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タンパ
マイアミからオーランドへ	 3	時間	40	分／380	キロメートル

オーランドから	 1	時間	45	分／170	キロメートル	
セントオーガスティンへ

セントオーガスティンからタンパへ	 3	時間	10	分／290	キロメートル

タンパからフォートマイヤーズへ	 2	時間／210	キロメートル

フォートマイヤーズからキーラーゴへ	 3	時間	40	分／330	キロメートル

キーラーゴからキーウェストへ	 2	時間／160	キロメートル

キーウェストからマイアミへ	 3	時間	30	分／260	キロメートル



フロリダ州マイアミおよび	
フォートローダーデール
最初の観光地はマイアミまたはフォートローダーデールです。マ
イアミからスタートするなら、市内のアールデコ地区にあるサウス
ビーチに足を延ばし、「アメリカのリビエラ」と呼ばれるこの街を
とことん満喫。オープンエアのカフェに入って、行き交う人びとを
眺めながらカイピリーニャを味わいます。ビーチからわずか 1 ブ
ロックの 場 所 にある、高 級 感 あふ れるコリンズアベ ニュー
（Collins	 Avenue）でショッピングを楽しんで、レストランでキ
ューバ料理に舌鼓を打った後は、ラテンをテーマにしたクラブで
朝まで踊り明かしましょう。気分をリフレッシュしたいなら、キー・
ビスケーン・ビーチ（Key	Biscayne	beach）まで日光浴をしに
出かけましょう。市内からわずか 40 分の場所ですが、まるで別世
界 の よう な 穏 や か な 環 境 で す 。ウ ィン ウッド 芸 術 地 区
（Wynwood	Arts	District）やリトルハバナでは、エキサイティ
ングな文化を探索できます。プロスポーツも盛んで、野球ならマイ
アミマーリンズ（Miami	Marlins）、アメリカンフットボールなら
マイアミドルフィンズ（Miami	 Dolphins）、バスケットボールな
らマイアミヒート（Miami	Heat）の試合を観戦できます。フォー
トローダーデールを選んだなら、まずはきれいなビーチや優雅で
のんびりとした街の雰囲気を楽しみましょう。どのビーチにもそ 
れぞれの魅力がありますが、比較的静かなビーチをお探しなら、
ディアフィールド（Deerfield）とダニア（Dania）がお勧めで
す。水上タクシーでの街巡りや、邸宅が立ち並ぶウォーターフロ 
ントの一画、ミリオネアーズロウ（Millionaire’s	 Row）を行く 
ボートツアーも体験してみてください。ロス・オラス・リバーフロン
ト（Los Olas Riverfront）をはじめとする世界的に有名なショッピ
ングやダイニングなど、地元のベストスポットも見逃せません。高
級ブランドを買うならザガレリア（The	 Galleria）へ。さまざま
なショップが集まる 2 階建てのショッピングモールで、ビーチのす
ぐそばにあります。お得に買い物するなら、サンライズにあるソー
グラスミルズ（Sawgrass	 Mills）がおすすめ。フォートローダー
デールから 13 キロメートル西にあるアウトレットモールです。

宿泊地：マイアミ／フォートローダーデール	

フロリダ州マイアミ



フロリダ州マイアミおよびフォートローダーデールからオーランドへ

フォートローダーデールから 1 時間ほど北に行くと、デルレイビーチが
あります。海辺にあるこののどかな町には豊かな文化があります。視界
を遮るような高層ビルは一切建っておらず、大西洋を広々と見渡すこと
ができます。この街の滞在中に、モリカミ博物館・日本庭園（Morikami	
Museum	&	Japanese	Gardens）を訪れて、日本の有名な庭園をイ 
メージしたという6つの緑豊かな緑地を散策しましょう。また、ワコダハッ 
チー湿地（Wakodahatchee	Wetlands）でのフロリダ州に生息する野
生生物たちとの出会いも見逃せません。北に20分ほど離れたパームビー
チは、デルレイとは対照的な表情を見せる街です。ヤシの木が立ち並ぶ 
ワーズアベニュー（Worth	Avenue）での高級品ショッピング、フラグラー
博物館（Flagler	Museum）での文化体験、ゴールドラッシュの時代に建
てられたアールデコ様式の邸宅の見学など、さまざまな見どころがありま
す。近くにはジュピター入江灯台（Jupiter	Inlet	Lighthouse）があり、
見学ツアーに参加すれば頂上まで登ることができます。そこからスペース 
コースト沿いまで北上するとココアビーチがあります。ここはノスタルジッ
クな雰囲気に包まれた素敵なサーフタウンで、近隣には人気の観光スポッ
トもあります。ビーチではサーフィンのレッスンを受けることができます。有
名なロン・ジョン・サーフ・ショップ（Ron	Jon	Surf	Shop）を訪れて、まずは

サーフィンに必要な道具を揃えましょう。タイタスビルの海岸を直進すると、
ケネディ宇宙センター（Kennedy	Space	Center）があります。数多くの体
験型の展示、NASAにちなんだ展示品を見学でき、忘れられない経験をす
ることができます。このセンターがあるメリット島には、国立野生動物保護
区もあります。保護区のすぐ北側はカナベラル国立海浜公園（Canaveral	
National	Seashore）です。保護区をハイキングしたり、海岸をボートで進
み、手つかずの自然が残るフロリダ州を体験したり。豊富な野生動物たち
の生態に触れましょう。おそらく誰もが知っているとおり、オーランドは楽し
いテーマパークの宝庫です。フロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾー
ト（Walt	Disney	World®	Resort）のマジック・キングダムパーク（Magic	
Kingdom®	Park）やエプコット（Epcot®）やディズニー・アニマルキング
ダム（Disney’s	Animal	Kingdom®	Theme	Park）、ユニバーサル・ 
オーランド・リゾート（Universal	Orlando	Resort）のユニバーサル・ス
タジオ・フロリダ（Universal	Studios	Florida）とアイランズ・オブ・アド
ベンチャー（Islands	of	Adventure）、そしてシーワールド（SeaWorld）
のシーワールドオーランド（SeaWorld	Orlando）とアクアティカオーラ
ンド（Aquatica	Orlando）とディスカバリーコーブ（Discovery	Cove）
と、特に子供連れのファミリーにうれしい大型パークが盛りだくさん。ワク

ワクする乗り物やショーだけでなく、人気のキャラクターとの出会いや、パ
レードや花火など、家族全員で楽しめるアクティビティが揃っています。近
隣のキシミーのオールドタウンでは、昔ながらの遊園地の乗り物、エン 
ターテインメント、ショッピングを楽しむことができます。オーランドから南
西に 1 時間ほど離れたウィンターヘブンにあるレゴランド（LEGOLAND）
には、特に小さな子供が大喜びするような施設が揃っています。人気のア
トラクションを満喫したら、いざショッピングへ。オーランド・インターナ 
ショナル・プレミアム・アウトレット（Orlando	International	Premium	
Outlets）、高級ファッションブランドが集まるザ・モール・アット・ミレニア
（The	Mall	at	Millenia） 、インターナショナルドライブ（International	
Drive）に立ち並ぶ土産物屋など、ショッピングスポットも充実していま
す。インターナショナルドライブにはレストランもあるほか、ミニゴルフ、
ゴーカート、ヘリコプターツアーなどのアクティビティも楽しめます。夢
と感動に満ちたスポットが満載のオーランドをたっぷり楽しむには、2 泊
する必要があるでしょう。場合によってはそれ以上必要かもしれません。 
宿泊地：オーランド

オーランドのユニバーサル・スタジオ

3	時間	40	分／380	キロメートル



オーランドからセントオーガスティンへ

デイトナビーチは観光スポットが多いリゾート地で、家族や友人同士での旅行に最適です。また、デ
イトナ・インターナショナル・スピードウェイ（Daytona	International	Speedway）とモータース 
ポーツ・ホール・オブ・フェイム・オブ・アメリカ（Motorsports	Hall	of	Fame	of	America）もあるの
で、モータースポーツファンの方にもぴったりです。1 年中いつでも観光を楽しめますが、デイトナ	500
（Daytona	500）を観戦したり、春に家族みんなでビーチで過ごしたりするのが特におすすめです。

全長 37 キロメートルに及ぶビーチでは、海水浴やサーフィンも楽しめます。ここのビーチは一部のエ
リアで車を走らせることができることで有名です。ボードウォークの北の端にあるデイトナ・ビーチ・バ
ンドシェル（Daytona	Beach	Bandshell）は、貝殻石灰岩でつくられた野外音楽堂で、ライブミュー
ジックを楽しむことができます。デイトナ・ビーチ・ピア（Daytona	Beach	Pier）も絶対に訪れてみた
いスポット。歴史あるこの建物は、500 万ドルの費用をかけて修復され、最近リニューアルオープン
しました。その近くのボードウォークのアミューズメントエリアには、ウォーターパークのデイトナラ 
グーン（Daytona	Lagoon）をはじめ、ローラーコースターなどのさまざまなアミューズメント施設が 
揃っています。続いてセントオーガスティンへ。ここはヨーロッパからの入植者が建設して以来ずっと
存続している町としてはアメリカで最も歴史が長く、「アメリカ最古の町」と呼ばれています。スペイン
やイギリスやギリシャのみならず、アメリカ先住民やアフリカ系アメリカ人の影響も強く受けた、4 世
紀以上にわたる豊かな歴史にじっくりと浸ってください。サンマルコス砦（Castillo	de	San	Marcos）
やフアン・ポンセ・デ・レオンが探し当てた不老の泉（Fountain	of	Youth）、アメリカ最古の木造校
舎（Oldest	Wooden	Schoolhouse）などの名所を訪れるだけなく、たくさんある博物館を巡った
り、細い路地を散策したりしてみましょう。歴史ファンならずとも有意義な時間を過ごせるはずです。 

宿泊地：セントオーガスティン

セントオーガスティンからタンパ／	
セントピーターズバーグへ

オカラはフロリダ州の乗馬の中心地として知られています。スパニッシュモスがかかったオークの木々
が並ぶトレイルが数キロメートルにわたって続いている場所でもあります。美しく澄んだ川でのカヌー
や、手つかずの自然の中を歩くハイキングなど、アウトドアアクティビティも満喫できます。その恵まれた
環境はハリウッドでも評判で、数々の映画のロケに使われています。ここからガルフコースト方面に向か
いますが、途中でフロリダ州最古の観光名所の 1 つ、シルバースプリングス州立公園（Silver	Springs	
State	Park）に立ち寄りましょう。続いて、ターポンスプリングスを訪れます。周辺に生息するターポン
という魚が名前の由来であるこの町は、「世界の海綿の首都」として知られています。ここでは、歴史地
区を散策したり、19 世紀初期の建物を使用しているアンティークショップやギャラリーをのぞいたりし
ましょう。この日の最終目的地には、タンパとセントピーターズバーグのいずれかを選びます。タンパに
は観光スポットが満載。アフリカをテーマとしたアミューズメントパークのブッシュガーデンズ（Busch	
Gardens）には、スリル満点の乗り物や動物を見学できる施設があります。その他にも、ローリーパーク
動物園（Lowry	Park	Zoo）や、サメと泳ぐことができるフロリダ水族館（Florida	Aquarium）があり
ます。近くにあるイーバーシティ地区は歴史ある一画で、かつては南米からの移民が多く住んでいました
が、現在はグルメやナイトライフの中心スポットとして活況を呈しています。そのタンパの西、メキシコ湾
とタンパ湾の間に、セントピーターズバーグとその美しいビーチがあります。セントピーターズバーグとい
えば極上のグルメや充実したショッピングが楽しめる町。もちろん、フォート・デ・ソト公園（Fort	De	Soto	
Park）やサルバドール・ダリ美術館（Salvador	Dali	Museum） など、観光スポットも充実しています 。  
 
宿泊地：タンパ／セントピーターズバーグ

タンパのリバーフロントパーク

1	時間	45	分／170	キロメートル

3	時間	10	分／290	キロメートル



タンパ／セントピーターズバーグ
からフォートマイヤーズ／	
キャプティヴァ島とサニベル島へ

この日はまずサラソタに寄って、文化に触れたり、ビーチで過ごした
り、充実したショッピングを楽しんだりしましょう。サーカスの生みの親
であるジョン・リングリングが設立した美術館のザリングリング（The	
Ringling）では、世界的に有名な芸術作品を鑑賞したり、サーカス博
物館（Circus	 Museum）を見学したり、ベネチアゴシック様式の邸宅
であるサドザン（Ca’	 d’Zan）のツアーに参加したりできます。次は南
下してフォートマイヤーズへ。ビーチでスポーツ系のアクティブな体験
を楽しむのには理想の場所です。もっとリラックスできる環境がお望み
なら、防波島であるキャプティヴァ島やサニベル島まで足を延ばして、
白くて美しい砂浜で過ごすのがベストです。温かい海で泳いだり、サニ
ベル島にある J.N.ディンダーリン国立野生動物保護区（J.N.	 “Ding”	
Darling	National	Wildlife	Refuge） に出かけたりしてもいいでしょ
う。この保護区では、カヤックに乗ってアリゲーターや水鳥などの野生
動物を見に行くことができます。

宿泊地：フォートマイヤーズ／キャプティヴァ島とサニベル島

フォートマイヤーズ／	
キャプティヴァ島とサニベル島	
からキーラーゴ島へ

この日はさらに南へ向かい、ネイプルズへ。アートギャラリー、シック
なブティック、上質なグルメ、ビーチで知られる町です。次はエバーグ
レーズ国立公園（Everglades	 National	 Park）へ。アメリカワニや
フロリダパンサーなど、絶滅の危機に瀕している希少種が数多く保護
されている湿地帯です。ここでは、カヤックやカヌーで湿地帯を巡る「
沼地のハイキング」に参加してみましょう。マナティやアリゲーターや
シラオジカ、そしてたくさんの種類の野鳥にお目にかかることができ
ます。時間に余裕がない場合は、外部のツアー会社が提供するエア 
ボートツアーを利用すれば、もっと手軽に水辺の野生動物に遭遇で
きるでしょう。そこから車を少し走らせた場所にあるのが、次の目的地
のキーラーゴ島。島々が連なるフロリダキーズの最北端に位置するこ
の島は、意図的に沈められて世界最大の人工漁礁となっているアメリ
カ海軍の揚陸艦スピーゲルグローブ（USS	 Spiegel	 Grove）、ジョン・
ペネカンプ・コーラル・リーフ州立公園（John	 Pennekamp	 Coral	
Reef	 State	 Park）、蒸気船アフリカの女王号（African Queen）で知
られています。フロリダキーズ国立海洋自然保護区（Florida	 Keys	
National	 Marine	 Sanctuary）の澄んだ海は、ダイバーやシュノー
ケラーにとっては絶好のスポットです。安全に海中観察を楽しみたい
方には、グラス・ボトム・ボートがおすすめです。地上でカクテルを味わ
いながら絶景の夕陽を眺めるのも素敵です。ここには 2 日以上滞在
して、オーシャンビューを見ながらリラックスタイムを満喫しましょう。 
 
宿泊地：キーラーゴ島

フォートマイヤーズのダウン	タウンにある	
リバーディストリクト

2	時間／210	キロメートル

3	時間	40	分／330	キロメートル



フロリダ州キーウェストからマイアミおよび	
フォートローダーデールへ

マイアミ／フォートローダーデールへ戻り、リトルハバナ地
区で伝統的なキューバ料理やカフェ・コン・レチェを味わい
ましょう。公園でのドミノゲーム見学もこの土地ならではの
楽しみです。有名なサウスビーチには華やかな人々が集
い、アメリカで最もホットなナイトライフが待っています。 
アールデコ建築のランドマークにも一見の価値がありま
す。マイアミの海岸沿いには、ビル・バッグス・ケープ・フロリ
ダ州立公園（Bill	Baggs	Cape	Florida	State	Park）のよ
うに原始のままの姿を残す公園から、誰もが楽しめる施設
やアクティビティが揃ったビーチまで、さまざまなスポット
が あ ります。ショッピン グ 好 き の 方 は 、リン カ ーン 

ロード（Lincoln	Road）やデザイン地区やバル・ハーバー・ 
ショップス（Bal	 Harbour	 Shops）に立ち並ぶ高級ブラン
ドのブティックをのぞいてみてください。お得に買い物を楽
しむなら、ドルフィンモール（Dolphin	 Mall）が要チェック
です。ビスカヤ博物館と庭園 （Vizcaya	 Museum	 and	
Gardens）やウィンウッドウォールズ（Wynwood	 Walls）
などの芸 術スポットや、フェアチャイルド熱 帯 植 物 園
（Fairchild	Tropical	Botanic	Garden）やマイアミビー
チ植物園（Miami	Beach	Botanical	Garden）に代表さ
れる植物園などのマイアミで人気の観光スポットにも足を
運んでみてください。

キーラーゴ島からキーウェストへ

キーラーゴ島から車で少し行くと、イスラモラダがあります。青く輝く海が自慢のこの楽園には、オー 
シャンビューを楽しみながらとびきり新鮮なシーフード料理を堪能できる素晴らしいレストランがあ
ります。旅の中継地として理想的なこの島から、次はキーウェストへ向かいます。キーウェストはアメ
リカ本土最南端にある町で、賑やかなナイトライフとウォータースポーツで知られています。かのアー
ネスト・ヘミングウェイの家もこのキーウェストにあります。ここを散策するには徒歩が一番です。デュ 
ヴァルストリート（Duval	 Street）には各種のショップやバーやカフェがあり、どこも活気に満ちてい
ます。庭園や中庭も多く、魅力的なデザインの建物と相まって、他にはない独特な雰囲気が味わえる
街となっています。アーネスト・ヘミングウェイ博物館（Ernest	Hemingway	Home	&	Museum）は
絶対に訪れるべき観光スポットです。キーウェスト墓地（Key	West	Cemetery）には風変わりな墓銘
が刻まれている墓石があるので、ぜひ足を運んで読んでみてください。 
宿泊地：キーウェスト

キーウェストのスマザーズビーチ

2	時間／160	キロメートル

3	時間	30	分／260	キロメートル

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


