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とっておきのドライブルート – 
田舎道、ビーチ、バイユー

テキサス州オースティンからテキサス州ヒューストンへ	 3	時間／265	キロメートル

テキサス州ヒューストンからルイジアナ州レイクチャールズへ		 2	時間	30	分／232	キロメートル

ルイジアナ州レイクチャールズからルイジアナ州ニューオーリンズへ		 3	時間／330	キロメートル
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テキサス州オースティン

サウス・ファースト・ストリート（South First Street）にある「Greetings from 
Austin」と描かれた壁画アートの前は絶好の記念撮影スポットです。サウス・
コングレス・アベニュー（South Congress Avenue）に向かい、カウボーイブ
ーツの店で品定めしたら、次はコングレスアベニュー橋（Congress Avenue 
Bridge）を訪れます。日が暮れかかり美しい紫色の光が街を照らす頃になる
と、150 万匹ものコウモリの群れが空を飛ぶ姿を目にすることができます。夕
食はレイニーストリート歴史地区（Rainey Street Historic District）でどうぞ。
この地区には一戸建ての住宅を再利用したレストランが集まっています。食事
の後は数ブロック東に移動して、ザ・ホワイト・ホース（The White Horse）で朝
までダンスしましょう。

宿泊地：テキサス州オースティン

テキサス州オースティン
1 日目と 2 日目

テキサス州オースティンのオースティン-バーグストロム国際空港（Austin-
Bergstrom International Airport）に到着すると、ターミナルでは地元のミ
ュージシャンによる生演奏が聞こえてくるはずです。空港でレンタカーを借
りたら、まずは宿泊先に向かい、この先に待ち受けるロードトリップに備え
て十分に休息をとりましょう。翌朝目覚めたら、のんびりとした朝を過ごし、
オースティンのダウンタウンに近いジルカー・メトロポリタン・パーク（Zilker 
Metropolitan Park）に出かけてみましょう。この公園には天然のプール、バー
トンスプリングス（Barton Springs）があり、思い出に残る体験ができます。湧
き水を源泉とするこの泉の水温は 1 年を通じて 20～21 度に保たれているた
め、家族連れにもうってつけです。ランチはオースティンに数あるフードトラッ
クで調達するとしましょう。食べたいものがお手頃な価格で見つかります。ラン
チの後の街歩きは、テキサス州会議事堂（Texas State Capitol）からスタート。

「I love you so much」と書かれたジョーズコーヒー（Jo’s Coffee）の壁や、



オースティンを離れる前の朝食に、オースティンの人気店フアン・イン・ア・ミリオン（Juan in a Million）の
タコスはいかがでしょうか。朝食の後は、再びテキサス・ヒル・カントリーに戻ってからヒューストンに向けて
車を走らせます。最初に立ち寄るのは歴史のある町エルジンです。この町は、マイヤーズ・エルジン・スモー
クハウス（Meyer’s Elgin Smokehouse）、サウスサイド・マーケット＆バーベキュー（Southside Market & 
Barbeque）という 2 軒の有名バーベキューレストランがあることから、「テキサス州のソーセージの都」と呼
ばれています。歴史を感じさせるメインストリートには、ユニークなブティックが軒を連ねています。ドイツを
ルーツとするウェンド人コミュニティの中心であるサービンの町に立ち寄ったら、テキサス州の壁画教会の 
1 つに数えられている美しい聖パウロ・ルーテル教会（St. Paul Lutheran Church）をぜひ訪れてみてくださ
い。次の町ブレナムはランチをとるのにうってつけです。ヒューストンに向けて出発するのは、ブルー・ベル・ク
リーマリー（Blue Bell Creamery）のアイスクリームを味わってからにしましょう。日没前にヒューストンに到
着したなら、ライス大学（Rice University）のキャンパスにあるムーディー芸術センター（Moody Center for 
the Arts）に足を運んでみてください。このセンターにはジェームズ・タレル作のスカイスペース「トワイライト
エピファニー（Twilight Epiphany）」が展示されています。光と音が融合したインスタレーションに思わず見
とれてしまうでしょう。ディナーはヒューストンのチャイナタウン（Chinatown）で。クローフィッシュ＆ヌードル
ズ（Crawfish & Noodles）、それともケイジャンキッチン（Cajun Kitchen）でベトナムスタイルのクローフィッ
シュとオイスターを注文すれば、多彩な文化が混じり合ったこの町ならではの味を体験できます。

3 日目

はオースティンから感動的な美しさのテキサス・ヒル・カントリー（Texas Hill Country）に出かけます。あま
り知られていない田舎道や牧場の道を走っていると、この地域の魅力に気づきます。途中で車を停める回
数が多ければ、その分多くの経験ができます。テキサス州の田舎には、崖や渓谷、色とりどりのワイルドフラ
ワーが一面に咲き誇る草原がある美しい景色が広がっています。朝食に立ち寄ってみたいのが、「ヒルカン
トリーへの入り口」と称されるドリッピングスプリングス（Dripping Springs）にあるローリング・イン・タイ
ム＆ドー（Rolling in Thyme & Dough）です。朝食の後にひと泳ぎしたい気分になったら、天然のプールと
滝がある近くのハミルトンプール保護区（Hamilton Pool Preserve）に行ってみましょう。そのまま田舎道
を走り、元アメリカ大統領リンドン・ジョンソンがかつて住んでいたジョンソンシティ、続いてウィローシティ
に向かいます。21 キロメートルのウィロー・シティ・ループ（Willow City Loop）は景色のよいドライブコー
スです。花が咲き乱れる草原、なだらかにうねる緑の丘陵地帯、透き通った小川がたくさんあり、目を楽しま
せてくれます。次に訪れるフレデリックスバーグには 170 年以上前までさかのぼるドイツの伝統が息づいて
おり、町の中心部にあるパイオニア博物館（Pioneer Museum）でもその歴史に触れることができます。この
町でぜひ味わいたいのがドイツ料理。中でもオットーズ・ジャーマン・ビストロ（Otto’s German Bistro）は
人気があります。歴史の面影が残るメインストリート（Main Street）を歩くと、骨董品から美術品や衣服まで
ありとあらゆるものを扱うショップが立ち並んでいます。ザ・フレデリックスバーグ・クリスマス・ストア（The 
Fredericksburg Christmas Store）もぜひ覗いてみてください。ドライブを 1 日楽しんだ後はオースティ
ンに戻り、ランバーツ（Lamberts）あるいはクーパーズ・オールド・タイム・ピット・バーベキュー（Cooper’s 
Old Time Pit Bar-B-Que）で本場のテキサスバーベキューを堪能してから、オースティン中心街のライブハ
ウスやバーで楽しい時間を過ごしましょう。 

テキサス州オースティン

宿泊地：テキサス州オースティン

テキサス州のオースティ 
ンからヒューストンへ
4 日目

宿泊地：テキサス州ヒューストン

3 時間／265 キロメートル



ます。展示を鑑賞した後は、サイクリングの準備をします。貯水タンクの入り口で
ツール・ド・ブルワリー・ヒューストン（Tour De Brewery Houston）のガイドと落
ち合ったら、自転車を受け取り、ヘルメットをかぶります。ツアーでは、歴史あるダ
ウンタウンや 11 キロメートルにおよぶ公園のトレイルのほか、ヒューストン屈指
の美しい緑地であるバッファローバイユー（Buffalo Bayou）を訪れます。サイク
リングの後は、ダウンタウンに新しくできたフードホール、ブレーバリー・シェフ・
ホール（Bravery Chef Hall）に繰り出して、寿司、バーベキュー、ダイナーのメニ
ュー、ベトナム料理、パスタなどさまざまな料理をお楽しみください。ヒューゴズ

（Hugo’s）、ポンディチェリ（Pondicheri）、ナンシーズハッスル（Nancy’s Hustle）
といったレストランもディナーにおすすめです。

はインスタ映えするヒューストンのストリートアートの写真を撮りに行きましょ
う。撮影の足となるのは、ジョイライドヒューストン（Joyride Houston）が運行
する電動カート。カートに乗って市内の壁画アートを巡り、その作者や作品につ
いての解説を聞きながら写真撮影ができます。後部座席でリラックスしている
間に、ダウンタウン、ミッドタウン、イーストダウンタウン（通称「EaDo」）を回り、
見事な壁画アートが施された建物を案内してくれます。ヒューストンの文化から
インスピレーションを得た「Houston is Inspired」の壁画アートももちろん見学
します。ランチはナビゲーション大通り（Navigation Boulevard）にあるジ・オリ
ジナル・ニンファズ（The Original Ninfa’s）へ。ファヒータ、エンチラーダ、マルガ
リータをはじめとするテクスメクス料理やお酒を楽しまなければ、ヒューストン
を訪れたことにはなりません。ランチの後は、バッファローバイユー公園貯水槽

（Buffalo Bayou Park Cistern）に向かいましょう。かつて地下貯水池だったこの
スポットでは色や反射を利用した美術展が次々と開催され、活気が生まれてい

テキサス州ヒューストン

5 日目

宿泊地：テキサス州ヒューストン



テキサス州ヒューストンから 
ルイジアナ州レイクチャールズへ

ヒューストンまで来て、ヒューストン宇宙センター（Space Center Houston）に行かないわ
けにはいきません。NASA の管制室があるこのセンターの常設展や企画展からは、アメリカ
の宇宙飛行プログラムにまつわるストーリーを知ることができます。  ジョンソン宇宙センター

（Johnson Space Center）の舞台裏の様子も見学できます。50 年以上前、アポロ 11 号の
歴史的な月面着陸を指揮した管制室があったのもこの場所です。スペースシャトルのインディ
ペンデンス号（Independence）のレプリカや、アメリカが初めて打ち上げた宇宙ステーション、
スカイラブ（Skylab）の模型も目玉です。月の石に触ることもできます。次は、近くのケマーボー
ドウォーク（Kemah Boardwalk）に向かいます。ガルベストン湾（Galveston Bay）の海岸沿
いに建てられた水辺のテーマパークです。ボードウォークのスナック片手に、ゲームに興じたり
海を一望できる観覧車に乗ったりして、楽しい時間をお過ごしください。ただし、この次に訪れ
る B＆B ブッチャーズ＆レストラン（B&B Butchers & Restaurant）には、肉汁たっぷりのボリュ
ームあるステーキが待っているので、おなかを空けておくこと。夜はアンビル・バー＆レフュージ

（Anvil Bar & Refuge）のマスターバーテンダーが作るオリジナリティあふれるカクテルや、珍
しいスピリッツがそろったキャプテンズリストで締めくくりましょう。 

テキサス州のヒューストン宇宙センター

6 日目

宿泊地：テキサス州ヒューストン

はヒューストンを出発して南東に進み、まずはガルベストン湾を渡ったところにあるガルベスト
ン島（Galveston Island）の美しいビーチを目指します。ストランド歴史地区（Strand Historic 
District）を観光し、海辺のレストランで遅い朝食または早めのランチを済ませたら、美しいメキ
シコ湾（Gulf of Mexico）までのんびり散歩に出かけましょう。島から 4.3 キロメートル離れたボ
リバー半島（Bolivar Peninsula）には、車のままフェリーに乗って渡ることができます。半島に
到着したらガルフコースト沿いを進み、フォートトラビス（Fort Travis）に立ち寄って素晴らしい
史跡を観光しましょう。クリスタルビーチ（Crystal Beach）でピクニックランチを楽しんでからポ
ートアーサー（Port Arthur）を車で走り抜けると、その先はいよいよルイジアナ州です。州境の
向こうに広がるルイジアナ州のアウトバック地域には、多くの野生生物が棲息しています。野鳥
愛好家に人気のペベトウッズ保護区（Peveto Woods Sanctuary）に向かって走っているとき
は、サビーンパス灯台（Sabine Pass Lighthouse）に注目してみてください。途中で立ち寄りた
いのがホリービーチ（Holly Beach）。42 キロメートルにおよぶ海岸線の一部を成すこのビーチ
は、人里離れた場所にあり、静かな雰囲気と、貝拾いを楽しめることで知られています。ホリー
ビーチを後にしたら、クレオール・ネイチャー・トレイル（Creole Nature Trail）を進み、カルカシ
ュー湖（Calcasieu Lake）沿いにバイユーや湿地帯が広がるルイジアナ州南西部らしい風景を
眺めながら、レイクチャールズ（Lake Charles）に向かいます。途中で車を停めて、数え切れない
ほどの多種の野生生物を見てみましょう。

7 日目

宿泊地：ルイジアナ州レイクチャールズ

2.5 時間／232 キロメートル



ルイジアナ州レイクチャールズ
はレイクチャールズの文化、食、歴史を楽しみましょう。1 日の始まりには朝食が欠かせ
ません。シナモンロール、キッシュ、焼きたてのパンを毎日食べられるザベケリー（The 
Bekery）は最高の選択です。マルディグラ・インペリアル・カルカシュー博物館（Mardi 
Gras Museum of Imperial Calcasieu）では、この地方の豊かな歴史におけるマルデ
ィグラの重要性を理解できるでしょう。華麗な衣装を見学したり、マルディグラのフロー
ト車に乗ったりすることもできます。レイクチャールズには、おいしい食べ物を味わうだ
けにとどまらず、その作り方を習える店もあります。例えば、ランチにオークパーク（Oak 
Park）沿いのザ・ベルベット・ピッグ（The Velvet Pig）に行ってみませんか。この店では、
自分のランチを準備しながら調理法を習うことができます。ドイツ、ケイジャン、ネイティ
ブアメリカン、フランスの料理の要素が混じり合ったこの土地の食文化について知るの
は、他ではできない体験です。ランチの後は、チャーペンティア歴史地区（Charpentier 
Historic District）でレイクチャールズの歴史をひもといてみましょう。ウォーキングツア
ーの頼れるガイドとなるアプリをダウンロードしておけば、ルイジアナ州南西部でも屈指
の優雅な邸宅や建築物をアプリが案内してくれます。ユニークな体験をお望みなら、ラバ
が引く馬車に乗ってみましょう。観光とショッピングの後は夕食の時間です。レストランは
たくさんありますが、ダウンタウンで地元のグルメを味わうならルナ・バー・アンド・グリル

（Luna Bar and Grill）が最高の選択です。

8 日目

ルイジアナ州レイクチャールズ

宿泊地：ルイジアナ州レイクチャールズ

レイクチャールズ周辺の自然環境には、400 種以上の鳥類、アリゲーター、ボブキャット、
ワシやタカに代表される猛禽類などの野生生物が棲息しています。ガイド付きツアーで
は、野生生物を間近で見たり、この多様性に富んだ地域の湿地帯や海岸線を散策したり
できます。エコツアー、釣り船のチャーター、ネイチャーフォトなど充実したオプションがそ
ろっており、だれもが楽しめること請け合いです。せっかくですから終日コースに参加して
みましょう。野生生物の見学に加えて、ケイジャンの文化や風習について知る機会がある
だけでなく、場合によっては釣りやカニ漁に出かけることもあります。とにかくカメラだけ
はお忘れなく。プロの写真家でも熱心なアマチュアカメラマンでも、あっと驚くような写
真が撮れるでしょう。一日の最後を飾る高級レストランのカラ（Calla）では、ローカルテイ
ストを加えた特製料理を堪能しましょう。

9 日目

宿泊地：ルイジアナ州レイクチャールズ



ルイジアナ州レイクチャールズからルイジアナ州ニューオーリンズへ
3 時間／330 キロメートル

10 日目

をそのまま進んでいるときは、大農園の屋敷の入り口を飾る常緑のオークの
並木を見逃さないようにしましょう。ニューアイベリアのエイブリー島（Avery 
Island）はぜひ訪れたい名所です。ここには野生生物が棲息し、湿地帯やバイ
ユーがあります。また、「タバスコ」ソース発祥の地でもあります。タバスコを使
ったケイジャンのコンフォートフードなら、レストラン 1868（Restaurant 1868）
で味わえます。ここからはひたすら東に進み、苔におおわれた糸杉やオークの
並木道をたどって行くと、次の目的地ニューオーリンズに到着します。 

宿泊地：ルイジアナ州ニューオーリンズ

の朝は、クレオール・ネイチャー・トレイルを南下し、キャメロン郡を通り抜け
ます。途中で手つかずの美しいビーチにちょっと立ち寄り、貝拾いを楽しみまし
ょう。引き続き東に進み、ガルフコースト沿いに広がるロックフェラー野生生
物保護区（Rockefeller Wildlife Refuge）を通り抜けたら、ケイジャン・コリド
ー・バイウェイ（Cajun Corridor Byway）に入ります。この辺りは、新鮮な魚介
類、地元名物のスパイシーなソーセージ「ブーダン」を味わえる場所がたくさ
んあることで知られています。運河港の町デルカンブレーの名物といえばエビ
です。港には海産物市場があり、獲れたてのシーフードを購入できます。地元
のレストランで食べることもできます。ニューアイベリアを目指してバイウェイ

ルイジアナ州のクレオール・ネイチャー・トレイル



ージアン、ギリシャリバイバルなど複数の建築様式が融合した邸宅を見
学しましょう。路面電車のセント・チャールズ・ストリートカー（St. Charles 
Streetcar）に乗り、豪邸や、さまざまな映画の舞台となった場所を通り
過ぎます。次に訪れるのはセントルイス墓地（St. Louis Cemetery）です。
地元の言い伝えでは、ブードゥー教の伝説的な女王マリー・ラボーがここ
に眠っているとされています。墓地には地面の上に造られたお墓が複雑
に配置されており、「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア（Interview with 
the Vampire）」などの映画の撮影に使用されました。ロイヤルストリート
やバーボンストリート（Bourbon street）で過ごす夜は、ニューオーリンズ
の旅の最大の楽しみといっても過言ではありません。ニューオーリンズの
名店アルノーズ（Arnaud’s）でディナーを早めに済ませたら、情緒あふれ
る町のライブミュージックを楽しみながらパーティーのような雰囲気をお
おいに満喫しましょう。 

ロイヤル・オイスター・ハウス（Royal Oyster House）で朝食と絶品のブ
ラッディマリーを楽しんだら、ニューオーリンズの観光に出かけましょう。
何百年も前のコテージから意匠を凝らした歴史ある墓地まで、この町の
あらゆるものから歴史と伝統の物語が伝わってきます。歴史あるフレン
チクオーター（French Quarter）を気ままに散策し、ジャクソンスクエア

（Jackson Square）周辺のストリートミュージシャンが奏でる音楽に耳
を傾け、地元のアーティストによる素晴らしい芸術作品を鑑賞しましょう。
ロイヤルストリート（Royal Street）では、美しい細工が施されたバルコニ
ーを写真に収めたいもの。もちろん、さまざまなテイストのブティックでの
ショッピングも楽しみの 1 つです。ニューオーリンズの文化は、食抜きで
は語れません。町のレストランでは、その店の料理に匹敵する素晴らしい
体験ができます。ランチにはミュリエルズ・ジャクソン・スクエア（Muriel’s 
Jackson Square）に立ち寄り、眺めのよいバルコニーで煮込み料理エト
ゥフェをお楽しみください。この日の午後はガイド付きツアーに参加し、
ガーデンディストリクト（Garden District）のオーク並木や、ゴシック、ジョ

ルイジアナ州ニューオーリンズ

宿泊地：ルイジアナ州ニューオーリンズ

ルイジアナ州ニューオーリンズ
11 日目



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

ルイジアナ州の湿地帯ツアー

多様な生態系が存在するニューオーリンズでは、沼地を巡るツアーに参加し
て沼地を間近で観察してみたいもの。ご希望の冒険度合いに応じて、ボートに
乗るもの、エアボートツアーに参加できるもの、カヤックやカヌーを自分で漕ぐ
ものなど、さまざまなツアーから選べます。アリゲーター、野生のイノシシ、フク
ロウ、ヘビ、サギなどの生物を間近で見られるチャンスがあるかもしれません。
この日の午後はニューオーリンズに戻り、フレンチクオーターをもう少し散策
してから、ライブハウスが集まるフレンチメンストリート（Frenchmen Street）
に行ってみましょう。スポッテッド・キャット・ミュージック・クラブ（Spotted Cat 
Music Club）のような居心地のよいライブハウスでは毎晩 3 組のバンドが登場
し、さまざまなスタイルのジャズのステージを披露してくれます。ディナーなら、 宿泊地：ルイジアナ州ニューオーリンズ

マリニーブラッスリー（Marigny Brasserie）でご当地グルメを味わいながら、
素晴らしい生演奏に耳を傾けましょう。カフェ・デュ・モンド（Café du Monde）
のカフェオレとベニエをまだ味わっていなくても、焦ることはありません。この
店は、ニューオーリンズまでの充実した旅の最後を飾るのにふさわしい 24 時
間営業のカフェなのです。とはいえ、夜更かしは禁物です。よく眠り、次の朝爽
やかな気分で目を覚まし、ルイ・アームストロング・ニューオーリンズ国際空港

（Louis Armstrong New Orleans International Airport）から出発するフラ
イトで帰路につきましょう。

12 日目


