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カナダへの日本人訪問者数（カナダ観光局調べ）
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カナダ観光局、13年は日本人25万人超目標
FIT強化で旅行会社と協力、冬スキー強化も

カナダ観光局

日本からの旅行需要が回復傾向にあるカナダ。カナダ観光局（CTC）のモリーン・ライリー日本代表は、「今年の日本人訪問者数を25万人超
としたい」と述べ、今年の戦略にFIT強化を挙げる。また冬のプロダクトとして、オーロラに加えスキーを強化する。いずれも旅行会社と
協力しながら需要喚起に努める考えだ。

Canadian Tourism Commission

　日本からカナダへの訪問者数は、2012年前年比
7.2％増の22万6215人を記録。また今年1−4月の数
字を見ても、前年同月比4.5％増の5万4510人と引
き続き伸びを見せる。ライリー氏は「オーロラが
好調だったことに加え、スキー需要も伸びている」
と説明。日本人訪問者数については「将来的に30
万人超えも目指していきたい」と語る。
　観光局は、業界パートナーである旅行会社との
協力強化を掲げるが、日本市場についても「トレー
ドとのパートナーシップはこれまでどおり続け
ていく」方針。FIT強化にあたり、ライリー氏は

「ボリュームが大きく、販売力のある大手ホールセ
ラーとの協力に加え、FITに強い中小やオンライ
ン旅行会社とも協力態勢を拡げたい」意向だ。
　またスキー需要について、ライリー氏は「カルガ
リーへの直行便が通年運航となり、バンクーバー
へのフライトと合わせてアクセスは充分。冬季の
需要喚起は昨年より強化しており、日本国内での
スキー人気の高まりが海外にも波及してくれれば」
と期待を寄せる。

　一方、FIT向けのアプローチの核とな
るのが、日本市場では2012年１月に立ち
上げた「Canadian Signature Experiences

（CSE）」。カナダだけの体験を提案するプ
ログラムで、カナダでの具体的な旅の提
案素材としてアピールする。ライリー氏
は「一般消費者が求めているものと、旅
行会社で提供できるものをマッチさせた
い」と述べ、CSEの意義を強調する。
　現在、観光局は167個のCSEを登録、
うち約50の体験を日本市場向けに提案す
る。この秋にはさらに数を増やす予定。
また今年の６月に日本語ウェブサイトを
刷新、日本市場向けのCSEを紹介するほ
か、「パッケージや旅行会社へのリンクを
設け、消費者と旅行会社をつなげるウェ
ブサイトとしたい」（ライリー氏）考えだ。
　CSEの浸透度合いについて、ライリー
氏は「ナイアガラの滝やコロンビア大氷
原など、既に旅行会社のパッケージ含ま
れているCSEも多いが、新しい体験への
業界からの興味は高い」と説明する。
　現在、旅行各社のパンフレットには「お
よそ40のCSEが採用されている」状況。
新しいCSEを取り入れる旅行会社も増え
ており、「それに応じて新しい旅行商品に
対する一般消費者からの関心も高まって
いる」という。
　さらに観光局では、今年２月にオンラ
インキャンペーンを展開。ウェブサイト
上でCSEの体験を紹介したが、「新しい体
験に対するアクセス数が特に高かった。

今までの旅行パッケージにはない新しい
体験に、消費者から高い関心が集まった。
ソーシャルメディアを見ても、『カナダで
できるとは知らなかった』という反応が
多く、CSEが新たなカナダの魅力を拡げ
る存在となっていることが分かる」と述
べ、消費者にもCSEが徐々に浸透してい
る点を指摘した。

カナダだけの体験「CSE」を訴求
　業界／消費者に浸透、「新たなカナダの魅力」に

　また観光局は、これまで首都圏、関西で
の活動に集中していたが、今年から名古
屋と福岡でも本格的に活動を開始する。
第一弾となるのが東名阪と福岡でのセミ
ナー開催。セミナーは、各州／地域観光
局を加えた「チームカナダ」と航空会社で
行うスタイルを継続。ライリー氏は「航

首都圏、関西に加え、名古屋、福岡にも注力
「チームカナダ」でセミナーを全国展開

　今後の予定としては、日本を含むアジ
ア市場向けのマーケットプレイスとして
毎年実施している「ショーケースカナダ」
がある。日本側旅行会社バイヤーとカナ
ダ側サプライヤーが集う場として、重要
な業界向けイベント。今年は中国の杭州
で10月15〜16日の日程で開催する。

「ショーケースカナダ」10月杭州で開催

空アクセスがなければ観光地は成り立た
ない。また観光地がなければエアライン
は成り立たない。航空会社と観光局が一
緒にならないと強くなれない」と語り、

「チームカナダ」としての結束の重要性を
強調した。

（表紙クレジット）上半分及び下半分中段右／下段左／下段右：©Canadian Tourism Commission、下半分上段左：©TQ/Dupuis, Mathieu、下半分上段右：©VIA鉄道、下半分中段左：©Beck’s Kennels、下半分中段中央：©Icefield & Kananaskis Heli-tours

カナダ観光局（CTC）モリーン・ライリー日本代表

昨年10月に大阪で行われた「ショーケースカナダ」の様子

© Canadian Tourism Commission

カナダの新たな旅の魅力を引き出してくれる
「Canadian Signature Experiences（CSE）」

© Canadian Tourism Commission
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＊カナダ国内線を一部抜粋

日本からカナダ3都市へ
成田扌カルガリー線、夏期デイリー運航に

エア・カナダ

日本からカナダ3都市（バンクーバー、トロント、カルガリー）へ直行便を運航する
エア・カナダ。今年の夏期スケジュールは、成田扌カルガリー線もデイリー運航と
なり、日本路線は、週21便に拡大した。同社の大きな強みは、充実の国内線ネット
ワーク。3つのゲートウェイからカナダ各地へ、スムーズなアクセスを提供する。
また４年連続で「北米のベストエアライン」や「北米の国際線ベストエアライン」を
受賞した質の高いサービスも 大きなアピールポイントだ。

　エア・カナダは、2013年に世界の航空
利用客1800万人を対象とした英スカイト
ラックス社の調査で「北米のベストエアラ
イン」を受賞、北米の国際線航空会社で唯
一4つ星ランクを誇る。「北米の国際線ベス
トエアライン」を含めると、ベストエアラ
インの受賞はこれで４年連続だ。
　ほかにも、同社は「北米のベストエアラ
イン」（2012年Global Traveler誌読者投

Air Canada

　エア・カナダの日本路線は、成田↔バ
ンクーバー、トロント、カルガリー線の
３路線。夏期スケジュールは、全路線デ
イリーで運航する（冬期スケジュールは
成田↔カルガリー線を週３便で運航）。
またカナダの航空会社として、充実の国
内線ネットワークを展開しており、日本
からのフライトが飛ぶこの３都市を拠点
に、カナダ各地へスムーズに移動できる
のが同社の大きな強みだ。
　例えば、オーロラ鑑賞の拠点となるイ

エローナイフへは、カルガリー経由で（成
田↔カルガリー線のない曜日はバンクー
バー経由でカルガリーへ）、またホワイト
ホースへは、バンクーバー経由でアクセ
ス可能。首都のオタワやフランスの雰囲
気色濃いモントリオールは、日本からの
直行便がある３都市すべてから乗り継ぐ
ことができる。特にトロント↔オタワ間
など、主要国内線はほぼ１時間に１本程
度と運航頻度が高く、乗り継ぎの選択肢
が豊富な点も便利だ。

カナダ3都市へ毎日運航
カナダ国内の移動もスムーズ

　北米の国際線エアラインで最高評価を
獲得するエア・カナダは、すべてのクラ
スで質の高いサービス、プロダクトを提
供する。

フルフラットベッドで快適な睡眠を
エグゼクティブ・ファースト
　ビジネスクラス「エグゼクティブ・
ファースト」は、その名の通り、ファー
ストクラス級の充実したサービスとプロ
ダクトを誇る。シートは完全にリクライ
ニングすると、全長191cm、肩幅79cmのフ
ルフラットベッド空間に。寝返りが打て
る余裕もあり、長時間のフライトでも快
適な睡眠をとることができる。また各
シートは壁で仕切られているため、プラ
イベートな空間をしっかりと確保できる。
　前方足置きの下やマガジンラック、
ペットボトル用ホルダーなど、収納も充
実。PC用電源は各座席に用意。12イン
チのタッチパネル式パーソナル液晶モニ
ターでは、日本の映画や日本語吹き替え
の映画など豊富なメニューを提供するオ
ンデマンド方式の機内エンターテイメン
トを楽しめる。

　機内食は、懐石風の和食を含む４種類
からチョイスが可能。ボリュームもある。
豊富なワインメニューもぜひ楽しみた
い。またアメニティーは、バンクーバー
発の自然派コスメ「エッセンス」のプロ
ダクトを採用している。

広めのサイズがうれしい
エコノミークラス
　エコノミークラスの座席は、シート
ピッチ81cm、シート幅47cmと、通常よ
りも広めの設計。実際に座ってみると、
ひざまわりに余裕があり、長いフライト
でも快適だ。また全席に8.9インチのタッ
チ式パーソナル液晶モニターを搭載。ビ
ジネスクラス同様、機内エンターテイメ
ントが楽しめる。一部座席にはPC用電源
とUSB接続端子が付いており、PCだけで
なく、ミュージックプレーヤーやスマー
トフォンなどの充電にも利用できる。機
内食はメインを2種類からチョイス。ワイ
ンやビールなどのアルコール類はもちろ
ん無料だ。

すべてのクラスで質の高いサービスを提供
機内サービス、プロダクト

北米の国際線航空会社で唯一の4つ星ランク
4年連続で世界有数のトップエアラインに選出

票）、「国際線における北米のベストエアラ
イン」「北米のベストインフライトサービス」

（2012年Business Traveler誌読者投票）、
「北米のビジネスクラスサービスのベスト
エアライン」「国際線における北米のベスト
エアライン」「北米のベストフライトアテン
ダント」（Premier Traveler誌読者投票）な
ど、数多くのアワードを受賞しており、同
社のサービスレベルの高さを示している。

日本とアジアを主とする国際線重視で次なる発展を目指す
エア・カナダ社長兼最高経営責任者（CEO）

カリン・ロヴィネスク氏　Calin Rovinescu

　エア・カナダの旅行業界向けEニュース
レター「Air Canada Flash」では、予約
／発券、空港関係の重要なお知らせや最新
の燃油費など、旬な情報を網羅。無料で購

最新情報は、業界向けニュースレター
「Air Canada Flash」でチェック！

読登録できるので、最新情報は是非ここで
チェックしたい。

【Air Canada Flash 登録URL】
http://www.aircanada.jp/trade/eDM

高まる日本市場の重要性
　毎年約14万人のカナダ人が訪日し、その約２倍の
日本人がカナダを訪れる日本↔カナダ路線は、同社
の最重要路線のひとつ。東日本大震災以降、日本市
場は目覚しい回復を遂げ、昨年の実績は「円高の助
けもあり、日本は当社にとって最大の利益をもたら
したマーケットだった」（ロヴィネスク氏）という。
今年は円安傾向などの懸念材料があるものの、将来
的に日本市場の重要性は、増すことはあっても減る
ことはない。「現在交渉中の日本・カナダ経済連携協
定（EPA）は、両国間の経済交流拡大につながり、ビ
ジネス客を中心とする旅客需要増加が見込める」こ
とも大きな理由だ。

企業力と競争力の大幅な向上
　この数年間、当社はコスト改革、国際線拡充、顧
客エンゲージメント、企業文化改革を４本柱とす

る事業変革に取り組み、2012年はその成果が明確に
なった。世界的な航空利用者調査「スカイトラック
ス・ワールド・エアライン・アワード」で、「北米
のベストエアライン」や「北米の国際線ベストエア
ライン」を４年連続で受賞。座席供給力を2009年比
で13%増強、座席利用率の年間平均は82.7%を記録し
た。一方で財務体質の強化にも取り組み、「2013年
第一四半期の純負債は09年より18億ドル減少した」
（ロヴィネスク氏）と大きな成果を上げている。

成長の原動力は国際線
　ロヴィネスク氏は「当社の成長の原動力は国際線
にある」と明言する。中心となるのは日本を含むア
ジア地域だ。カナダの3都市から東京（成田）、北京、
上海、香港、ソウル、シドニーへ毎日12便が出発し
ており、1日約5000席を供給。「今後も20億ドル分の
機材をアジア路線へ投入する」計画だ。
　なかでも重視するのが日本路線。成田↔カルガ
リー線は当初の週３便体制から、今夏はデイリー運
航となり、成田↔バンクーバー、トロント線と合わ

せて日本↔カナダ間で毎日３便を運航する。
　国際線ネットワーク拡充のため、最新機材の導入
も進めており、購入を決めたB777-300ER型機5機の
受領が７月から始まり、37機の購入を決めたB787型
機も12カ月以内に１機目を導入する予定だ。

羽田線は昼間枠獲得に期待
　日本↔カナダ間のビジネス需要が期待される羽
田線については、「当社が希望する昼間の時間帯の
スロットが確保できれば羽田乗り入れを実現した
い」（ロヴィネスク氏）とする。日本とカナダの航
空交渉でスロットに関して合意することが前提条
件だが、「両国政府ともわれわれが昼間の枠を希望
していることは承知している」として、今後の航空
交渉に期待を寄せる。
　なお、羽田への乗り入れが実現した場合でも、既
存の成田路線は維持する考え。ロヴィネスク氏は
「成田は国際線の乗継ぎ、羽田は国内線の乗継ぎと
してすみ分けることで、需要は確保できる」と見通
しを示す。
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カナダ観光局（CTC）主催のトラベルトレードショー
「ランデブーカナダ2013」がオンタリオ州オタワで
開催された。5月12日から15日までの開催期間中、
カナダ側サプライヤー530社／団体915名、日本
を含む世界22国から旅行会社バイヤー405名が集
まった。日本からは、現地法人のスタッフを加えると
総勢26名が参加。CTCプレジデント＆CEOのミッ
シェル・マッケンジー氏は、日本マーケットについ
て「日本はインパクトのあるマーケットであり、高い
収益が期待できる重要なマーケットだ」と強調。ま
た「消費者へ向けた直接のアプローチから、業界／
メディア向けのマーケティングへシフトし、うまく作
用している」と述べ、業界パートナーである旅行会
社へのアプローチを重視する姿勢を見せた。
【協力＝カナダ観光局、オタワ観光局、エア・カナ
ダ、取材／文章／写真＝宮原夏樹】

　CTCは業界向けマーケティングに注
力する戦略を鮮明にしている。初日に行
われたマーケット・アップデートの中で、
CTCマーケティング戦略及びコミュニ
ケーション担当シニア・バイスプレジデ
ントのグレッグ・クラッセン氏がCTCの
戦略について説明。同氏は「カナダは、
世界でナンバーワンのブランドイメージ
を誇るが、実際に旅の検討までには至ら
ないことが多い」と指摘、「我々は旅行者
にカナダを認知させることから、（実際に
カナダへ訪れてもらえるよう）転換させ
ることが必要だ」と訴えた。
　その上で「消費者のカナダへ旅行を決
定させる」キープレーヤとして、旅行会
社の存在に注目。「販売店頭でのやり取り
がブランドイメージに大きな影響を与え
る」「旅行会社を利用する消費者がよりた
くさんの旅行を予約し、より長く旅行し、
より多くの費用を費やす」「旅行会社を
利用する、利用したいと思う消費者が増
えている」などの調査結果を挙げ、業界
パートナーである旅行会社との関係を重
視する姿勢を明確に打ち出した。

　具体的には、スペシャリスト養成プロ
グラム「カナダ・スペシャリスト・プロ
グラム」の強化やスペシャリスト認定者
向けFAMの実施、ランデブーカナダや
日本を含むアジア向けのショーケースカ
ナダ（今年は10月15日から16日まで中国
／杭州で開催予定）などの業界向けイベ
ント、旅行会社と組んだプロモーション
展開を積極的に進める考え。また2012年
にスタートしたカナダだけの体験を紹介
す る「Canadian Signature Experiences

（CSE、Signature Experiences Collection
から名称変更）」も引き続き展開、「旅行
会社が消費者へカナダを販売するための
有効な手段としたい」考えだ。
　なお、ランデブーカナダは今年で37回
目の開催。オタワでは1990年以来となる。
期間中のアポイント数は、２万1000件以
上に達した。アポイントだけでなく、開
催地の特色を活かしたレセプションも特
徴のひとつ。なお、来年のランデブー
カナダは、５月27日から30日まで、ブリ
ティッシュ・コロンビア州バンクーバー
で開催される。

「ランデブーカナダ2013」首都オタワで開催
カナダ観光局、トレード重視の姿勢鮮明に

ランデブーカナダ2013

「カナダ旅行を決定させる」旅行会社の存在
業界向けアプローチを強化／継続

カナダ観光局

　昨年、オンタリオ州へ訪れた日本人は
約8.2万人で、前年比12％増と大きな伸び
を見せた。同州観光局日本事務所アカウ
ント・マネージャーの田中恵美氏は「紅
葉の時期のチャーターが大きな要因。日
本航空と全日空が運航し、２週間で2500
名を集客した。仙台や広島など、地方都
市からの設定もあった。紅葉は根強い人
気がある」と語る。今年も既に日本航空
がチャーター便を計画、さらなる需要の
伸びが期待される。
　今後のプロモーション展開としては、
日本語ウェブサイト「オンタリオスタイ
ル」（http://www.ontariostyle.com）を軸
に、消費者／業界双方へアプローチする
方針。消費者向けには、「オンタリオスタ
イル」上で、アウトドア（アウトドア・
オンタリオ）や食（おいしいオンタリオ）
を切り口としたキャンペーンを継続的に
展開、旅行会社のウェブサイトへのリン
クも用意する。
　業界向けには、ブルー・マウンテン・
リゾートの露出を強化。また昨年「オン
タリオスタイル」の「おいしいオンタリ
オ」キャンペーンと連動し、パッケージ参

加者向けに配布できるトロントのグルメ
マップを作成。好評を集めたことから、
今年はナイアガラ周辺の美味しいレスト
ランなどをまとめたグルメマップを発行
する予定だ。

日本人向けの
トロントの観光素材を開発
　一方、州都トロント観光局の日本・韓
国マーケット開発マネージャー鈴木正城
氏は「日本人旅行者はナイアガラに宿泊
するケースが多く、トロントに宿泊して
もらうには、日本人旅行者に合ったトロ
ントの観光素材を積極的に提案／開発し
ていく必要がある」と訴える。
　具体的に提案するひとつが知的障害を
持った人たちによるディナー・シアター

「フェーマス・ピープル・プレーヤーズ」。
日本にも公演したことのある実力派で、
蛍光塗料で塗った衣装に紫外線ライトを
照射し、黒幕に浮かび上がるユニークな
ショーが特徴。「言葉が分からなくても理
解できる。視察にもいい素材」とアピー
ルする。

根強い紅葉人気
ウェブサイト軸に消費者／業界へ訴求

オンタリオ州

　ブリティッシュ・コロンビア（BC）州
観光局の菊地友子日本地区マネージャー
は、最近の日本マーケットの傾向につい
て、「バンクーバーからカナディアン・
ロッキーへ向かうツアーや州内陸部の周
遊が増えている」と特徴を挙げる。
　実際に、ワインの産地として注目を集
めるオカナガン地方へ立ち寄るケースが

増えたほか、「ウィスラーの日本人宿泊
数も大幅に伸びている」（菊地氏）とのこ
と。特に昨年はANAが成田↔シアトル線
を開設したことで、BC州に隣接するシア
トル起点の周遊ツアーが大幅に増加。今
年はデルタ航空の羽田↔シアトル線就航
に加え、エア・カナダの成田↔カルガリー
線が増便となったことで、カルガリーへ
の需要が同直行便へシフト、結果的に日
本からBC州への航空座席供給は増加傾
向にある。
　一方、一般消費者向けに対しては、ウェ
ブサイトを軸としたプロモーション展開
を継続的に実施。オカナガン地方のプロ
モーション、アウトドアを切り口とした

「Go Go バンクーバー」キャンペーンはそ
の一例。プレゼントキャンペーン、アウ
トドアメーカーなど、異業種企業とのコ
ラボレーションにも積極的だ。

航空座席供給アップで内陸部の周遊が好調
一般消費者向けのWEBキャンペーンを継続

ブリティッシュ・コロンビア州

　アルバータ州観光公社市場開発担当
ディレクターの小西美砂江氏は「運航４
年目となった成田↔カルガリー線が今年
の夏期スケジュールよりデイリー運航と
なり、座席供給量が増えた分、ロードファ
クターもアップしている」と好調ぶりを
を語る。
　観光公社では、同路線の利用促進を

目的に、
カナダ観
光局とエ
ア・カナ
ダと協力
したキャ
ンペーン
を継続的
に展開。
キ ャ ン
ペーンの

マイクロサイトを軸に、一般消費者向け
のイベントを企画、テレビCMや交通広
告などの広告展開やプレゼントキャン
ペーンも行ってきた。
　旅行会社のツアー造成促進もキャン
ペーンの大きな目的のひとつ。同州で最
低３泊（冬季は２泊）するツアーを対象
に、アワードを設定。ツアーはマイクロサ
イトでも紹介する。小西氏は「アルバー
タ州での宿泊日数を増やすことが目的だ」
と語る。
　旅行素材としては、ジャスパー国立公
園の「ダークスカイ保護区」など、夜の
星空鑑賞を新たに提案。「オーロラに加え
た同州の魅力としたい」考え。さらにハ
イキングを訴求。「夏は貴重な高山植物、
冬はアイス・キャニオン・ウォークなど
を紹介したい」とのこと。他にも教育旅
行の需要促進にも力を入れる。

カルガリー直行便デイリー化で需要増
キャンペーン展開でツアー造成促進

アルバータ州

記者会見の様子。左からCTCマッケンジー CEO、クラッセン氏

期間中は楽しいイベントもいっぱい

左からオンタリオ州観光局ハービー・ハマザキ氏、田中氏

トロント観光局鈴木氏

菊地氏 小西氏
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　現在、成田からバンクーバー、カルガ
リー、トロントの３都市へデイリー直
行便を運航するエア・カナダ。日本地
区旅客営業・マーケティング本部長の
ワイス貴代氏は「今年の５月より成田
↔カルガリー線をデイリーに増便し、
キャパシティーが増えたことで、旅行
会社と協力しながら需要喚起を図りた
い」と意欲を見せる。
　また同社は、秋のカナダの紅葉に焦
点を当てた一般消費者向けのプロモー
ションを、シーズン前となる夏の６〜
８月に実施。ワイス氏は「カナダの紅
葉は人気が高く、特にプロモーション

Rendez-vous Canada 2013

成田扌カルガリー線をデイリー化
秋の紅葉を改めて訴求

　好調なカナダへの旅行需要を大きく支
えるのがオーロラ。ユーコン準州観光局
のアジア太平洋地区マーケット・マネー
ジャーのジェシカ・ルフェン氏は「今年
も日本市場の見通しはよい」と語る。傾
向としては、夏のオーロラが好調で、「ツ
ンドラの紅葉とオーロラのコンビが人気
を集めている」とのこと。
　日本マーケットにおいては、カナダ観
光局が中心となった「チームカナダ」と
連動して業界、メディア向けに活動。ブ
ロガー対象のFAMツアー、昨年放映され
た同州が舞台のドラマ「ユーコンの友人」
を使ったプロモーションなども実施して
おり、「旅行会社を絡めた展開としたい」

（高橋由香日本代表）方針だ。
　またカヌーやハイキング、野生動物な
ど、従来の観光素材も積極的に紹介。19
世紀末のゴールドラッシュ時代にはカナ
ダ西部最大の都市として繁栄、往時を偲
ぶ建物が残り、歴史地区にも指定されて
いるドーソン・シティなど、オーロラだ
けではない魅力も打ち出していく考えだ。
　一方、ノースウエスト・テリトリーズ
観光局マーケティング・ディレクターの
ロン・オストロム氏は「昨年は最高記録

を収めた」と語り、日本市場の好調ぶり
をアピールする。今年はエア・カナダの
カルガリー↔イエローナイフ線の機材大
型化と増便でキャパシティーが増えたこ
とで、さらなる需要増に期待がかかる。
　オーロラ以外の素材としては、野生動
物や犬ぞり体験、釣り、ナハニ国立公園
でのアクティビティーなど、「一年中楽し
める点を伝えたい」意向だ。

好調オーロラ需要、
「次の一手」探る

ユーコン準州、ノースウエスト準州

　「赤毛のアン」の舞台として、日本で人
気を集めるプリンス・エドワード島州。
プリンス・エドワード島州政府観光局の
高橋由香日本代表は「やはり『赤毛のア
ン』は外せない。プロモーションは継続
しつつ、新たな魅力を『赤毛のアン＋α』
として提案していきたい」と語る。
　具体的に提案するのが現地本局でも積
極的にアピールする「食」。同州は、ベ
リー類やリンゴ、トマト、ジャガイモ、
北米で８割のシェアを誇るムール貝、ロ
ブスター、カキなど、多彩な食の産地。

有機栽培や地産地消の動きも盛んで、毎
年９月は、「Fall Flavours」と呼ばれる
フェスティバル月間で、食関連のイベン
トが数多く開催される。

「食」の魅力を訴求
プリンス・エドワード島州

　日本からケベック州への旅行需要は
「紅葉シーズンの9〜10月、大変短い時期

イベント目白押しの夏を訴求
日本からの旅行需要は回復

ケベック州

に集中する」（ケベック州政府観光局マー
ケット・アドバイザー、ロック・パケッ
ト氏）のが現状。パケット氏は「７〜８
月の夏の需要喚起が課題。世界的に有名
なモントリオールのジャズ・フェスティ
バルや日本でも人気のシルク・ドゥ・ソ
レイユの無料ショーなど、この時期のケ
ベック州は毎日何かしらのイベントが開
催されている」とアピールする。
　パケット氏は「日本からの旅行需要は
回復している。ガイドなど、日本人の受
け入れ態勢は整っており、５〜10年前ま
での数字に戻したい」と意欲を示す。

をしなくても旅
行者が来ていた
が、改めてその
魅力を訴求する
必要がある」と
説明する。具体
的には、電車内
のモニター（トレインチャンネル）で
の露出を図るほか、特設ウェブサイト
上で旅行会社パッケージへのリンクを
設けるなど、ワイス氏は「当社で行う
プロモーションは、必ず旅行会社を巻
き込んだ展開をする」と述べ、旅行会
社の関係性を強調する。

「ランデブーカナダ」開催地レポート

　今年のランデブーカナダの開催地と
なったオンタリオ州オタワ。オタワ川に
面し、川の対岸は、フランス語圏のケベッ
ク州ガティノーだ。そのため、町中でフ
ランス語を耳にする機会も多い。英語圏
とフランス語圏の架け橋となるべく、
1857年にイギリスのビクトリア女王が
この州境の町を首都に定めた。町には国
会議事堂をはじめ、歴史的建造物が立ち
並ぶ。また博物館や美術館が充実してい
るのもオタワの大きな特色だ。

歴史と文化薫るカナダの首都

　オタワ川を見下ろす丘の上に建つネオゴ
シック様式の荘厳な建物は圧巻で、多くの観
光客で賑わう。内部は見学できるほか、７月
初旬から９月初旬にかけての夜間には光と音
のショーで、建物はよりきらびやかな姿を見
せる。また夏の毎週水曜日の正午からは、議
事堂前の広場でフリーのヨガレッスンが開か
れる。開放的な空間でリフレッシュできる貴
重な体験だ。

オタワのランドマーク
国会議事堂

　Canadian Signature Experiencesのひとつ。
カナダ人アーティストの作品を中心に所蔵す
る。イヌイットのアートコレクションは、ユ
ニークで必見。建物前の広場にある巨大なブ
ロンズ像は、フランス生まれのアメリカ人彫
刻家ルイーズ・ブルジョワ氏の作品「ママン

（フランス語でお母さんの意）」。巨大な蜘蛛を
モチーフとしたこの作品は、東京の六本木ヒ
ルズにもある。

イヌイット美術など、カナダのアート作品を中心に所蔵
国立美術館

　Canadian Signature Experiencesのひとつ。
オタワ川の対岸、ケベック州ガティノーにあ
るこの博物館は、カナダ各地の先住民族の生
活／文化をはじめ、カナダのこれまでの歩み
を実物大に再現しながら体感できるのが特
徴。楽しみながらカナダを体験できる施設だ。
子供向けの展示やIMAXシアターもあり、地
元の家族連れにも人気だ。

カナダの歴史と文化を楽しく体感
カナダ文明博物館

　中心部にある市場。昔ながらの雰囲気が残
り、レストランやバー、カフェ、ショップが
並ぶ。隣接してデパートやショッピングセン
ターがあり、地元の人の姿も多い。産直のメー
プルシロップを売る出店もあるので、お土産
探しにもいい。

地元の人で賑わう生活の場
バイワード・マーケット

　オタワ川とオンタリオ湖を結ぶために開通
したリドー運河は、その歴史／文化的価値か
ら世界遺産に指定されている。米英戦争直後、
アメリカからの攻撃を避ける目的で建設され
た運河だが、今は両岸に美しい街並みや緑が
連なるのどかな雰囲気が広がる。夏はクルー
ズ船で、凍りついた冬はアイススケートで楽
しみたい。

世界遺産をクルージング＆スケーティング
リドー運河

　色とりどりのチューリップがオタワに本格
的な春の到来を告げる。その鮮やかな光景を
目の前にすると、気持ちが明るくなる。第二
次世界大戦でナチス・ドイツの手から逃れた
オランダ王家をカナダ政府が受け入れ、その
感謝の形として毎年オランダから約１万本の
チューリップが贈られている。開花に合わせ
て毎年５月に開かれるフェスティバルでは、
さまざまな歌やダンスのショーが行われる。
オタワが一番華やぐこの時期に是非訪れたい。

オタワの春の風物詩
チューリップ・フェスティバル

エア・カナダ

オタワ

左からユーコン準州観光局ルフェン氏、高橋氏

ノースウエスト・テリトリーズ観光局オストロム氏（左）

左から高橋氏、ロバート・ファーガソン氏

パケット氏

ワイス氏
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バンクーバーからカナディアン・ロッキーへ
ブリティッシュ・コロンビア州

カナダ西海岸のバンクーバーから雄大な大自然が人気の 
カナディアン・ロッキーへ。一気に向かうのではなく、途中の

町や見どころにぶらりと立ち寄りながら進んでみたい。一年中アクティブに楽しめる
本格リゾートから、世界が注目するワインの産地まで、実に豊かな表情に出会えるは
ずだ。そんな旅のハイライトにもなる多彩な顔に触れながらカナディアン・ロッキー
の山々を目指せば、旅気分もいっそう盛り上がるはず。新しいツアープランとして、 
ぜひ「ぶらり旅」をおすすめしたい。　 写真提供：ブリティッシュ・コロンビア州観光局

British Columbia

都市にいながらカナダの大自然を気軽に
体験できる場所。緑豊かな公園でのサ
イクリングや街並みを眺めながらのカ
ヌー。アクティブに汗をかいた後は、個
性的でおしゃれなお店でのショッピング
や地元の新鮮な食材にこだわった料理が
味わえるレストランへ。そんな居心地の
いいライフスタイルは、「世界でいちばん
住みやすい街」と評されるほど。

都市と自然が同居する
「世界でいちばん住みやすい街」

麓のウィスラービレッジを拠点に、
ハイキングやラフティング、乗馬や
今人気のジップトレックまで、雄大
な大自然の美しさをまるごと体感で
きる本格的なアクティビティーが揃
う。名ゴルファー設計のゴルフコー
ス、ハリウッドセレブ御用達のスパ
など、施設も充実。贅沢なリゾート
ステイを楽しみたい。

冬だけじゃない、一年中アクティブに楽しめるリゾート

数々の国際的なコンクールで上位に入賞し
た上質なワインを多く輩出しており、オカ
ナガン湖を中心に点在するワイナリーは
160以上。大規模なワイナリーから家族経
営の小さなワイナリーまで、その規模はさ
まざまだ。個性的なワイナリーを発見する
のも「ぶらり旅」ならではの醍醐味。バン
クーバーからの週末旅行先としても人気が
高く、湖畔にはリゾートホテルが点在する。

世界が注目するワインの産地でワイナリー巡り

カナディアン・ロッキーの中でも、比較的静かで
落ち着けるこのエリア。エメラルド湖が印象的な
ヨーホー国立公園のほか、クートニー国立公園、
グレーシャー国立公園、マウント・レベルストー
ク国立公園と、自然豊かな４つの国立公園などが
集まる。おすすめは、隠れ家リゾートでの滞在。
心安らぐ贅沢なひとときを。

ドラマティックな4つの国立公園、隠れ家リゾートも

バンクーバーからカナディアン・ロッ
キーへは、鉄道を使った旅もおすすめ。
VIA鉄道の大陸横断列車「カナディア
ン号」は、バンクーバーからカムルー
プスを経てジャスパーへ、１泊２日
の行程。またロッキー・マウンテニア
社の列車は、昼間の運行で、雄大な車
窓をたっぷり楽しめるのが特徴。バン
クーバー〜バンフ〜カルガリー、バン

クーバー〜ジャスパー、バンクーバー
〜ウィスラー間を運行し、途中ホテル
に宿泊しながらのんびりと列車の旅を
満喫できる。

鉄道の旅もおすすめ

多彩な表情に出会う「ぶらり旅」で、充実のツアープランを

①バンクーバー

③オカナガン地方

④クートニー・ロッキーズ

②ウィスラー

Vancouver

Whistler

Okanagan

Kootenay 
Rockies
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バンクーバーに程近いキャピラノ渓谷。温帯雨林の森が広がり、気軽に森林浴を楽しめます。長さ137m、
高さ70mのキャピラノ吊り橋はスリル満点！さらにスリルを味わいたい人には、断崖絶壁からせり出した
遊歩道クリフウォークもおすすめです。

Brewster Transport Canada

© Brewster

コロンビア大氷原  1万年前の氷河に触れる究極体験

直径1.5mの巨大タイヤで走る雪上車から降りて、1万年前にできた全長6km、幅1kmの氷河の上へ。真夏でも冷たい
風が吹きつける氷河の上で、太古の昔に思いを馳せてみては。

Maid of the Mist Steamboat Company Ltd.

© Canadian Tourism Commission

「霧の乙女号｣でナイアガラの滝壺に迫る

滝壺の近くまで進む船の上で、滝の水しぶきをからだ全体で感じながら、マイナスイオンをたっぷり浴びて。ただ滝を 
眺めるだけでは得られない感動が待っています。

Frontiers North

© Canadian Tourism Commission

ツンドラ・バギーに乗って永久凍土の大地でシロクマと触れ合う

ハドソン湾に面した「シロクマの都」チャーチルで、間近にシロクマと触れ合うツアー。愛くるしい姿の赤ちゃんシロクマ。
中には、バギーにすり寄る好奇心旺盛なシロクマも。

Northern Tales Travel Services Ltd.

© Yukon Tourism

カナダ極北の地ユーコンでオーロラ観賞

美しい山々が連なるユーコン。その山影とオーロラの光との競演は、まさにここだけのダイナミックで神秘的な光景。 
8月末から9月末にかけては、紅葉と一緒に鑑賞できます。

Capilano Suspension Bridge Park

© Canadian Tourism Commission

スリル満点！温帯雨林の森の中で空中散歩  キャピラノ吊り橋／クリフウォーク

マニトバ州 ユーコン準州

アルバータ州 オンタリオ州

ブリティッシュ・コロンビア州

思い出作ろう！ 体験するカナダ

Canadian Signature 
Experiences

カナダだけでしかできないユニークな体験を、カナダ観光局では
「Canadian Signature Experiences」として厳選しました。
大自然をアクティブに体感し、カナダの人々との触れ合いも楽しむ。

「Canadian Signature Experiences」は、カナダ全土で一生の思
い出となる感動を、あなたのためにプロデュースします。
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Bluewater Adventures

© Tourism BC / Tom Ryan

神秘の森で幸運の「スピリット・ベア」に出会う旅

約１週間のネイチャー・クルーズは、いつまでも忘れられない驚きと発見の連続。運が良ければシナ
モン色のカーモードベア（別名スピリット・ベア）に出会えるチャンスも。

The Butchart Gardens

© Tourism British Columbia

四季折々の花が咲き乱れるブッチャートガーデン

オーナーのブッチャート夫妻が世界中から植物を取り寄せ、かつての石切場を見事な大庭園に変身
させました。花だけでなく、夏の花火や冬のクリスマスイルミネーションも人気。

Great Estates of the Okanagan - Vincor Canada
オカナガン地方のワイナリー巡り

今や世界的に注目を集めるワインの産地。オカナガン湖畔のエリアに、大小160以上のワイナリーが
点在しています。ぜひ、お気に入りのワインを探してみては？

Canadian Rockies Hot Springs

© Travel Alberta

カナディアン・ロッキーで温泉!

水着を着用して、屋外の天然温泉へ。一年中楽しむことができます。またホテルのスパ施設では、 
温泉成分たっぷりのトリートメントで身も心も美しくなりましょう。

CN Tower

© CN Tower / Tour CN

超高層CNタワーで味わうスリル体験

高さ340mの展望台の外側を一周する「エッジウォーク」は、命綱だけで幅わずか1.5mのデッキを 
歩くエキサイティングなアトラクション。見るだけで思わず足がすくみます。

Inniskillin Winery

© Ontario Tourism Marketing Partnership（OTMPC）

奇跡のワイン「アイスワイン」の贅沢な味わいを堪能

世界的にも評価の高いカナダのアイスワインは、凍ったブドウから造られる貴重なもの。製造秘話に
耳を傾けながら、その独特の甘さと濃厚で贅沢な味わいに酔いしれてみては。

Future Seafoods Inc/Experiences PEI

© Tourism PEI / John Sylvester

とれたての絶品オイスターを満喫

海の幸が豊富なプリンス・エドワード島。特にオイスターは、世界最高レベルの美味しさで、北米を 
中心に高い人気を誇ります。とれたてのオイスターの味はまた格別！

Iceberg Quest Ocean Tours

© Iceberg Quest Ocean Tours

神秘の巨大氷山に迫るボートツアー

氷山の合間から顔に吹きつける冷たい空気を感じながら、爽快なクルージングを楽しんでいると、 
突然巨大な氷のモンスターが目の前に！ ホエールウォッチングも楽しめます。

Beck’s Kennels

© Beck's Kennels

ロマンチックな気分に浸る、犬ぞりで行く神秘のオーロラ観賞

世界チャンピオン率いる犬ぞりでオーロラ鑑賞ポイントへ。間近に見えるオーロラは、おもわず手が
届きそう。ひと味違ったスリルあふれるユニークな体験です。

ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州

アルバータ州 オンタリオ州 オンタリオ州

プリンス・エドワード島州 ニューファンドランド＆ラブラドール州 ノースウエスト準州

Sonora Resort
大自然に抱かれたソノラ・リゾートのラグジュアリー体験

Maple Leaf Adventures
先住民文化に触れるハイダ・グアイ（クイーンシャーロット島）の旅

Knight Inlet Grizzly Tours Ltd.
野生のグリズリーベアーに出会う旅

Whistler Blackcomb
ウィスラー・ブラッコムで空中尾根散策

Jasper Motorcycle Tours
サイドカーから氷河を一望  コロンビア大氷原

Head Smashed In Buffalo Jump World Heritage Site
大平原の風を感じる世界遺産ヘッド・スマッシュト・イン・バッファロー・ジャンプ

Dinosaur Provincial Park UNESCO World Heritage Site
恐竜発掘の聖地バッドランドで化石探索

Holiday on Horseback
野生のオオカミの足跡を訪ねて

Quebec Winter Carnival
北米最大級の冬の祭典ケベック・ウィンター・カーニバル

Montreal International Jazz Festival
ジャズファン垂涎 モントリオール国際ジャズフェスティバル

Canadian Museum of Civilization
カナダの歴史に思いを馳せるカナダ文明博物館

Groupe Le Massif inc.
列車で巡る風光明媚なシャルルボア沿岸

ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州

アルバータ州 アルバータ州 アルバータ州 アルバータ州

ケベック州 ケベック州ケベック州ケベック州

© Daren Sonora Resort Canada © Tourism BC/Tom Ryan © Tourism British Columbia © Tourism British Columbia

© Jasper Motorcycle Tours © Travel Alberta © D © Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka

© MTOQ / Smiljanic, M © MTOQ / Vlan Communication © MTOQ / Vlan Communication© Benjamin Gagnon

思い出作ろう！ 体験するカナダ  
Canadian Signature Experiences
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Great Estates of the Okanagan - Vincor Canada
オカナガン地方のワイナリー巡り

今や世界的に注目を集めるワインの産地。オカナガン湖畔のエリアに、大小160以上のワイナリーが
点在しています。ぜひ、お気に入りのワインを探してみては？

Rocky Mountaineer

©アルバータ州観光公社

豪華列車「ロッキーマウンテニア号」で車窓から味わうロッキーの絶景

断崖絶壁の谷に架かる鉄橋や急勾配を上がるために作られたらせん状のトンネルは、迫力満点。 
車窓に広がるロッキーの美しい景色を見ながらの地元の名物料理はまた格別。

Brewster Adventures

© Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka

大平原、氷河、紺碧の湖　カナディアン・ロッキーの大自然を肌で感じる乗馬の旅

4時間の乗馬ツアー。優しい馬の歩みに身をゆだねながら、違った視点から雄大なロッキーの大自然
を体験できます。カウボーイの末裔のガイドによるエピソードも興味津々。

Inniskillin Winery

© Ontario Tourism Marketing Partnership（OTMPC）

奇跡のワイン「アイスワイン」の贅沢な味わいを堪能

世界的にも評価の高いカナダのアイスワインは、凍ったブドウから造られる貴重なもの。製造秘話に
耳を傾けながら、その独特の甘さと濃厚で贅沢な味わいに酔いしれてみては。

Helicopter Tours

© Niagara Helicopters

ナイアガラの滝に空から極限まで迫るヘリツアー  ワイナリー体験も

ナイアガラの滝の全容を知るには空からが一番！ 豪快に渦巻く激流と周りののどかな風景のコント 
ラスト。ヘリから降りるとそこはワイナリー。極上ワインと絶品料理に舌鼓。

Sucrerie de la Montagne

© TQ/Dupuis, Mathieu

馬車がお出迎え  ケベックの森でメープルシロップ体験

カエデの樹液から作られるメープルシロップ。カエデの森は、春の収穫シーズンには甘い香りで包ま
れます。美味しい料理と共に、温かいケベック流おもてなしを。

Beck’s Kennels

© Beck's Kennels

ロマンチックな気分に浸る、犬ぞりで行く神秘のオーロラ観賞

世界チャンピオン率いる犬ぞりでオーロラ鑑賞ポイントへ。間近に見えるオーロラは、おもわず手が
届きそう。ひと味違ったスリルあふれるユニークな体験です。

Fairmont Hotels and Resorts

© Fairmont Hotels & Resorts

王族・映画スターに愛された歴史と気品あふれるホテルを味わう

おとぎ話に登場しそうなお城、都会の喧噪とは無縁のロッジ、絶景や感動の風景の中で独特の雰囲
気を放つホテルひとつひとつがカナダの発展に大きな役割を果たしてきました。

VIA Rail Canada

© VIA鉄道

VIA鉄道で行くカナダ横断の旅

目覚めれば雪に覆われた雄大なロッキーの山並みが。美味しい朝食を堪能したら、ぜひ展望車へ。
360度の大パノラマが楽しめます。優雅な列車の旅で真のリラックス体験を。

ブリティッシュ・コロンビア州、アルバータ州 アルバータ州

オンタリオ州 ケベック州

カナダ全国 カナダ全国

Nimmo Bay Resort
森と水に囲まれた静寂のリゾートで、自然の懐の深さを知る

Remote Passage Marine Excursions
小型船で爽快にホエールウォッチング！ 温泉も楽しめる

Mission Hill Family Estate
世界屈指のワイナリー、ミッション・ヒルでくつろぐ一日

Calgary Stampede
「カルガリー・スタンピード」でカウボーイ魂に触れる旅

Icefield & Kananaskis Heli-tours
大自然とひとつになるヘリ・ヨガ・ツアー

Discover Banff Tours
氷の神秘　ジョンストン渓谷アイスウォーク

CMH Heli-Skiing & Summer
ヘリで空から豪快にアクセスする夏のアドベンチャー体験

Churchill Wild
シロイルカ、シロクマとの触れ合い  バードウォッチングも

Ice Hotel Canada
氷点下の世界　ロマンチックな氷のホテルに宿泊

National Gallery of Canada
グループ・オブ・セブンもイヌイット・アートも収蔵！  五感で楽しむカナダ国立美術館

Niagara Parks Commission
｢ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズ｣でナイアガラの滝を裏側から見学

Tours Voir Quebec
ケベックの歴史と美食を巡る散策ツアー

Roads to Sea Guided Tour
大自然の驚異！ 干満差世界一のファンディ湾、海の芸術ホープウェル・ロック

Tranquility Cove Adventures
プリンス・エドワード島で潮干狩り？  巨大ホッキ貝を探そう

Adventure Canada
極北のワイルドライフとイヌイット文化を体感するクルージング体験

ブリティッシュ・コロンビア州ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州

ブリティッシュ・コロンビア州 アルバータ州 アルバータ州

マニトバ州 ケベック州オンタリオ州 オンタリオ州

ヌナブト準州プリンス・エドワード島州 ニュー・ブランズウィック州ケベック州

アルバータ州© Tourism BC/JF Bergeron © Travel Alberta © Icefield & Kananaskis Heli-tours © Discover Banff Tours

© Churchill Nature Tours/Mike Macri © Canadian Tourism Commission© Ontario Tourism Marketing Partnership（OTMPC） © Canadian Tourism Commission

© Tours Voir Quebec © New Brunswick Department of Tourism and Parks© Canadian Tourism Commission © Andrew Stewart/Adventure Canada

© Nimmo Bay Resort © Remote Passages © Canadian Mountain Holidays/K. Saito

思い出作ろう！ 体験するカナダ  
Canadian Signature Experiences
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ユーコン準州

ノースウエスト準州

ヌナブト準州

ブリティッシュ・コロンビア州

アルバータ州

サスカチュワン州 マニトバ州

オンタリオ州

ケベック州

ニュー・ブランズウィック州

ノバ・スコシア州

プリンス・エドワード島州

ニューファンドランド＆
ラブラドール州ホワイトホース

イエローナイフ

ビクトリア
バンクーバー

ウィスラー
ジャスパー

バンフ

エドモントン

カルガリー

オタワ

トロント

ケベックシティ

モントリオール

シャーロットタウン

Edible Canada
グランビルアイランドのマーケットで食べ歩き

バンクーバーで一番人気の観光スポットで、ガイドの解説を聞きながら地元の食材に舌鼓。
Echo Valley Ranch and Spa

© Echo Valley Ranch & Spa

自分と自然のつながりを再確認できる極上リゾート

山に囲まれた谷間に広がる牧場に滞在し、自然をまるごと体感。本格的スパ施設も。
Alpine Helicopters Ltd./White Mountain Adventures

© Alpine Helicopters

カナディアン・ロッキーでヘリ・ハイキング

ヘリコプターで一気に山の上へ。降り立てば、ロッキーの雄大な山並みが目の前に。

1000 Islands Rockport Boat Line

© Canadian Tourism Commission

1000の島が浮かぶ川でリバークルーズ

セント・ローレンス川をクルージング。途中、お城や世界最小の国際橋を眺めながら。
Shediac Bay Cruises

© Canadian Tourism Commission

ロブスターをキャッチ！ その場で味わおう

世界で最もジューシーなロブスターを。解説を聞きながらロブスター漁も体験できます。
Boréale Explorers
ユーコンの大自然を思う存分満喫

遊牧民スタイルのユルトをベースに、ハイキングやサイクリング、カヌーで自然を満喫。

North Nahanni Naturalist Lodge
世界遺産の国立公園に建つエコ・ロッジに滞在

野生動物の宝庫で、アウトドアも充実。先住民デネ族の文化に触れることもできます。
Arctic Kingdom Polar Expeditions

© Michelle Valberg

いざ、北極圏へ！ 一角獣とホッキョクグマに出会う

極寒の地で暮らすイヌイットをガイドに。絶景と野生動物たちがあなたを待っています。

ブリティッシュ・コロンビア州 ブリティッシュ・コロンビア州 アルバータ州

オンタリオ州 ニュー・ブランズウィック州 ユーコン準州

ノースウェスト準州 ヌナブト準州

www.keepexploring.jp
さらに詳しく知りたい方はウェブサイトまで！

各体験の内容について詳しく紹介
しているだけでなく、必要な画像
や動画もインストールできます。
新しいカナダ旅行の情報源として
ぜひご活用ください。
またカナダ観光局（CTC）では、公
式facebookページでも最新の旅
の情報を提供しています。ぜひ一
度ご覧ください。

カナダ観光局公式facebookページ  
www.facebook.com/canadaexplore

カナダ全図
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カナダ各地へスムーズにアクセス
ますます便利に

デルタ航空

日本からアメリカへ、最大級のネットワークを誇るデルタ航空。同社を利用すれば、
アメリカ経由でカナダ各地へスムーズにアクセスできる。新路線や機材の大型化、 
さらに機内サービスの拡充など、ますますパワーアップするデルタ航空に注目したい。

DELTA

　カナダ西部へは、デルタ航空なら、シ
アトルまたはミネアポリス経由が便利。
特にシアトルは、ブリティッシュ・コロ
ンビア州に隣接しており、車やバス、鉄
道、フェリーなどを使ってバンクーバー
やビクトリアなど、同州各地へ直接アク
セスできる。人気のカナディアン・ロッ
キーも、カルガリーやエドモントンへ 
スムーズに乗り継ぐことが可能だ。
　６月３日からは、新たに羽田↔シアト
ル線が就航。併せて成田↔シアトル線の

使用機材がB747-400型機となり、シアト
ルへのパイプがより太くなった。

カナダ西部へ
羽田扌シアトル線就航

　一方、カナダ東部へは、ミネアポリス、
デトロイト、ニューヨーク（JFK空港）
経由が便利。日本からの直行便がないオ

カナダ東部へ
JFK空港第4ターミナルが拡張

　高品質な機内サービスの提供に力を入れるデルタ航
空。太平洋路線の全便で「エコノミーコンフォート」の
利用が可能だ。通常のエコノミークラスと比べ、最大1.5
倍のリクライニングと約10cm広い足回りは、長距離フラ
イトだからこそ、その利用価値は高まる。
　優先搭乗、ビールやワインに加え、スピリッツも無料
で楽しめるなど、サービスも充実。エコノミークラス利
用の場合、追加料金でエコノミーコンフォートを選択が
できる（Mクラス以上の予約クラス及びスカイマイル メ
ダリオン会員は、無料または追加料金を割引）。

ワンランク上の快適さを
好評「エコノミーコンフォート」

　デルタ航空は、太平洋路線に投入する
全機のビジネスクラス「ビジネスエリー
ト」に、フルフラットベッドシートの搭
載を完了した。180度リクライニング、通
路への簡単なアクセス、プライバシーの
確保、大型モニターなど、よりグレード
アップしたシートで快適な空の旅を提供
する。

太平洋路線の全機に搭載完了
「ビジネスエリート」の最新シート

タワやモントリオール、また小説「赤毛
のアン」の舞台として人気の高いプリン
ス・エドワード島へは、ニューヨーク経
由でスムーズにアクセスできる（夏期ス
ケジュール）。
　なかでもニューヨークのJFK空港は、
今年５月に第４ターミナルの拡張が完了
したばかり。セルフ・サービスチェック
イン機やゲートの増設、セキュリティ
チェックの効率化を図ったほか、空港ラ
ウンジ「デルタ スカイクラブ」には、ア
ウトドアテラスの「スカイデッキ」を新
設。ショップやレストランも増え、ます
ます乗り継ぎしやすくなった。

　また２月下旬
に ア メ ニ テ ィ
キットを刷新。
国際的なライフ
スタイルブラン
ド「Tumi（トゥ
ミ）」とニューヨークを拠点とするスキン
ケアプロダクト「MAILN＋GOETZ（マ

リン・アンド・ゴッ
ツ）」のプロダクトを
提供する。さらに６月
からは、ウェスティン
ホテルがデルタ航空専
用に開発した「ヘブン
リーベッド」製品を寝
具に導入。機内でより
快適な睡眠がとれると
既に好評を得ている。

羽田扌シアトル線に投入するB767-300ER型機

JFK空港の「デルタ スカイクラブ」に誕生した「スカイデッキ」 B747型機のシート オリジナルの「ヘブンリーベッド」寝具

アメニティキットも刷新
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CSEをどう旅行商品に活かすか
2つの旅行会社の事例

旅行会社レポート

カナダだけの体験を提案するカナダ観光局の「Canadian Signature 
Experiences（CSE）」。では実際に、旅行会社の現場ではCSEをどう
旅行商品に活かしているのか？ 2つの会社の事例を紹介したい。

Travel Agency Update

株式会社 エイチ・アイ・エス

株式会社 ism

関東ツアー事業部 アメリカ・オセアニアチーム
アメリカ・カナダ・カリブ担当

サブチームリーダー

清野 智勝 氏

代表取締役社長

野口 和哉 氏

シニア層の取り込みに注力
　旅行代金を割引する「シニア割」（60
歳以上）の設定、ツアーを紹介する冊子

「旅通信」の発行など、「今年は会社全体
でシニア層の取り込みに力を入れている」

（清野氏）というエイチ・アイ・エス。カ
ナダ商品でもシニア層向けの施策をいく

つか打ち出している。
　例えばパンフレット。スケルトン中心
から食事や観光を組み込んだ周遊商品を
メインとし、カレンダー方式の旅行代金
表示から見やすい表組みの表示に変更。
また「写真を多く使い、文字を大きくし
た」など、シニア層を意識した内容が特
徴だ。現地での体験をよりイメージしや
すいよう、写真の中にはCSEも多く含ま
れている。
　また、シニア層に人気の高い鉄道に注
目。アルバータ州観光公社やエア・カ
ナダの協力を受け、CSEのひとつである
VIA鉄道を使った周遊コースを専用パン
フレットで展開。「前年比で予約が増えて
いる」と好調だ。
　周遊ツアーの予約も増加傾向にあり、
それに応じて「旅行単価も上がっている」
状況。シニア層だけでなく、特典効果も
あり、ハネムーナーからの反応も良いよ
うだ。清野氏は「シニア層は今後伸びる
余地がまだまだある」と語り、引き続き
シニア層の取り込みに注力する姿勢を見
せる。

「見たい遺産」
キャンペーンで需要喚起
　一方、同社はカ
ナダ商品の販促を
目的に、６月中旬
よりカナダ観光局
と共同で「見たい
遺産」キャンペー
ン を ス タ ー ト。
トレインジャック
などの広告展開、
Facebook「いい
ね！カナダ Like! 

CANADA」（https://www.facebook.
com/likecanada.jp）上で、合格すれば現
地ツアーで使えるクーポンを提供する

「カナダ検定」などを現在展開中だ。
　キャンペーンの狙いについて、清野氏
は「イエローナイフのオーロラやバン
クーバー、カナディアン・ロッキー、ナイ
アガラの滝など、世界遺産には指定され
てはいないが、一度は行ってみたいカナ
ダの観光地を訴求することで、初心者な
どの需要を掘り起こすものにしたい」と
語る。トレインジャック展開後のTwitter
でつぶやきが増えるなど、実際にキャン
ペーン効果が現れており、今後はパンフ
レットでも「見たい遺産」を大きく紹介
していく。

リピーター向けに
オカナガン、PEIを
　リピーター向けにも新しい試みを進め
ている。今年登場したのがブリティッ
シュ・コロンビア州のオカナガンを訪れ
るツアー。世界的に注目を集めるワイナ
リーを巡る内容で、ワイナリー巡り自体
はCSEのひとつ。現地ガイドが企画、同
州観光局の協力を受け、実現した。

　また、プリンス・エドワード島（PEI）
の単独パンフレットを初めて展開。同島
は小説「赤毛のアン」の舞台として広く
日本で知られており、来年には小説を翻
訳した村岡花子氏の生涯を描くNHKテ
レビ小説「花子とアン」が放映される予
定。清野氏は「より深く魅力を掘り下げ、
また行きたくなるような内容とした。反
応を見ながら来年以降の展開を考えたい」
と期待を見せる。

「＋アメリカ」が人気、
冬はスキーも
　さらに今年は、新たに設定した「オー
ロラ＋ラスベガス」のツアーが好調に推
移している。清野氏は「せっかくだから
一度に周遊したい、と考える初めてのお
客様やリピーターに響いた。アメリカと
のコンビネーションは、カナダ商品を盛
り上げるひとつになる」と分析する。
　冬に向けては、定番のオーロラに加え、
スキー商品にも力を入れる考え。清野氏
は「シニア層を中心にスキーがブームに
なっており、昨シーズンより予約が増え
ている」と述べ、今後の展開に前向きな
姿勢を見せる。

CSEスタート以前に
体験素材を商品化
　ismは、CSEがスタートする約８年前
に「ねいちゃりんぐ旅カナダ」と題し、
カナダのユニークな体験素材を商品化。
野口氏は「例えば、ブリティッシュ・コ
ロンビア州のクイーンシャーロット島や
野生のグリズリーベアーに出会う旅、リ
ゾートでの滞在など、CSEの中でも自然
を切り口とした体験素材をこれまで紹介
してきた」と語る。
　基本的にツアーは「すべて当社のス
タッフが実際に体験したもの」だけ。ま
た100ページを超えるパンフレットは、豊

富な写真や解説、さらにスタッフ自らの
体験記を載せるなど、内容にこだわりを
見せている。

CSEと連動した
ウェブサイト展開へ
　CSEの立ち上げに合わせて、同社は
新 た に ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.
signature-experience.jp/）を開設、CSEと
の連動を図った。また、これまでのパン
フレットから、ウェブサイトを主軸に置
いた展開に変更。野口氏は「ウェブサイ

トへシフトしたことで、利用者が増え、
リピーターも伸びている」と語る。カナ
ダの大自然を求める層へ、より確実にア
プローチできるウェブサイトの強みが活
かされた格好だ。
　CSEについて、野口氏は「CSEのコン
セプトは、当社がこれまで取り組んでき
た体験素材と大きくマッチしている」と

述べ、CSEを使った商品展開に積極的な
姿勢を見せる。

野生動物やオーロラが人気
　同社が紹介する体験素材の中で人気が
高いのは、野生動物とオーロラ。野口氏
は「CSEの体験は、圧倒的なインパクトが
ある」と述べ、カナダの優位性を強調す
る。例えば、同社のオーロラ鑑賞ツアー
は、犬ぞりを楽しみながら体験する内容
で、これもCSEのひとつだ。
　「白イルカの大群や野生のクマ、オー
ロラなど、インフラが整った環境で見る
ことができるのはカナダだけ。カナダは
それだけ豊かな大自然が魅力。こうした
大自然のイメージに直結し、ストーリー
性を持たせた見せ方に心がけている」（野
口氏）

シニア層だけでなく、
若者への訴求を強化
　また、こうした体験素材を取り入れた
ツアーの利用者で多いのがシニア層。野
口氏は「ホールセラー各社のツアーパッ
ケージと比較すると若者が多いものの、
中心はやはり50〜60歳代、70歳以上のシ
ニア層」と語る。
　一方、同社の南米方面の取扱いを見る
と、30〜40歳代を中心に若者世代が全体
の約7割と大多数を占め、カナダとは異な
る傾向を見せる。野口氏は「南米は日本
から遠く、値段も高い、インフラも整っ
ていないが、イメージが強烈で、『一生に
一度は行きたい』と旅の目的意識が非常
に高い」と分析する。
　こうした状況を受け、野口氏は「シニ
ア層だけではマーケットを無視している
可能性がある。今後カナダのアプローチ
を大幅に見直していきたい」と述べ、若
者への訴求を強化する考えを示す。

カナダの「ワイルド」な
イメージ打ち出す
　トライアルとして、野口氏が検討して
いるのが明確なターゲット設定。「男性
や女性、年齢層など、カテゴリーを設定
し、それに見合った体験素材を提案した
い」と語る。
　例えば、CSEにもあるユーコン準州で
のカヌー体験。野口氏は「5日間ずっと
カヌーに乗り、風呂なしのテントに滞在
する。いわゆる『草食系』の若い男性に
も、カナダの大自然で強くなろう、とい
うような提案もできるのではないか」と
述べ、新たな可能性を探る。ちなみにこ
のツアーの参加者は「女性がほとんど」
だそうだ。
　また、若者向けに「語学研修＋α」と
いった提案も。「１〜２週間程度の体験
は、英語力のアップにもつながる」と自
信を見せる。
　「カナダは安全できれいなイメージが
強く、あまり『ワイルド』なイメージが
ない。だが、カナダにはワイルドな大自
然もあり、どれも素晴らしい体験ができ
る。実際に体験すると、リピーターにな
る人が多い。南米同様、『どうしても体
験したい』という目的意識を高めること
で、新たな需要をつくり出していきたい」

（野口氏）

新たな可能性を広げるCSE
　野口氏は「CSEはFITへのアプローチ
など、今後のカナダの販売において、新
しいマーケット拡大の可能性を秘めてい
る」と指摘する。また「旅行会社各社に
おいて、中長期的な視点でCSEに取り組
んでいく必要があるだろう」とのスタン
ス。CSEがカナダの旅行市場の現状を変
える存在になるのではないかと見ている。

Facebook「いいね！カナダ Like! CANADA」
（https://www.facebook.com/likecanada.jp）の

「カナダ検定」ページ

今年新登場したオカナガンとプリンス・エドワード島の
単独パンフレット

内容にこだわりを見せた「ねいちゃりんぐ旅カナダ」パンフレット

http://www.signature-experience.jp/

カナダ担当スタッフの方 （々後列左端が野口氏）

写真を増やし、周遊ツアー
の紹介に力を入れた今年の
Ciaoパンフレット。シニア
層を意識した内容となって
いる

昨年大きな伸びを見せた夏
と秋のオーロラ商品。今年
も専用パンフレットで展開
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トロントからブルー・マウンテンへ。
リゾートビレッジを中心にゴルフや

ゴンドラライド＆ハイキングなどを。

ブルー・マウンテンの近くにある
シーニック・ケーブでネイチャー

ウォークなどを堪能。その後コリンウッド
の街を散策し、
アップルパイ・
トレイルの店で
ランチ。
午後は北欧風の
スカンジネイ
ブ・スパでリ
ラックス。ブルー・マウンテンのビレッジ
に戻り、ショッピング＆ディナー。

昼ごろトロントへ。あるいは途中マ
スコーカ地方にあるバラのクランベ

リーファームに立ち寄りながらリゾート
（JWマリオット）へ向かい、もう1泊滞在を。

深緑の夏、そして紅葉の秋、ナイアガラのその先へ
森と湖の大自然地帯をアクティブに体感

オンタリオ州

体験型の旅に関心が高まる中、オンタリ
オ州でもソフトアドベンチャーやこだわ
りの食文化を満喫する、一歩踏み込んだ
ツアープログラムが注目されている。定
番のトロント・ナイアガラにプラスして、
あるいはリピーター向けのプランとして
も提案できる、アクティブで魅力的なデ
スティネーションや旅素材。緑あふれる
夏から人気の紅葉シーズンまで、いつ訪
れても満足度の高いエリアだ。

オンタリオ州観光局が監修するウエブサイ
ト「オンタリオスタイル」では、同州の魅
力を特集したふたつのスペシャルサイトを
提供している。まずアウトドア・アクティ
ビティの情報を網羅した「アウトドアオン
タリオ」では、人気のハイキングやキャン
プ情報をはじめ、冬のアクティビティまで
を詳しく紹介。また食に関する情報に特化
した「おいしいオンタリオ」では、世界の
味覚が楽しめるトロントのレストラン情報
をはじめ、ワイン、ヘルシーフードなど旅
に役立つグルメ情報を集約している。

Ontario

鮮やかなブルーの湖を眼下に
アウトドアライフを堪能
　快適なリゾートに滞在しながら、アウ
トドア・アクティビティをたっぷり楽し
む、そんな体験ができるのがブルー・マ
ウンテン・リゾートだ。北米五大湖のひ
とつヒューロン湖の東側、ジョージアン・
ベイの南岸にあり、南国の海を思わせる
ような明るいブルーの湖水と湖岸から広
がる深緑の森の、鮮やかな景観を望む一
帯にリゾートエリアが広がっている。
　四季を通じて楽しめる場所だが、春か
ら秋にかけては、ゴンドラを利用しての
シーニックハイキングやマウンテンバイ
ク、ゴルフ、マウンテンコースター（山
の斜面を利用したコースター）など、大

人から子供まで楽しめるプログラムが満
載。特にハイキングは、カナダ最古で最
長の歩道として知られる全長885㎞の「ブ
ルース・トレイル」の一部を歩くこともで
き、大人気だ。またジョージアン・ベイ
の畔にはプライベート・ビーチがあり、
カヤックやビーチバレーなど、水辺の遊
びも充実。さらにすぐそばに広がるシー
ニック・ケーブという自然地帯では、木
から木へと渡した細い吊り橋をいくつも
渡って森の上を散策できるツリートッ
プ・ウォークやジップトレックなどのア
トラクションも用意されている。

リゾートビレッジを中心に
ショッピングやグルメ体験も
　ブルー・マウンテンの麓にはコンドミ

「おいしい」と「アウトドア」で
オンタリオの魅力をクローズアップ！

ホテルやコンドミ
ニアムが集まった
ビレッジを中心に
周辺で様々なアク
ティビティが楽し
めるブルー・マウ
ンテンは、企業研
修やコンベンショ
ン、イベントなど
MICE会場として
も最適だ。たとえ
ば５つのミーティ
ングスペースをもつ「ウェスティン・トリ
リアム・ハウス」をはじめ、最先端設備を
整えたベニューも充実。アトラクションも
豊富で、さまざまなスタイルのプログラム
が実現可能だ。

MICEデスティネーション
としても人気

セレブにも人気のレイク・リゾート
コテージカントリーでのんびりと
　トロントの北に広がるマスコーカ地方
は、「コテージカントリー」の別名をもつ
別荘地帯。スティーブン・スピルバーグ
やシンディ・クロフォードなど多くのセ

レブのサマー・コテージがあることでも
知られている。
　ハイエンドなリゾートホテルも多く、
ゆっくりとくつろぎたいという旅行者に
人気が高い。たとえばマスコーカ地方
でももっとも高級別荘地といわれるル
ソー湖畔に建つ「JWマリオット・ザ・ル
ソー」。カヌー、カヤック、ハイキング、
サイクリングなどが敷地内で楽しめるほ
か、ニック・ファルドのデザインによる
ゴルフ場にも隣接。また数種類のプール
や優雅なスパもあり、これを目当てに訪
れる人も多い。
　この他にも「デルタ・グランドビュー」、
「ディアハースト」、「タブー」なども人
気。いずれも広大な地内にゴルフ場をは
じめ、充実したアクティビティ設備を整
えるリゾートだ。

サンプル日程（ブルー・マウンテン）

マスコーカ＆アルゴンキン州立公園	 Muskoka & Algonquin Provincial Park

ブルー・マウンテン・リゾート	 Blue Mountain Resort

ニアムやブティック、レストランなどが
集まるリゾートビレッジが広がってお
り、ショッピングやグルメもたっぷり満
喫することができる。アクティビティの
予約や用具のレンタルも、ビレッジで一
括して行え便利だ。
　またこの一帯は、オンタリオきっての
リンゴの産地であり、「アップルパイ・
トレイル」というグルメ街道でも評判に
なっている。これ
は、ブルー・マウ
ンテンのビレッジ
をはじめ周辺一帯
30以上のレストラ
ンやホテル、マー
ケットなどが、そ
れぞれにオリジナ
ルのアップルパイ
やリンゴのお菓子
を提供するとい
う地域あげてのプログラム。専用地図を
片手に名物のリンゴ巡りが楽しめるとあ
り、スイーツファンに大好評だ。

ワイルドなアルゴンキンの森で
一生の思い出となる紅葉体験を
　マスコーカ地方の東側には、アルゴン
キン州立公園の大自然も広がっている。
深い森林に網目のような水路が巡り、カ
ヌーの聖地として世界的に知られる場所
だ。ここはまた秋の紅葉の美しさでも有
名だ。9月後半から10月上旬にかけ、メー
プルをはじめとする木々がカラフルに色
づき、一面の紅葉世界となる。カヌーや
ハイキングを楽しみながら秋色の森に浸
る、そんな印象的な体験が可能だ。

　アルゴンキンへはマスコーカ地方のリ
ゾートをベースに訪れるのもいいが、公
園内に３軒だけ残る伝統的なコテージに
滞在し、じっくり楽しむというスタイル
も人気がある。いずれも湖畔にひっそり
と建つ宿で、好きな時にいつでもカヌー
を楽しめるというのも魅力だ。
　アルゴンキンはトロント、また首都オ
タワからも近いため、秋にはトロント－
マスコーカ－アルゴンキン－オタワ（ガ
ティノー公園の紅葉が有名）と巡るコー
スが、観光ルート「メープル街道」のハ
イライトとして注目されている。

www.ontariostyle.com/oishi

www.ontariostyle.com/outdoor

アクセス：トロントからマスコーカの地方各地へは
車で2～2時間半。オンタリオノースランド社のバス
（www.ontarionorthland.ca）も運行。

アクセス：トロントから公園の西側入口まで車で約
2時間半。オタワからは公園東側入り口まで車で約3
時間。夏季にはトロントから公園内の主要ポイント
をつなぐパークバス（www.parkbus.ca）が運行。

アクセス：トロントからブルー・マウンテンへは車
で約2時間。

Day
1

Day
3

Day
2

写真／オンタリオスタイル編集部、オンタリオ観光局

オンタリオ湖
Lake Ontario

エリー湖
Lake Erie

ヒューロン湖
Lake Huron

ナイアガラ・フォールズ
Niagara Falls

トロント
Toronto

オタワ
Ottawaオンタリオ州

Ontario

ジョージアン・ベイ
Georgian Bay

ブルー・マウンテン（コリンウッド）
Blue Mountain（Collingwood）

アルゴンキン州立公園
Algonquin Provincial Park

マスコーカ地方
Muskoka Park

ビレッジからゴンドラでブルーマウンテンの丘の上へ
眼下には青いジョージアン・ベイの絶景

ブルー・マウンテン近くにある
スカンジネイブ・スパ

広大な森が見事な紅葉で埋め尽くされる

朝もやの中のカヌー体験は印象的だ

地元食材を多用した
グルメも評判
（JWマリオット） 名門ゴルフ場を併設するリゾートも多い

美しい湖のほとりに建つJWマリオット・ザ・ルソー

ダイニング・スペースも充実

地元の人々との触れ合いも楽
しめるアップルパイ・トレイル

リゾート客でにぎわうビレッジシーニック・ケーブのツリートップ・ウォーク
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レンタカーを使ったカナダでの新しい旅をお客様に！

ジャスパー

レイク・ルイーズ

バンフ

カルガリー

ナイアガラ

トロント メープル街道

モントリオール

バンフ国立公園

ジャスパー国立公園

コロンビア大氷原

ケベック・シティ

オンタリオ湖

エリー湖

カナダならではの感動体験
「Canadian Signature Experiences」をドライブで

カナダでドライブ

果てしなく続く真っ赤に染まった紅葉の中を走り抜けたり、大平原や氷河、カナディアン・ロッキーの大自然を肌で感じることができる 
のは、カナダならではのドライブ体験。道中では、「Canadian Signature Experiences」をぜひとも楽しみたい。大自然を全身で 
感じるアクティビティや、エキサイティングな文化体験など、自然派も都会派も楽しめる選りすぐりの旅は、一生の思い出に。リゾート
も点在しているので、自分のペースでのんびりと楽しめる、レンタカーを使った自由な旅を提案したい。

Driving in Canada

コロンビア大氷原
1万年前の氷河に触れる究極体験

ジャスパーからカルガリーへ

太古から続く大自然「アイスフィールド・パークウェイ」

大平原、氷河、紺碧の湖
カナディアン・ロッキーの大自然を
肌で感じる乗馬の旅

カナディアン・ロッキーで温泉！ 「カルガリー・スタンピード」で
カウボーイ魂に触れる旅

「ジャーニー・ビハインド・ザ・フォールズ｣ で
ナイアガラの滝を裏側から見学 

トロントからケベックへ

秋色に染まる「メープル街道」

超高層CNタワーで味わう
スリル体験

カナダ国旗にも象徴されている
カエデの木々が続くメープル街
道。その名の通り、秋にはカエデ
の葉が真っ赤に色づき、新緑の
季節には、自然の息吹を感じる
鮮やかな緑を堪能できる。ナイ
アガラからオンタリオ湖畔を巡
りながら、トロント、キングス
トン、そしてセントローレンス
川をさかのぼり、モントリオー
ルやケベックシティへ。車窓か
らの風景を眺めながら、この水
際の美しいルートを楽しみたい。

馬車がお出迎え
ケベックの森でメープルシロップ体験 

エイビスレンタカーは、カナダの代表的なドライブ
コースを見どころや魅力を交えながら紹介している

「CANADAこだわりの旅」と題したパンフレットを作
成。ナイアガラ・フォールズからケベック・シティまでの
メープル街道と、カルガリーからエドモントンまでのカ

ナディアンロッキーの雄大な山並みを走るアイスフィー
ルド・パークウェイの2つのコースを主要な観光ポイン
トを写真付きで紹介している。またエイビスレンタカー
の事務所とエア・カナダの就航地をそれぞれロゴで表示
し、見やすい内容となっている。

【資料請求／問い合わせ先】エイビスレンタカー　TEL: 03-3567-1205　E-mail: avis@avis-car.jp

カナダの人気ドライブコースがパンフレットに

ジャスパー レイク・ルイーズ

バンフ カルガリー

ナイアガラ トロント

メープル街道

モントリオール

COUSE

A
COUSE

B

連なる山々やいくつもの湖など素晴らしい景色
を眺めながらロッキー山脈の奥深くへ。バンフ
からレイク・ルイーズを通過し、アイスフィール
ド・パークウェイに到着すると、山の頂からは氷
河の筋が曲がりくねりながら麓に向かって延び
ている。目の前に広がるコロンビア大氷原は圧
巻の一言。現地観光の拠点となるアイスフィー
ルドセンターには、レストランや土産店、展望

台、宿泊施設
などがあり、
併設の博物館
では氷河の歴
史を知ること
ができる。

雄大なカナディ
アン・ロッキー
を ４ 時 間 に わ
たって堪能する
トレイル乗馬の
旅「プレイン・
オブ・シックス・
グレイシャーズ・ティーハウス・ライド」。優し
い馬の歩みに身体を預けて、普段味わえない視
点から周囲を見渡し、鞍のきしむ心地よい音を
聞いていると、何とも穏やかな気分に。この土
地ではカウボーイといえば、テレビや映画の話
ではなく、すべてが日常の一コマだ。

カナディアン・ロッキーを代表するリゾート地
バンフは、年間数百万人もの人が訪れる温泉保
養地。18世紀の後半に３人の鉄道労働者が、岩
の間から蒸気が水柱のように吹き上げている場
所を発見し、温泉が沸いている洞窟を見つけ出

した。大自然の恵みで
ある天然の鉱泉は、何
世紀にも渡って岩山深
くで沸き続け、現在で
は、滞在型の温泉のほ
か、日帰りで利用でき
る小さな町の温泉施設
もある。

毎年７月に行われる世
界最大のカウボーイの
祭典「カルガリー・ス
タンピード」は、“世
界最大のアウトドア
ショー ”として知られ
る10日間のビッグイ
ベント。町中がお祭モードに包まれる。カルガ
リーとエドモントンの南北300キロの間には、

「True West」と呼ばれる、カナディアン・カ
ウボーイ独特の世界が広がり、乗馬や投げ縄な
ど、牧場の真髄と出会うことができる。

世界三大瀑布のひとつとして有名なナイアガラ
の滝。カナダ滝のすぐ脇にある展望台「テーブル
ロック」からの眺めは有名だが、もっと滝の迫
力を堪能したいなら「ジャーニー・ビハインド・
ザ・フォールズ」がおすすめ。テーブルロック

からエレベーターで38
メートル地下に下り、岩
をくりぬいたトンネルを
抜けると、滝の真裏に。
水しぶきがかかるデッキ
に立つと、膨大な水が轟
音とともに落ちていく迫
力満天の光景を目の前で
見ることができる。

大都会トロントの超高層CNタワー。346ｍと
447ｍのポイントに展望台があり、トロントの
絶景を見渡すこと
ができる。一部強
化ガラスの透明フ
ロアのエリアがあ
り、歩くのもドキ
ドキだ。さらにス
リルを求める人には、「エッジウォーク(Edge 
Walk)」がおすすめ。命綱を装着してタワー
展望台外側の幅はわずか1.5 メートルのデッキ
を一周するというエキサイティングなアトラク
ション。命綱をピンと張って、全体重をかけて
体を斜めに張り出すポーズに挑戦してみて。

春はメープルシロップの収穫シーズン。
カエデの幹にブリキのバケツを取り付け
て樹液を収穫する光景があちらこちらで
見られる。モントリオール郊外にある
シュクレ・デ・ラ・モンターニュは、ケベッ
クの伝統的なシュガーシャック（砂糖小
屋）。素朴な丸太作りの食堂の席に着い
たら冬のごちそうが次々と登場する。デ
ザートはうっとりするような温かいメー
プル・シュガーパイ。また雪で作った台に熱々のメープルシロッ
プを流し込み、一気に冷やして、棒で巻き取る、地元に伝わる
素朴なキャンディ「メープル・タフィー」も堪能できる。

Ⓒ Canadian Tourism Commission

Ⓒ Canadian Tourism Commission

Ⓒ Canadian Tourism Commission

Ⓒ Canadian Tourism Commission

Ⓒ Sucrerie de la Montagne

Ⓒ CN Tower / Tour CN

Ⓒ Niagara Parks CommissionⒸ Brewster

Ⓒ Banff Lake Louise Tourism/Paul Zizka

Ⓒ Canadian Tourism Commission
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ジャスパー

カルガリー

エドモントン

バンフ

アルバータ州
Alberta

おすすめ その 3おすすめ その 2おすすめ その 1

アルバータ州のおすすめ素材
新しい旅行商品のヒントに

アルバータ州

成田—カルガリー線が通年運航となり、日本からますますアクセスしやすくなったアルバータ州。
同州には、カナダならではの雄大な大自然をまるごと体感できるアクティビティーが豊富に揃って
いる。その中でも今後の商品造成のヒントとなるような、おすすめの素材を紹介したい。

　アルバータ州観光公社は、このたび日
本語ウェブサイトをリニューアル、コン
テンツを拡充した。おすすめの情報やメ
ディア情報、現地の最新情報を毎月2回の
更新で提供、旅行会社のツアー情報も掲
載する。最新の旅行情報をチェックする
ならこのサイトが便利だ。

Alberta

　ジャスパー国立公園は、カナダ王立天文学協会
から世界で最大規模の「ダークスカイ保護区」認
定を受けている。保護区内は夜間の照明調整が行
われ、星空鑑賞にベストな環境を提供している。
空を見上げれば、夜空に無数の星が輝き、天の川
もはっきり確認できる。それはまさに感動の瞬
間。まわりは真っ暗、思わず自分が宇宙の中に浮
いているかのような不思議な感覚だ。
　教育プログラムも充実。タ
ブレット端末を持ちながら、
星座の場所など、星空の様子
を確認できるツールは、特に
便利。天体に対する興味もよ
り一層深まるだろう。
　星空鑑賞は、ジャスパー国
立公園に限らず、バンフやレイク・ルイーズなど、
州内の各地、そして一年中楽しむことができる。
例えば、バンフでは、街の灯りと星空とのコント
ラストが実にユニーク。雪が積もった静寂の冬の
星空鑑賞もまた格別だ。

　ジャスパー国立公園のアイスフィールド・
パークウェイ沿いに、「グレイシャー・スカイ
ウォーク」が2014年5月にオープンする。目玉
は、サンワプタ渓谷に張り出した全長30mの
「ディスカバリー・ヴィスタ」。強化ガラスで
できた通路を歩くと、眼下には280m下の谷底
が見え、まるで空中を歩いているかのような
感覚だ。また遠望には、サンワプタ渓谷を見
渡すカナディアン・ロッキーの絶景が楽しめ
る。スリルと感動あふれる体験に是非とも注
目したい。

まるで「空中を歩く」感覚、ロッキーの絶景も
グレイシャー・スカイウォークが2014年5月にオープン

　州都エドモントン近郊のエルク・アイ
ランド国立公園で、オーロラ鑑賞施設の
整備が進んでいる。早ければ2014年以降
を目処にオープンしたい意向。エドモン
トンは、いわゆる「オーロラ・ベルト」
の南端に位置し、オーロラ鑑賞には好条
件な環境。なお、エルク・アイランド国
立公園は、エドモントン市内から車で約
40分。市内には宿泊施設が充実している
ので、気軽にオーロラ鑑賞ができるよう
になる。

エドモントンから気軽にオーロラ鑑賞
エルク・アイランド国立公園でオーロラ鑑賞施設整備中

アルバータ州観光公社　日本語ウェブサイトをリニューアル

　カナディアン・ロッキーでは、さまざまな高山
植物に出会うことができる。グレイシャー・リ
リーやインディアン・ペイントブラシなど、各所
で見つけられるお馴
染みの種類だけでな
く、フランクリンズ・
レディース・スリッ
パーやイエロー・レ
ディース・スリッパー
など、日本では珍しい
希少種も多く自生し
ている。
　毎年６〜８月が高山植物のピーク。ハイキング
をしながら、こうした高山植物を見つけるのもま
た楽しい。山のあちこちで小さくて可憐な花が咲
き乱れ、その可愛らしい姿に、思わず顔がほころ
んでしまう。高山植物に詳しいガイドと一緒に歩
けば、興味深いエピソードや生態について解説を
聞くことができるので、より高山植物への関心が
高まるはずだ。

　冬だけの楽しみ方のひとつが、凍結した川や渓
谷を歩くアイス・ウォーク。ジャスパー国立公園
にあるマリーン渓谷やバンフ国立公園のジョン
ストン渓谷などで体験できる。
　最初は川沿いを歩きながら、徐々に凍結した川
の上へ。さらに渓谷へ突き進むと、断崖絶壁に囲
まれ、やがて絶壁の先に凍結した滝が現れる。夏
は豊富な水量で轟音と共に川へ向かって注がれ
ていた滝は、まるで時間が止まったかのような姿
を見せてくれる。それはまさに自然が造り上げた

芸術作品だ。
　コースは、比較
的平坦で歩きやす
く、所要時間も１
〜２時間程度と、
気軽に楽しめるの
が魅力。ガイド付
きで歩く際は、靴
底に滑り止めを装
着、ガイドが安全
確認を行いながら
途中サポートして
くれる。日本では
なかなか味わうこ
とのできない、こ
こだけの体験だ。

Hot 
topic!

アイス・ウォーク　Ice Walk

希少種もたくさん
ハイキングをしながら

世界一規模の大きい環境で
満天の星空を

高山植物　Wild Flowers星空鑑賞　Stargazing

　また新しい日本語の「トラベル・プラ
ンナー」が登場。より詳しい観光スポッ
トや旅行情報などを掲載する。必要な場
合は送付を申し込めるほか（送料着払
い）、ウェブサイトからPDF版をダウン
ロードできる。

Hot 
topic!

冬だけの体験
氷の芸術作品

新しい日本語版「トラベル・プランナー」日本語ウェブサイト（http://www.travelalberta.jp）

© Travel Alberta© Brewster Travel Canada

マリーン渓谷

ジョンストン渓谷 © Travel Albertaインディアン・ペイントブラシ © Travel Alberta

イエロー・レディース・スリッパー
© Banff Guide Service

© Jeff Bartlett
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