北東部の
ワイントレイル
ニューヨーク州 – ニュージャージー州 – デラウェア州 – ペンシルベニア州

北東部のワイントレイル

ニューヨーク州ニューヨークからニュー
ジャージー州ケープメイ

2 時間 45 分/254 キロメートル

ペンシルベニア州ケネットスクエアから
ペンシルベニア州ハーシー

1 時間 30 分/105 キロメートル

ニューヨーク州イサカからニューヨ
ーク州ニューヨーク

4 時間／359 キロメートル

ニュージャージー州ケープメイからペン
シルベニア州ケネットスクエア
ペンシルベニア州ハーシーからニ
ューヨーク州イサカ

2 時間 15 分/159 キロメートル

3 時間 45 分/354 キロメートル

イサカ
ニューヨーク
ハーシー

ケネットスクエア
ケープメイ

ニューヨーク州ニューヨーク
1 日目

ホテルにチェックインしたら、
ソーホーのシティ・ワイナリー・ニューヨーク
（City Winery New York）からワイナリー
の旅を始めましょう。
ここはニューヨーク市の中心部にワイン生産地がやって来たようなワイナリーで、生演奏と食
べ物とワインを組み合わせて提供しており、料理と文化を併せて体験できます。
ワインセラーには 300 のフレンチオ
ーク樽が積まれ、最適な温度に自動的に冷やされたワインが 11 の注ぎ口から注がれるようになっています。
ワイン
を瓶詰めする必要がないため、環境にやさしい仕組みと言えます。
毎日午後 4 時にスタートするツアーを予約する
か、
バレルルーム（Barrel Room）を訪れましょう。
居心地の良い 40 席のレストランとテイスティングルームがあるバ
レルルームでは、注ぎたての樽出しワインと充実したフードメニューが楽しめます。

宿泊地：ニューヨーク州ニューヨーク

ニューヨーク州ニューヨークからニュー
ジャージー州ケープメイへ
2 日目

2 時間 45 分/254 キロメートル

早朝にニューヨーク市を出発し、ニュージャージー州のワインの生産地を目指して南へ向かいます。途中、ニュ
ージャージー州プリンストンに立ち寄ります。
ここには、1756
年以来、
かの有名なプリンストン大学（Princeton
University）のキャンパスが置かれています。
プリンストンのダウンタウンにあるジャミンクレープス（Jammin’
Crepes）で遅めの朝食を楽しみましょう。
メニューは絶えず変わり、
クレープの具に地元の農場で生産されたさまざ
まな新鮮な食材を使っているのが特徴です。
朝食後は、72,000 点以上の芸術作品を収蔵しているプリンストン大学
美術館（Princeton University Art Museum）を訪れてはいかがでしょうか。
芸術好きの方は必見です。
その後、引
き続き南へ向かいます。
その日最初に訪れるワイナリーは、
アマルテア・セラーズ・ファーム・ワイナリー（Amalthea
Cellars Farm Winery）です。
100 年前の馬車を目にしたり、明かりの灯るバレルセラーで試飲したりするうちに、
タ
イムスリップして南フランスのブティックシャトーにいるような気持ちになるかもしれません。
アマルテアセラーズ
から少し離れたところに、
ホワイト・ホース・ワイナリー（White Horse Winery）があります。
2016 年にオープンし
たばかりで、
ニュージャージー州で最も新しいワイナリーの 1 つです。
テイスティングルームでワインを試飲し、手
作りの盛り合わせランチを楽しむことができます。次のワイナリーに向かう途中に見逃せない場所があります。
そ
れは象のルーシー（Lucy the Elephant）と呼ばれる、
ニュージャージー州マーゲートのジョセフィン・ハロン・パー
ク
（Josephine Harron Park）の海岸沿いに立つ 6 階建ての建造物です。
ルーシーの内部にある階段を上ると、景
色を 360 度見渡せます。
ルーシーは国立公園の史跡として登録されています。
その日の最後のワイナリーは、
デラ
ウェア湾（Delaware Bay）と大西洋にはさまれたケープメイ郊外にある、
ホーク・ヘブン・ヴィンヤード＆ワイナリー
（Hawk Haven Vineyard and Winery）です。
ここのブドウ園は、平穏で豊かさに満ちた自然のままの安息の地で、
多くの渡り鳥の餌場となっています。
ケープメイまではもうすぐです。
到着前にその日最後の試飲を楽しむには最適
な場所です。
ケープメイは、
ニュージャージー州南部のケープメイ半島（Cape May Peninsula）の先端に位置し、壮
大なビクトリア様式の邸宅や、
デラウェア湾と大西洋を望むケープメイ灯台（Cape May Lighthouse）で知られてい
ます。夜には、
この歴史情緒豊かな海辺の町で過ごしましょう。町全体が国定歴史地区であり、
ビクトリア様式の建
物が 600 軒近く保存されています。
ディナーは、
ケープメイ港（Cape May Harbor）を望むフィッシャーマンズワーフ
のザ・ロブスター・ハウス
（The Lobster House）で楽しんではいかがでしょうか。

宿泊地：ニュージャージー州ケープメイ

ニュージャージー州のケープメイ灯台

ニュージャージー州ケープメイからペン
シルベニア州ケネットスクエアへ
3 日目

2 時間 15 分/159 キロメートル

ケープメイを出発し、
ケープメイ・ルイス・フェリー（Cape May-Lewes Ferry）
で
デラウェア州に移動します。
午前 7 時発のフェリーに乗り、
デラウェア州の美し
いリホボスビーチ
（Rehoboth Beach）の海辺の遊歩道沿いのレストランで朝
食を楽しみましょう。
ザ・ロイヤル・トリート
（The Royal Treat）をはじめとする
人気店があります。
リホボスビーチから車で少し行ったところにあるルイスに
は、
1993 年に設立されたデラウェア州初のワイナリー、
ナッソー・バレー・ヴィ
ンヤーズ
（Nassau Valley Vineyards）があります。
ガイドなしで見学してから、
受賞歴のあるワインセレクションの試飲を楽しみましょう。次は、
デラウェア州
の田園地帯のマリーデルにあるハーベスト・リッジ・ワイナリー（Harvest Ridge
Winery）までドライブします。
このワイナリーは、
デラウェア州とメリーランド州
の 2 つの州の州境となっている歴史あるメイソンディクソン線（Mason-Dixon
Line）をまたいで広がっています。
特徴の 1 つは、
メイソンディクソン線の石でで

きた境界標識の原型「第 47 番」があることです。
ハーベスト・リッジ・ワイナリー
では赤ワイン、特にマルベックをお試しください。
チェサピーク地域は水に恵ま
れているため、
ブドウの栽培期間が長く、生育期間の気温も高めで、赤ワインの
生産に理想的です。
チェサピーク湾（Chesapeake Bay）に沿って、
多くの入り江
のいくつかを横切り、ペンシルベニア州に入ります。
ここでは、
「世界のマッシュ
ルームの都」
として有名な歴史ある町、
ケネットスクエアを時間をかけて探訪し
ましょう。
キノコ関連のギフトや食品を取りそろえたザ・マッシュルーム・キャップ
（The Mushroom Cap）など、
ステートストリート
（State Street）の個性的なお
店を見て回りましょう。
ディナーはポートベロズ
（Portobello’s）がおすすめです。

宿泊地：ペンシルベニア州ケネットスクエア
デラウェア州のリホボスビーチ

ペンシルベニア州のヴァ・ラ・ヴィンヤーズ

ペンシルベニア州ブランディワインバレー

4 日目

ケネットスクエアを拠点にして、美しいブランディワインバレーで数多くのブド
ウ園やワイナリーを巡りましょう。必ず訪れたいのは、4.5 平方キロメートル
近くの面積を誇るケネットスクエアのロングウッドガーデンズ（Longwood
Gardens）です。庭園や森林地帯、牧草地、温室で、11,000 種類もの草木が
見られます。
ロングウッドガーデンズからわずか 5 分のところに、ゲイラー・エ
ステート・ヴィンヤーズ＆ワイナリー（Galer Estate Vineyards and Winery）
があります。
このワイナリーでは、
ステンドグラス、再利用されたバーンウッド、
独立記念館（Independence Hall）の階段の大理石を利用して作ったバー
カウンターをぜひ見学してください。夏季は屋内でも屋外のメインデッキで
も試飲が可能です。屋外デッキからはレッド・ライオン・シャルドネ・ヴィンヤ
ード
（Red Lion Chardonnay Vineyard）を見渡せます。時には音楽の夕べ
も催されます。冬季は、居心地の良いレッド・ライオン・テイスティング・ルー
ム（Red Lion Tasting Room）でイベントが開催されます。次の目的地は、
ペンシルベニア州チャズフォードにあるペンズ・ウッズ・ワイナリー（Penns

Woods Winery）です。
テイスティングルーム内とブランディワインバレーの景
色を望む屋外パティオで試飲ができます。
ブドウ園では、生演奏、食とワイン
のマリアージュがなど、週末のイベントも用意されています。エイボンデール
のブティックワイナリー、ヴァ・ラ・ヴィンヤーズ（Va La Vineyards）では、19
世紀の納屋で風味豊かなワインの試飲ができます。ワインは食べ物と組み
合わせることで味わいが増すように作られており、試飲には地元産のチーズ
が添えられます。豊かな体験をご満喫ください。夜には、ケネットスクエアか
ら車ですぐのペンシルベニア州ウェストチェスターへ出かけてみましょう。
マ
ーケットストリート
（Market Street）には、現地の芸術品や食材が買えるお
店がそろっています。夕べの締めくくりとして、ピエトロズプライム（Pietro’s
Prime）で素晴らしいステーキディナーをお楽しみください。

宿泊地：ペンシルベニア州ケネットスクエア

ペンシルベニア州ケネットスクエアから
ペンシルベニア州ハーシーへ

5 日目

1 時間 30 分/105 キロメートル

ケネットスクエアからペンシルバニア州ランカスターまで、車で 45 分です。
途中でランカスターの少し手前のストラスバーグに寄って、ジャバ・ジャンク
ション・コーヒー・バー（Java Junction Coffee Bar）で食事にしましょう。
メ
ニューには、ベーグルやサンドイッチのほか、
「二日酔いの助っ人（Hangover
Helper）」という独創的な創作料理もあります。
これは、卵、
ソーセージグレー
ビー、ジャガイモ、オニオン、
トウガラシ、
チーズを使った料理にピクルスジュー
スを添えたものです。
ランカスターには、
アメリカで最も古いアーミッシュの居
住区があります。
さらに、ペンシルベニア・ダッチ・カントリーの中心に位置する
この多様性に富む都市では、90 を超えるアートスペース、歴史的建造物、素晴
らしい文化的アトラクションやエンターテイメントも楽しむことができます。
ラ
ンカスターから車で北へ向かうと、
すぐにペンシルベニア州マンハイムのヴァ

ルツ・ヴィンヤード・エステート
（Waltz Vineyards Estate）に着きます。
ヨーロ
ッパをイメージしたテイスティングルームがエステートワインを引き立てます。
地元の職人手作りのチーズやチョコレートも用意されています。次に、ペンシ
ルベニア州の田園地帯を通り抜けて、その日の最終目的地、ペンシルベニア
州ハーシーへ向かいましょう。
ハーシーでは、伝統的な辛口と甘口の赤、白、
ピ
ンクのワインを専門とするブティックワイナリー、
クラーリ・ヴィンヤーズ＆ワイ
ナリー（Cullari Vineyards and Winery）を訪ねます。
メインのテイスティング
ルームはハーシーの中心部、
チョコレートアベニュー（Chocolate Avenue）に
あります。

宿泊地：ペンシルベニア州ハーシー

ペンシルベニア州のカッセルヴィンヤーズ

ペンシルベニア州のアームストロング・バレー・ヴィンヤード＆ワイナリー

ペンシルベニア州のワイン生産地、
ハーシーとハリスバーグ
6 日目

その日の後半は、
ハーシーとハリスバーグのワイン生産地を巡りますが、
チョ
コレートアベニューにある博物館、ザ・ハーシー・ストーリー（The
Hershey
Story）を外すわけにはいきません。
ここでは、
ミルトン・S・ハーシーと彼の「
グレート・アメリカン・チョコレート・バー（Great American Chocolate Bar）
」についてだけでなく、彼にちなんで名付けられた町についても知ること
ができます。次は、ペンシルベニア州ハリファックスに向かってサスケハナ川
（Susquehanna River）沿いを北上し、
アームストロング・バレー・ヴィンヤー
ド＆ワイナリー（Armstrong Valley Vineyard & Winery）に行ってみましょう。
田舎風の梁がめぐらされた 200 年前の納屋にあるテイスティングルームに足
を踏み入れると、滝が出迎えてくれます。
美しい風景を眺めながら、石造りの暖
炉がしつらえられた屋根付きパティオでワインを満喫しましょう。
庭を散策しな
がら、馬小屋や貯氷庫へも足を運んでみてください。
この貯氷庫にはかつて、温

かい時期に使うために氷が保存されていました。
ハーシーへ戻る途中、ペンシ
ルベニア州グラントヴィルの J＆P ワイナリー（J & P Winery）に立ち寄りまし
ょう。
このワイナリーでは、
パティオのロッキングチェアに揺られて、山の絶景を
眺めながら試飲を楽しめます。
その日の最後のワイナリーは、
ハーシーのカッ
セルヴィンヤーズ
（Cassel Vineyards）
です。
天井の高いテイスティングルーム
の長いカウンターでも、芝生へと続き、近くのブドウの木まで広がるパティオで
も、
ワインを試飲できます。
夏季の週末には、生演奏も楽しめます。
夜には素晴
らしいグルメを堪能しましょう。ペンシルベニア州ハリスバーグまで車で少しド
ライブして、1913 年に建てられたチャーズ・テーシー・マンション
（Char’s Tracy
Mansion）に向かいます。
サスケハナ川の美しい景色も楽しみましょう。

宿泊地：ペンシルベニア州ハーシー

ペンシルベニア州ハーシーからニュー
ヨーク州イサカへ
7 日目

3 時間 45 分/354 キロメートル

ハーシーを出発し、
ニューヨーク州のフィンガーレイクス地域に向かって北東に進みます。
途中、
コーニングで、
有名なコーニングガラス美術館（Corning Museum of Glass）を見学しましょう。
ガラスの流れを模して設計さ
れた建物内では、3,500 年にわたるガラスの歴史に触れ、50,000 点の展示品を鑑賞できます。
また、熱で溶け
たガラスを使った実演も見学できます。
ガラスをこれまでのようには見られなくなることでしょう。旅を続け、
ニ
ューヨーク州イサカへ向かいます。
フィンガーレイクスのワインカントリーの中心部、
カユガ湖（Cayuga Lake）
のほとりにあるイサカには、
コーネル大学と、I・M・ペイが設計したハーバート・F・ジョンソン美術館（Herbert
F. Johnson Museum of Art）があります。

宿泊地：ニューヨーク州イサカ

ニューヨーク州のコーニングガラス美術館

ニューヨーク州のワイン生産地、
フィンガーレイクス
8 日目

午前中は、
ダウンタウン近くのイサカ滝（Ithaca
Falls）を見てから、
セネカ・
レイク・ワイン・トレイル（Seneca Lake Wine Trail）に向かいます。
セネカ湖
（Seneca Lake）はフィンガーレイクスの中で最大かつ最も深い湖で、
その日の
試飲の美しい背景となってくれるでしょう。
最初に訪れるのは、
ニューヨーク州
ロディのラモロー・ランディング・ワイン・セラーズ
（Lamoreaux Landing Wine
Cellars）です。
ワインの試飲は、
イサカ出身のブルース・コーソンが設計したギ
リシャリバイバル様式の建物で楽しめます。
床から天井まで届く窓やワイナリー
の屋外デッキから眺める湖の景色は最高です。
次に向かうのは、
フィンガーレイ
クスで最も有名なワイナリーの 1 つ、
ドクター・コンスタンティン・フランク・ワイ
ナリー（Dr. Konstantin Frank Winery）
です。
このワイナリーの創設者フランク
は、
1962 年にこの地域でワイン造りの復興を始めました。
氏の貢献がなけれ
ば、
フィンガーレイクのワイン生産地は今日のように敬意を払われていないだ
ろうと一般に認められています。
ケウカ湖（Keuka Lake）の南西の丘に広がる
このワイナリーには、
4 世代にわたる歴史が息づいています。
試飲は数種類用
意されていますが、
フランクのかつての家に造られた 1962 リザーブ・テイスティ
ング・ルーム
（1962 Reserve Tasting Room）
での個人に合わせた試飲がおす
すめです。
ワインリスト全体から選べますが、
リースリングとピノノワールをぜひ

ニューヨーク州のハーマン・J・ウィーマー・ヴィンヤード

お試しください。
この地域の旅の間に、
セネカ湖を見渡す 1880 年代に建てられ
たベルハーストキャッスル（Belhurst Castle）に足を運んでみてください。
この
石造りの城は、禁酒法時代の酒類密売店であり、
カジノやサパークラブでもあ
りました。
現在は、
2 つのレストランがある絶好のランチスポットです。
セネカ湖
を見渡すストーンカッターズ
（Stonecutter’s）では、
くつろいだ雰囲気の中でさ
まざまな居酒屋風メニューを楽しめます。
エドガーズステーキハウス
（Edgar’s
Steakhouse）はよりフォーマルな雰囲気で、
こちらも湖の眺めを楽しめます。
イ
サカに戻る途中で、
その日最後のワイナリー、
ハーマン・J・ウィーマー・ヴィンヤ
ード
（Hermann J. Wiemer Vineyard）を訪ねます。
セネカ湖の西岸に位置し、
築 90 年の納屋の中に造られています。
この建物は、
有名なリースリングをはじ
めとする、手作りのエステートワインの生産に適しています。
イサカに戻ったら、
ダウンタウンのショッピング & ダイニングエリア、
ザコモンズ
（The Commons）
で夕べの散策を楽しみましょう。

宿泊地：ニューヨーク州イサカ

ニューヨーク州のワイン生産地、
フィンガーレイクス

ニューヨーク州のワイン生産地、
フィンガーレイクス
9 日目

カユガ湖岸を少しドライブすると、
壮大なタガノック滝（Taughannock Falls）
が見えてきます。
峡谷の上約 120 メートルにそびえる岩の絶壁に沿って、
高
さ 65 メートルから流れ落ちる滝は壮観です。
ゴージトレイル（Gorge Trail）を
ハイキングして滝の下から景色を眺めるか、
ゴージトレイル高台（Gorge Trail
Overlook）まで車で上って息をのむような絶景をお楽しみください。
カユガ湖
に沿って車で短時間ドライブすると、
その日最初のワイナリー、シェルドレーク・
ポイント・ワイナリー（Sheldrake Point Winery）に到着します。
ここのテイスティ
ングルームからは素晴らしい湖の景色が望めます。
メニューは多彩で、ベストセ
ラーのワイン、
リザーブワイン、
デザートワイン、
エステートで作られたアイスワイ
ンが取りそろえられています。
湖岸沿いをさらに進むと、
600 メートル以上も湖
に面し、
60 ヘクタールにもおよぶブドウ園を持つ、
サースティ・オウル・ワイン・カ
ンパニー（Thirsty Owl Wine Company）があります。
湖の景色を眺めながらワ
インの試飲を楽しんだり、
サースティ・オウル・ビストロ（Thirsty Owl Bistro）
で
ランチをとったりするのに最適な場所です。
このビストロは、地元産の新鮮な食
材を美味しいワインに合う料理に取り入れているのが自慢です。
ランチの後は、
高速道路を通ってホズマー・エステート・ワイナリー（Hosmer Estate Winery）

へ向かいましょう。
カユガ湖畔有数の大きさと古さを誇るブドウの木を持つホズ
マーは、保存と持続可能性に重点を置いた、環境に優しいワイン生産のリーダ
ーです。
大聖堂の天井と 3 つのテイスティングルームの自然光が、
ワインコレク
ションの試飲にリラックスした雰囲気を添えています。
カベルネフラン、
リースリ
ング、
グリューナーヴェルトリーナー、
ソーヴィニヨンブランはぜひお試しくださ
い。
最終目的地は、
カウガ湖でも特に風光明媚なワイナリー、
バトンウッド・グロ
ーブ・ワイナリー（Buttonwood Grove Winery）
です。
道路の上方にある回遊デ
ッキからは、
ブドウ園、美しい庭園、
カユガ湖を眺めることができます。
フランシ
ス・アメリア・リースリングやカベルネソーヴィニヨンなど、受賞歴のあるワイン
の試飲を楽しみましょう。夏季の週末には、生演奏とバーベキューのデッキパ
ーティーができます。
夜は、
イサカのダウンタウンのレストランロウ
（Restaurant
Row）にあるシェフ所有のメルカートバー＆キッチン
（Mercato Bar＆Kitchen）
でイタリア料理をご賞味ください。

宿泊地：ニューヨーク州イサカ

ニューヨーク州イサカからニューヨ
ーク州ニューヨークへ
10 日目

4 時間／359 キロメートル

フィンガーレイクスを出発してニューヨーク州北部を通り、ペンシルベニア州
の美しいポコノ山脈（Pocono Mountains）でランチをとりましょう。
その後、
デ
ラウェア州ウォーターギャップを越えてニューヨーク市へ戻ります。

ニューヨーク州のブラザーフッドワイナリー

アメリカ旅行のヒントやアイディアが満載の当サイトをぜひご利用ください。
GoUSA.jp

