この蒸留
所のドイツ出身の創業者について学び、手作業で作られたテネシーウイスキーを味わうことができます。宿
泊地：テネシー州ナッシュビル



 テネシー州ナッシュビルから、テネシー州タラホーマへ

ナッシュビルを出て 1 時間半ほどドライブすると、リンチバーグ（Lynchburg）のジャック・ダニエルズ蒸留所
（Jack Daniel’s Distillery）に到着します。お好みに合った見学ツアーを選び、その後で街を散策しましょう。リ
ンチバーグはホスピタリティに溢れた小さな町です。ミス・マリー・ボボズ・ボーディングハウス・アンド・レストラン

（Miss Mary Bobo’s Boarding House and Restauran）で家庭料理を味わい、リンチバーグ・ハードウェア・ジ
ェネラル・ストア（Lynchburg Hardware General Store）で旅のお土産を買いましょう。

タラホーマ（Tullahoma）に向かう途中、ショートスプリングス・ナチュラル・エリア（Short Springs Natural 
Area）で 30 分の寄り道をしましょう。緑豊かな風景と生き生きとした滝が、あなたをリラックスさせてくれます。写
真を撮るにもぴったりのスポットです。ショートスプリングス・ナチュラル・エリアから 10 分ほど運転するとタラホ
ーマに到着します。ここでまた蒸留所に向かいましょう。カスケード・ホロウ蒸留所（Cascade Hollow Distilling 
Co.）では、小さなチームがディッケル・テネシー・ウイスキーを手作業で生産しています。蒸留所を見学し、このテ
ネシー州ならではのブランドの歴史を学びましょう。  宿泊地：テネシー州タラホーマ

テネシー州タラホーマから、テネシー州ピジョンフォージへ

テネシー州ノックスビルへ3時間ドライブしてノックスビル・ビジター・センターに立ち寄り、ラジオの公開放送を
見学しましょう。WDVX・ブルー・プレート・スペシャルは無料放送で、ブルースからブルーグラス、ケルト音楽からフ
ァンクまであらゆるジャンルを流しています。 

ノックスビルから 1 時間ほどドライブすると、ピジョンフォージ（Pigeon Forge）に到着します。ここにはシンガ
ーソングライターのドリー・パートンが設立したアパラチア風のテーマパーク、ドリーウッド（Dollywood）とドリ
ーウッズ・スプラッシュ・カントリー（Dollywood’s Splash Country）があります。ここでは音楽に関係するイベ
ントや、馬とカントリーミュージックを紹介するディナーショーが 1 年を通じて行われています。このパークのシ
ョーストリートガゼボ（Showstreet Gazebo）では、ブルーグラスのミュージシャンたちもよく知られた曲を演奏
しています。クリスマスシーズンに訪問するときは、クリスマス・イン・スモーキーズ・ブルーグラス・フェスティバル

（Christmas in the Smokies Bluegrass Festival）をお見逃しなく。ブルーグラスミュージシャンが毎日パフォー
マンスし、町中がクリスマスのデコレーションで彩られます。   宿泊地：テネシー州ピジョンフォージ
   

ドリーウッド テネシー州ピジョンフォージ



 

テネシー州ピジョンフォージからケンタッキー州レキシントンへ
 
ブルーグラスとバーボンは、この地域と分かちがたく結びついています。ケンタッキー州の北に向かいダニエ
ル・ブーン・ナチュラル・フォレスト（Daniel Boone National Forest）に立ち寄り、ブルーグラスのミュージシャ
ンにインスピレーションを与える美しい自然を満喫しましょう。そこから 2 時間半のドライブで、ケンタッキー州
マウントバーノン（Mount Vernon）に到着します。ケンタッキー州の音楽殿堂博物館（Kentucky Music Hall 
of Fame and Museum）では、音楽業界に多大な足跡を残したケンタッキー州出身の人々を紹介しています。
ブルーグラス、カントリー、その他のジャンルの音楽を代表する 50 人以上のアーティストが殿堂入りしていま
す。ブーツ・ランドルフ、ドワイト・ヨアカム、ウィノナ・ジュッドとナオミ・ジュッド、クリスタル・ゲイル、リッキー・ス
カッグス、ロレッタ・リン、そしてローズマリー・クルーニーらが紹介されています。  さらにケンタッキー州のブル
ーグラスの中心に向かうと、レースチャンピオンに出会います。マウントバーノンから北に向かってケンタッキー
州の馬の首都レキシントンへ1時間ドライブし、そこで2日間を過ごします。宿泊地：ケンタッキー州レキシント
ン

レンフロバレー、マウントバーノン、ケンタッキー州



 

 
ケンタッキー州レキシントン 

レキシントンでの1日目は、ダーレイ・アット・ジョナベル・ファーム（Darley at Jonabell Farm）でサラブレッドを見
に行きましょう。この農場で育てられた馬は、ケンタッキーダービーで良い成績を収めています。厩舎を見学し、ケ
ンタッキーダービーを制した 3 頭の馬、ナイキスト、アニマルキングダム、ストリートセンスに会いに行きましょうそ
こから数分で、世界的に知られている競馬場、キーンランド（Keeneland）に到着します。レースを楽しむのもよい
ですし、舞台裏を紹介する見学ツアーにも参加できます。ツアーでは、馬小屋、表彰式場、オークションリングに入
ることができます。その後、ブルー・ドア・スモークハウス（Blue Door Smokehouse.）の自家製燻製肉のバーベキ
ューで、 1 日を締めくくりましょう。宿泊地：ケンタッキー州レキシントン

ケンタッキー州レキシントン

競走馬の名産地を巡る旅をさらに続け、クライボーンファーム（Claiborne Farm）に向かいましょう。有名な種馬、
セクレタリアトがレース引退後の余生を過ごした場所です。100 年以上におよぶサラブレッド競馬の歴史にひたり
つつ、厩舎の中にいる現代のチャンピオンに会いに行きましょう。その後、伝説的なセクレタリアトを含む 20 頭以
上のチャンピオンが葬られている墓地にも立ち寄りましょう。史上最高の競走馬を偲んで黙祷をささげた後、ケン
タッキー・ホース・パーク（Kentucky Horse Park）で競馬の文化と歴史を学びます。チャンピオンを記念するホー
ルを歩き、さまざまな品種の馬が集まるパレードを眺め、厩舎の見学ツアーに参加しましょう。宿泊地：ケンタッキ
ー州レキシントン

ケンタッキー州レキシントンからケンタッキー州ベルサイユへ 
レキシントンからベルサイユへの 30 分のドライブでは、競走馬の名産地であるこの地域の美しさにひたりましょ
う。サラブレッドの飼育と競馬では右に出る施設のない、ウィンスターファーム（WinStar Farm）に立ち寄りましょ
う。受賞歴のある種馬が何頭も飼育されています。農場を回って種馬のいる厩舎や交配用の納屋を見学し、この
施設の歴史を学ぶことができます。春や夏に訪れると、牧草地にいる仔馬も見られるかもしれません。競走馬の名
産地を巡る旅で、次に訪れるのはレーンズ・エンド・ファーム（Lane’s End Farm）です。サラブレッドたちに挨拶し
た後は、ベルモント・ステークス・ブリーダーズ・カップ・クラシックのチャンピオンである A. P. インディを記念した
銅像を見に行きましょう。 

旅の間にきっとお腹がすいてくることでしょう。ケンタッキー州の郷土料理は期待を裏切らない美味しさです。メリ
ッサズ・コテージ・カフェ（Melissa’s Cottage Café）でランチを楽しんだ後、車で 10 分ほどのところにあるローレ
ンスバーグ（Lawrenceburg）のワイルドターキー蒸留所へ向かいましょう。ケンタッキー川（Kentucky River）の
上流に位置するこの蒸留所では、高級なケンタッキー・ストレート・バーボン・ウイスキーと共に素晴らしい景色を
楽しむことができます。見学ツアーに参加して、手作業で組み立てられたオークの樽から注がれるバーボンを眺
め、ワイルドターキーとラッセルズリザーブをゆったりと試飲しましょう。宿泊地：ケンタッキー州ベルサイユ

ダービー・ダン・ファーム、ケンタッキー州レキシントン



 

ケンタッキー州ベルサイユ

ベルサイユから 30 分ドライブすると、ケンタッキー州でもっとも評判の高い蒸留所、バッファロートレース
（Buffalo Trace）に到着します。この蒸留所は世界各地で 500 以上の賞を獲得しており、アメリカ合衆国国定

歴史建造物にも指定されています。この蒸留所ではさまざまなブランドを提供していますが、最も有名なのがバ
ッファロートレースとヴァンウィンクルでしょう。バッファロートレース・ケンタッキー・ストレート・バーボン・ウイ
スキーは、地元のバッファローと開拓者に敬意を表したウイスキーです。その製法は 200 年以上にわたって変
わっていません。ヴァンウィンクルシリーズは、バーボンの王様ともいうべきブランド。パピー・ヴァン・ウィンクル
は、毎年 7,000 ケースほどしか生産されていない世界で最も希少なバーボンの 1 つです。バッファロートレース
の見学ツアーでは、この蒸留所の歴史を学び、また有名なブラントンのボトリング施設で、蒸留所を代表するバ
ーボンがボトル詰めされる様子を見ることができます。受賞歴のあるウイスキーのテイスティングが、ツアーの
ハイライトです。  

ベルサイユに戻り、さらに人気の蒸留所を巡りましょう。ウッドフォードリザーブ蒸留所（Woodford Reserve 
Distillery）もアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定されており、ケンタッキー州で最も古い、また最も小さな
蒸留所の 1 つです。テイスティングルームでは、競走馬の名産地であるこの地域を一望しつつ、バーボンを楽し
みましょう。その後は蒸留所に併設されているグレンズ・クリーク・カフェ（Glenn’s Creek Café）でランチを堪能
し、アッシュフォード・スタッド・ファーム（Ashford Stud farm）に向かいましょう。 

アッシュフォード・スタッド・ファームは、世界で最も大規模にサラブレッド育成事業を手掛けるクールモア・スタ
ッド（Coolmore Stud）のアメリカの拠点です。見学ツアーは事前予約が必要な上に、決まった時期しか行われ
ていません。美しいサラブレッドを見たい方は、あらかじめ計画を立てておいてください。歴史ある石造りの壁の
向こう側には、豊かなレースの歴史と、アメリカンファラオ、ジャスティファイ、そしてケンタッキーダービーの勝者
であるフサイチペガサスといった世界で最も有名な種馬が集まっています。  宿泊地：ケンタッキー州ベルサイユ

バッファロートレース蒸留所、ケンタッキー州フランクフォート



 

ケンタッキー州ベルサイユから、オハイオ州シンシナティへ
バーボンの旅は一休みして、オハイオ州シンシナティへ 2 時間のドライブへ。シンシナティに到着したら、「パー
プル・ピープル・ブリッジ（Purple People Bridge）」を渡りましょう。ケンタッキー州ニューポートへと伸びる歩
行者専用の橋です。わずか 0.8 キロメートルほどですが、この種の歩行者用の橋としてはアメリカで最も長い
ものです。オハイオ州とケンタッキー州の境目であるこの川の両岸には、様々なエンターテインメント、レストラ
ン、ナイトライフ、フェスティバル、公園やアトラクションが目白押しです。  

落ち着いたらお酒を飲みましょう。ニューリフ蒸留所（New Riff Distilling）では、幅広いクラフトウイスキーを
提供しています。ガイド付きツアーを予約して、都会でバーボンを製造するこの施設について学びましょう。蒸
留所の見学ツアーはまず屋外から始まり、ガラスケースに入った高さ約 18 メートル、直径約 60 センチの銅製
のスチルを見ることができます。その後は、ロビーのテイスティングバーに向かいましょう。宿泊地：オハイオ州
シンシナティ

オハイオ州シンシナティから、インディアナ州インディアナポリスへ
シンシナティから 2 時間のドライブでインディアナ州インディアナポリスに向かい、新しい都会のクラフトウイ
スキー製造についてもっと詳しく知りましょう。インディアナポリスに到着したら、まずは 12.05 蒸留所（12.05 
Distillery）に足を運びましょう。蒸留所の名前は、禁酒法が廃止された日付に由来しています。この小規模な
蒸留所では、地元産の原料を使用しています。来訪者の希望に応じて開かれる見学ツアーでは、施設内を回
り、ウイスキー蒸留に関する基本的な知識を学び、製品サンプルを味わうことができます。  

バーボンを巡る旅の次の目的地はウェスト・フォーク・ウイスキー（West Fork Whiskey Co.）。「特別なウイス
キーを追求した、インディアナポリス出身の 3 人の平凡な男たち」が設立したこの蒸留所では、インディアナ州
で生産された原料から独自の製法で蒸留酒を生産しています。この施設では、蒸留所の見学ツアー、テイステ
ィング、さらに季節の手作りカクテルを提供しています。 

さらに足を延ばして、ホテル・タンゴ・アルチザン蒸留所（Hotel Tango artisan distillery）に向かいましょう。
禁酒法以来、インディアナポリスで初めて設立された小規模経営の蒸留所です。蒸留所の名前は、創業者トラ
ビス・バーンズが軍隊に所属していたことに由来します。蒸留所はインディアナポリスのダウンタウン、歴史あ
るフレッチャープレイス（Fletcher Place）に位置し、ブラヴォーバーボンといった名前の付いた、軍隊をテーマ
にしたクラフトカクテルを提供しています。テイスティングルームは馬車の車庫を改装したもので、冬には大き
な石造りの暖炉、また夏にはパティオでテイスティングを楽しむことができます。ウイスキーを堪能した後は、
フレッチャープレイスのもう 1 つの人気スポット、ブルービアード（Bluebeard）でディナーを取りましょう。宿泊
地：インディアナ州インディアナポリス 

ウッドフォードリザーブ蒸留所、ケンタッキー州ベルサイユ



 

インディアナ州インディアナポリスから、ケンタッキー州ルイビルへ

2 時間のドライブで、アメリカの競馬のメッカであるケンタッキー州ルイビル（Louisville）へとたどり着きます。チャーチ
ルダウンズ（Churchill Downs）は有名なケンタッキーダービー競馬が開かれる場所。グランドスタンドにそびえる有名
な 2 つの塔を観たら、ケンタッキーダービー博物館（Kentucky Derby Museum）へと足を運びましょう。この博物館で
は、さまざまな展示品や映像、写真などを通じて、ケンタッキーダービー（Kentucky Derby）の歴史を記録しています。
チャーチルダウンズでは、季節やレースのスケジュールに合わせて、さまざまなツアーを提供しています。セクレタリア
トが歴史的な勝利を収める直前にいた厩舎や、ジョッキークラブ、ミリオネアズロウ（Millionaires Row）の座席などを
見ることができるかもしれません。  

競馬場で 1 日を過ごした後は、やはりバーボンでしょう。ウイスキーを楽しめるスティツェル・ウェラー蒸留所（Stitzel-
Weller Distillery）が、ルイビルのダウンタウンから約 8 キロメートルのところにあります。この歴史ある蒸留所
は、1935 年にダービーが開かれた日に一緒に開業しました。ブレット・バーボン・ブランドを製造するこのスティツェル・
ウェラー蒸留所では、1879 年にリックハウス式の樽の保管システムが発明された貯蔵所を見学することができます。デ
ィナーにはドック・クローズ（Doc Crow’s）がおすすめです。ルイビルのダウンタウンにある歴史的なウイスキーローに
あり、アメリカ南部の料理を古典的なケンタッキー州の料理に融合させています。ケンタッキー州のバーボンに飽き足
らない人のために、ここでも様々なセレクションが揃っています。宿泊地：ケンタッキー州ルイビル

ケンタッキー州ルイビルから、ケンタッキー州オーエンズボロへ

ケンタッキー州クレルモンの丘へと南へ 30 分ドライブすると、ジム・ビーム・アメリカン・スティルハウス（Jim Beam 
American Stillhouse）があります。ガイドなしの無料のウォーキングツアー、または蒸留プロセスの全てを見学できる
詳細なガイド付きツアーで、バーボンについて学びましょう。ランチには、バーボンにインスピレーションを得たカフェ、
フレッズステーキハウス（Fred’s Smokehouse）がおすすめです。次は 20 分ドライブしたところにある、オスカー・ゲッ
ツ・ウイスキー歴史博物館（Oscar Getz Museum of Whiskey History）に向かいましょう。この博物館では、植民地時
代の前から禁酒法施行後までの、様々な珍しいウイスキー関連の道具がコレクションされています。エイブラハム・リ

チャーチルダウンズで開催されるケンタッキーダービー、ケンタッキー州ル
イビル



 

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の 
VisitTheUSA.com/traveltrade をご覧ください。

ンカーンの酒類販売許可証や、珍しいアンティークボトル、密造酒のスチルなどを見ることができます。博物
館に行った後は、30 分ほど南にドライブし、ロレット（Loretto）のメイカーズ・マーク蒸留所（Maker’s Mark 
distillery）に向かいましょう。操業開始から移転することなく現在まで機能している蒸留所としては、最も古い
ものとされており、樹木園も併設されています。有名な赤い封蝋のついたボトルに手作業でバーボンをくみ出
す過程も含め、酒造のプロセス全体を見学できるツアーが用意されています。バーボンはボトルに自分でくみ
出すこともできます。美しい景色とおいしいウイスキーを楽しんだ後は、2 時間半かけてケンタッキー州オーエ
ンズボロに戻りましょう。宿泊地：ケンタッキー州オーエンズボロ

ケンタッキー州オーエンズボロ 

オーエンズボロでもっとブルーグラスの歴史を知りたいときは、ブルーグラスミュージック殿堂博物館へ向か
いましょう。インタラクティブな展示、ポスター、コスチューム、楽器演奏のデモンストレーション等を楽しむこと
ができます。生演奏のスケジュールもチェックしてみてください。1 日の締めくくりに、O.Z.タイラー蒸留所に足
を運びましょう。この蒸留所はオーエンズボロで 130 年の歴史を誇り、初めはグリーンリバー蒸留所（Green 
River Distillery）という名前で開業しました。  宿泊地：ケンタッキー州オーエンズボロ

ケンタッキー州オーエンズボロからテネシー州ナッシュビルへ

ナッシュビルに戻る45 分のドライブでロシーニ（Rosine）に向かい、「ブルーグラスの父」と呼ばれるビル・モン
ローの遺産を集めたビル・モンロー博物館（Bill Monroe Museum）に行きましょう。この博物館はビル・モン
ローのキャリアと人生を記念したもので、ロシーニは彼の生家と子供時代を過ごした家のすぐそばにあり、見
学することもできます。その後、 2 時間のドライブでテネシー州ナッシュビルに戻り、旅を締めくくりましょう。宿
泊地：テネシー州ナッシュビル

ケンタッキー州オーエンズボロ


