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お気に入りのサマーリゾートはどこですか？
コメントや写真をfeedback@clubtravelerjapan.comまでお送りください。
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ネバダ州ラスベガスの南東に位置するミード湖は、
約2,000万人もの人々に水を供給していると言われる
アメリカ最 大 の人 造 湖 。コロラド川をせき止めた
フーバー・ダムによってできた湖で、その大きさは琵琶
湖の約2倍と広大です。
ここではハウスボートや水上バイクをレンタルして
美しい湖を探索することができます。日本と違い、
アメリカではボートの運転に船舶免許は必要ありま
せん。誰でも自由に楽しめるウォーターアクティビ
ティにぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

特集

3 憧れの場所へ
ニューヨーク
4 イベント情報
五感を刺激する旅へ
5 おすすめリスト
色鮮やかな海の世界が楽しめる
マリンライフ・スポット10選
6 世界の絶景
手付かずの自然が残る世界遺産
ジャスパー国立公園
8 世界遺産紀行
理想郷、平泉

旅のヒント

日程表や各種証明書のコピーと
いった重要な書類は、
スマートフォ
ンなどで撮影しておきましょう。
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クラブメンバーの皆様へ
ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブを利用して、
サマー・バケーションを楽しまれていますか？気心の知れ
た友人や家族とリゾートで過ごすひとときのために、ぜひ
メンバーシップを活用してください。
新しい予約検索エンジンの導入などさまざまな改善を行い、
クラブウェブサイトのダッシュボードはこれまで以上に使い
やすくなりました。詳しい改善内容と今後の計画について
は、28ページをご覧ください。
他にも、クラブメンバー様からのご要望にお応えして、
リゾートは変化し続けています。ヒルトン・グランド・バケー
ションズ・クラブ・アット・ザ・フラミンゴでは、ホームオー
ナーズ協会の決定によって、全室を禁煙タイプとしてリニューアルすることが決まりました。
ザ・フラミンゴは、ヒルトン・グランド・バケーションズで喫煙可能な部屋がある最後の
リゾートでした。これによって、ヒルトン・グランド・バケーションズが保有するリゾートの
全室禁煙が達成されたのです。
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今年の下半期には、ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ25周年を記念して、クラブ
メンバー様の日頃のご愛顧に感謝するさまざまなイベントを予定しています。ぜひご期待
ください。また、引き続きアンケートなどを通して、クラブメンバー様のご意見を取り入れ
続けていく予定です。皆様からの率直なご意見をいただいたことで、クラブは進歩を続けて
きました。これまでのご協力に深く御礼申し上げるとともに、今後もさまざまなご意見をいた
だけますよう、よろしくお願い致します。

eニュースレター人気記事ランキング
クラブトラベラーでは、毎月eニュースレターを発行してい

ます。clubtravelerjapan.comにも掲載されている記事
の中から、人気記事トップ6をご紹介します。

どうぞ良い旅を！

スタン・ソロカ
チーフ・カスタマー・オフィサー

6355 MetroWest Boulevard, Suite 180
Orlando, Florida 32835 USA

1

クラブの新たな改良点をご案内

2

ザ・グランド・アイランダー：
ご宿泊クラブメンバー様インタビュー

3

神秘の楽園を思う存分体感できる、
沖縄の新リゾート

4

魅力溢れるハワイ島が、
より身近になりました

5

旅のプロがお勧めする、
至福の国内リゾート5選

6

ホームウィーク予約を利用して
スマートなバケーションプランを

クラブトラベラーは、ヒルトン・グランド・バケーションズにより発行され、
ヒルトン・グランド・バケーションズのクラブメンバー様に配布されています。

© 2017 ヒルトン・グランド・バケーションズ・カンパニー®
ヒルトン・グランド・バケーションズ ®、およびヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ ®は
ヒルトン・インターナショナル・ホールディング・コーポレーションの登録商標であり、
ヒルトン・グランド・バケーションズ・カンパニーはその利用許可を得ています。
特定の不動産物件は、不動産管理契約に従って
ヒルトン・グランド・バケーションズの名前の下で運営されています。
ヒルトンは第三者の開発業者・販売者による表明には一切責任を持ちません。

ご意見をお寄せください！
今回の記事はいかがですか？
feedback@clubtravelerjapan.com まで
お気軽にEメールをお送りください。

マンハッタンの喧騒を離れ
静かな時間を過ごせる高台の公園
天に届きそうな高層ビルが立ち並び、世界中

クラブメンバーの下田平様がお話しください

のさまざまな国から人々が集まる街、ニュー

ました。ニューヨークに行くなら、ウエスト57

と、あまり知られていない静かな一面を見つ

おすすめです。近くにはフランク・ロイド・ライト

「マンハッタン島をハドソン川の対面から

美術館、近代美術館などがあり、公園とはまた

ヨーク。活気あふれる街から少し郊外へ出る
けられます。

一望できるハミルトンパークを妻と散歩して、

夕景を眺めたいですね。タイムズスクエアの

ジャズ演奏が楽しめるお店でクラフトビールと
Tボーンステーキも味わいたいです。」と、

ストリート・バイ・ヒルトン・クラブのご滞在が

設計のグッゲンハイム美術館や、メトロポリタン

異なる静けさを楽しむことができるでしょう。
リゾートの詳細情報、またはご予約を希望の

方は、クラブウェブサイトで［リゾートコレク

ション］の［ニューヨーク］を選択してください。

SHUTTERSTOCK
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あなたが夢みるバケーションを feedback@clubtravelerjapan.com までメールでお送りください。次はあなたの夢が選ばれるかもしれません!

五感を
刺激する旅へ

イベント情報

体験した人だけが得られる鮮烈な思い出。
一生忘れられない景色が、
今も世界のどこかで広がっています。
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ハワイ・フード＆ワイン・フェスティバル

コムローイ

アメリカ／ハワイ州オアフ島他

タイ／チェンマイ 2017年11月3日
（前後）
ブッダへの感謝の意を込め、人々が一斉にランタンを打ち上げるお祭り。

映画『塔の上のラプンツェル』のモデルとなったと言われており、世界一
幻想的なお祭りと言われています。毎年11月の満月の夜に行われ、夜空が

ランタンで埋め尽くされる情景は圧巻です。打ち上げ体験ツアーも開催され、
毎年人気ですぐに満員になることも。開催日は約2、3ヶ月前に決定するため、
タイ国政府観光庁HPで公式発表を随時確認してください。

ハワイ島、オアフ島などを舞台に行われる、人気の食の祭典。ハワイを代表

する2人のシェフ、アラン・ウォン氏とロイ・ヤマグチ氏が立ち上げたイベント
で、世界中からソムリエやミクソロジスト、ワイン醸造家、そして100名を超え
るシェフが集結します。最高のロケーションとともに、ハワイ最高ランクの

食材を使った料理を気軽に味わえる絶好のチャンスです。チケットは売り
切れることもあるため、早い者勝ちです。

長崎くんち

日本／石川県
2017年9月3日〜10月22日

日本／長崎県

「大地の芸術祭」
「瀬戸内国際芸術祭」の総合

統を誇り、国の重要無形民俗文化財に指定されていま

ディレクターを務めたことで知られる、北川フラム

氏が手がける次なる芸術祭。舞台となるのは、三
方を海に囲まれ、豊かな自然に抱かれた能登半
島の先端に位置する珠洲市です。珠洲市の土地

や生活の魅力を再発見すべく、11の国と地域か

ら39組のアーティストが参加し、珠洲の人々や地
域外の人々がサポーターとなって大勢で作り上げ

る芸術祭を目指します。参加アーティストは、河口
龍夫、塩田千春、トビアス・レーベルガー、岩崎
貴宏、アデル・アブデスメッド、石川直樹他。

2017年10月7日〜9日

長崎の氏神「諏訪神社」の秋季大祭。380年以上の伝
す。長崎市の諏訪神社やお旅所、八坂神社、中央公
園を踊場（観覧場）に、その年に当番の町となる踊町
が、日本舞踊の本踊や川船・唐人船・御座船などの
曳き物、龍踊・獅子踊といった自慢の演し物を披
露します。異国情緒あふれるエキゾチックな
演し物は長崎ならでは。また、
「庭先回り」と

いう町内に福をお裾分けする行事も楽しみの

1つです。家や店の前などで演し物が披露され、
踊場とは違う見応えがあります。

※今年は写真の龍踊は演し物として奉納されません。

リゾート周辺で楽しめるイベント情報は、クラブトラベラーのウェブサイトでもチェックできます。clubtravelerjapan.comで“イベント”を検索してください。
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奥能登国際芸術祭2017

2017年10月20日〜11月5日

おすすめリスト

色鮮やかな海の世界が楽しめる
マリンライフ・スポット10選

1

バリ島（インドネシア）

リダ・マナティーが訪れます。
「海牛」の異

クイーンズランド州沿岸に約1,400マイル

約900㎏もの巨大な魚を見たことはありますか？熱帯の楽園であるバリ島周辺

らどこか奥ゆかしい優雅な生物。そんな

最大のサンゴ礁地帯です。ダイビング

の海域では、世界でもっとも重い硬骨魚・大型マンボウの姿も珍しくありま

せん。ムンジャンガン島やトランベンなど、ポピュラーなダイビング・シュノー

名を持つマナティーは、巨大でありなが

マナティーと共に泳いだり、スリー・シス
ターズ・スプリングスの遊歩道からその

ケリングスポットでは、鮮やかなサンゴやさまざまな海洋生物が観察できます。 姿を観察したりしてみませんか？

2. コスメル（メキシコ）

多いため、誰でも気軽に美しい海の世界

ダイバー達が訪れるコスメル島。美しい

礁が広がる吉野海岸では、クマノミやス

カリブ海の爽やかな風に誘われ、多くの

パランカー・リーフ（サンゴ礁）が形成さ

DJMATTAAR/ISTOCK

ください。

4. 沖縄県宮古島
（日本）

日本有数のシュノーケリング・スポットで
ある宮古島。海の透明度が高く浅瀬が

PICK UP

回遊するコククジラやザトウクジラに会い

影した写真などの情報を「アイ・オン・

にも指定された八重干瀬（やびじ）まで

ゴ礁へ。ガイド付きのシュノーケリングツ

5. モルディブ

澄み切ったインド洋に浮かぶ1,000を超

砂浜を満喫した後は、アリ環礁などの人気

アイランド」だけ。夜のボートツアーでは、 スポットでシュノーケリングやダイビング
ボートツアーに参加してみましょう。無数
す。夢のような光景をぜひその目でご覧

feedback@clubtravelerjapan.com

ザ・リーフ」プログラムに提供すると、グ

海洋生物の宝庫であるハワイ州の中でも、 える島々から成る環礁群の周辺には、数
多くの海洋生物が生息しています。白い
巨大なマンタの群れの中でダイビングや

に暮らす美しい海の生物を引き寄せま

収められた方は、ベストショットをぜひ

ホエール・ドルフィンウォッチングのツアー

に行きましょう。オフシーズンには、カボ・

足を延ばせば、
「日本のグレート・バリア・

真っ暗な海上から水中ライトを灯し、海中

えてくれます。その見事な光景を写真に

ズメダイ、シマハギの大群など、色とりど

あるプンタ・スル・エコ・ビーチ・パークは、 リーフ」とも呼ばれる見渡す限りのサンゴ
礁が広がっています。
浅瀬にサンゴ礁が広がり、シュノーケリ

シュノーケリングを楽しめるのは、
「ビッグ・

カなど、驚くほどたくさんの生物が出迎

までお送りください。また、この海で 撮

神秘的な世界が楽しめます。島の南端に

3. ハワイ島（ハワイ州）

1,600種を超える魚類や、サメ、エイ、イル

ボートに乗り込んで、12月から4月にかけて

りの魚達と出会えます。国の天然記念物

ングに最適です。

マスクとフィンを装備して海に潜れば、

が楽しめます。ビーチの目の前にサンゴ

れているこの島では、カメやウツボ、虹色

の魚達などの多様な海洋生物であふれる

7. カボ・サン・ルーカス
（メキシコ）

（約2,300㎞）にわたって広がる、世界

に泳ぐ熱帯魚の群れの中で、ウミガメや

プルモ国立公園に広がる手付かずのサン
アーを予約して、ジャック＝イヴ・クストー
がかつて「世界の水族館」と称したコル
テス海を体験してみてください。
8. アラスカ

ラッコ、ネズミイルカ、アザラシ、ザトウク
ジラ、シロイルカやシャチは全て、氷に覆

われたアラスカの海が生息地です。豪華

（フロリダ州）

メキシコ湾に隣接する野生動物保護区

には、11月から3月にかけて数百頭のフロ

ヒルトン・オナーズポイントのポイント＆マネー特典が新しくなり、ポイントを
使用したご宿泊がより便利になりました。
ポイント＆マネー特典では、
ヒルトン・
オナーズポイントと現金との割合を自由に組み合わせた客室予約ができます。
よりフレキシブルになったヒルトン・オナーズポイントを使用して、
コンラッド・モル
ディブ・ランガリ・アイランドに宿泊してみませんか？世界最大のトンネル型
水槽をくぐり抜ければ、
そこには世界で唯一の海中レストラン
「イター・アンダー
シー」
が。
全面ガラス張りの幻想的な雰囲気の中で食事を楽しみながら、
ここで
しか出会えない美しいインド洋の生物達をご観賞ください。
ヒルトン・オナーズポイントを使用したご予約は、
ヒルトン・オナーズのウェブサイ
トにてお手続きください。

協力することができます。
10. ニュージーランド

野生のペンギンを見るために、凍える南
極を訪れる必要はありません。ニュー

ジーランド南島のビーチでは、愛らしい

この海鳥がぺたぺたと歩くかわいらしい
姿を見ることができます。ダニーデンや

オアマルで、ツアー会社が企画するペン

なクルーズ船の上でシャンパンを片手に、 ギン観察ツアーに参加しても良いでしょ
または小型ボートツアーでより目の前まで

う。オアマルは、世界最小のペンギンで

やグレイシャーベイ国立公園などの壮大

有名です。

近づいて、キーナイ・フィヨルド国立公園

イルカ、ウツボ、エイなどが観察できます。 な自然に生きる海の生物達を観察して
6. クリスタル・リバー国立野生動物保護区

レート・バリア・リーフの環境保全活動に

みましょう。

9. グレート・バリア・リーフ
（オーストラリア）

映画「ファインディング・ニモ」の舞台、

グレート・バリア・リーフ。オーストラリア・

あるブルーペンギンの生息地としても
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世界の絶景

PICK UP
クラブパートナーであるトークのツ
アーで、この雄大な自然あふれる
ジャスパーの魅力を堪能してみま
せんか。
「ベスト・オブ・ザ・カナディアン・
ロッキー8日間の旅」では、ホワイ
トウォーター・ラフティングや「ワ
イルドライフ・ディスカバリー・ツ
アー」、あるいはジャスパー・トラ
ムウェイ（ゴンドラ）に乗っての登
山など、お好きなオプションをお
選びいただけます。
2,125ポイントを、クラブパート
ナー・トークのツアーに利用できる
250ドル分の旅行券と交換する
ことができます（または、4,250
ポイントで500ドル分の旅行券）。
旅行券をご希望のクラブメンバー
様は、クラブウェブサイトの［クラ
ブメンバーシップ ］から［クラブ
パートナー・パークス］→［ツアー
ガイド付きの旅］をご覧ください。

ERIC MARTIN/FIGAROPHOTO/REDUX
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Jasper
National Park
手付かずの自然が残る世界遺産
ジャスパー国立公園

2017年7月1日、カナダは建国150周年を迎えます。これを記念して、カナダでは全国
46ヶ所の国立公園（および国定史跡と国立海洋保護区）への入場料が2017年中は
無料になります。その中でも最大の面積を誇るのが、90年の歴史を誇る森林公園、
「氷河の宝石」と称されるジャスパー国立公園です。世界遺産に登録された
カナディアン・ロッキー自然公園群の1つで、4,200平方マイル（約10,800㎢）という
広大な面積からも想像できる通り、壮大な美しさは圧巻です。そして、ジャスパーが
他の公園とは一線を画する理由は、敷地内に生息する野生動物の多様さにあります。
アカシカ、アメリカヘラジカ、トナカイ、クズリ、コヨーテ、オオヤマネコ、ヤマアラシ、
マーモット、そしてナキウサギなどが、自然のままの姿で観察できるのです。
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良質な金の産地であった東北の、技術の限りを
尽くした
「金色堂」
。1962～1968年に解体修理
が行われ、復元に使われた金箔は約3万枚。螺鈿
細工など当時の工芸技術が結集されています。

世界遺産紀行

奥州藤原氏が描いた極楽浄土の世界

理想郷、
平泉
平安時代後期、平安京に次ぐ第二の都市と言われる

車で
約5分

までの繁栄を遂げた平泉。戦乱の果てに奥州を支
配した初代藤原清衡が構想したのは、争いのない平

和な世界・極楽浄土でした。世界遺産「平泉―仏国
土（浄土）を表す建 築・庭園及び考古学的遺 跡 群

中尊寺

およそ100年にわたり、
「黄金文化」と呼ばれる
栄華を誇った「平泉」。
国宝の金色堂など、極楽浄土の世界を表現した
美しい世界遺産の数々を巡ってみましょう。

車で
約5分

金鶏山

徒歩
約2分

毛越寺

車で
約5分

観自在
王院跡

無量光院
跡

―」は、清衡が約20年かけて造り上げた「中尊寺」を

はじめ、
「毛越寺」「金鶏山」「観自在王院跡」「無

量光院跡」で構成されています。浄土世界を現世で
表現した遺構は世界的にも珍しく、2011年に東北地

方初となる世界文化遺産に認定。中尊寺にある皆金

色の阿弥陀堂「金色堂」は、創建当初の豪華絢爛な

姿を残す唯一の遺構として国宝に指定されています。
5つの遺跡は全て車で10分圏内。浄土思想に思いを
馳せながら歴史巡りを楽しみましょう。

平泉がある岩手県のもう一つの名所、花巻温泉は山

と川に囲まれた野趣あふれる温泉郷です。なかでも

「ホテル紅葉館」の露天岩風呂は眺望が素晴らしく、
体の芯から旅の疲れをほぐしてくれるでしょう。和洋

中の豊富なバイキング、郷土芸能や歌などを披露する

「おまつり広場」なども併設されており、三世代での
ご宿泊にもおすすめです。

▲三代秀衡が“黄金の鶏を埋めた”などの伝説がある
「金鶏
山」。松尾芭蕉の
「おくのほそ道」
にも記述されています。

▲二代基衡が建立した
「毛越寺」。極楽浄土を地上に表現し
たと言われる毛越寺庭園は必見です。

CHUSONJI TEMPLE; COURTESY OF HIRAIZUMI TOURISM ASSOCIATION
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スパークリング・ポイント・ヴィン
ヤードはスパークリング専門のブ
ドウ園です。
「泡」
ファンの皆様は、
ぜひ足を運んでみてください。
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ニューヨークの暑い夏、おすすめの過ごし方は？
「シェイクスピア・イン・ザ・パーク」にルーフトップ・ダイニン

（Amacariwines.com[英語]）からワイナリー巡りのスター

ニューヨークの夏は、なんて素晴らしい！そしてなんて暑いの

にヴィレッジ・チーズ・ショップ（Athevillagecheeseshop.

グ、そしてコニー・アイランドの「サイクロン」ジェットコースター。
でしょう！じめじめとしたこの季節、ニューヨーカーのように、日帰

りあるいは1泊で街を抜け出してみませんか？クラブトラベラー

は、ウエスト57ストリート・バイ・ヒルトン・クラブの総支配人、

com[英語]）にも立ち寄りましょう。その後は東へ向かい、地
中海スタイルで知られるペコニックのラファエル・ワイン

（Araphaelwine.com[英語]）でもう1杯、最後はサウソールド

ローリー・デル・ソールに、このコンクリートジャングルから

のスパークリング・ポイント・ヴィンヤード（Asparklingpointe.

「ニューヨーク郊外の高級ビーチリゾート、ハンプトンの名前

日帰り旅行であれば、アンティークの街として有名なコールド・

とはまた違った体験ができますよ。マンハッタンから2時間の

り、川風に吹かれながらハドソン川沿いを散歩したりと、のん

束の間、脱出する方法を尋ねました。
COURTESY OF SPARKLING POINTE VINEYARD

トです。次のワイナリーの向かう前にワインのお供を調達し

は、皆さん１度は聞いたことがあると思います。ニューヨーク
距離にあるファイヤー・アイランドは、日光浴やボート遊びに

も最適なリゾートですが、広いビーチでゆっくりとくつろいで、

手付かずの海岸を眺めるだけでも十分に楽しめます。さらに北

へ行くと、世界的に有名なワイナリーが数多くあります。まずは、
アメリカのグルメマガジン『フード&ワイン』で訪れるべきワイ
ナリーとして紹介されたマッティタックのマカリ・ヴィンヤード
リゾートについて知りたいことはありますか？

com[英語]）のシャンパンで締めくくりましょう。

スプリング観光がおすすめです。お気に入りの食器を探した

びりしたショートトリップを楽しめます。ランチを持ってのお出
かけを計画しているなら、ぜひ、バルドゥッチ（Abalduccis.

com[英語]）でサンドウィッチを購入してから向かいましょう。
バルドゥッチは、クラブリゾートから徒歩わずか8分の距離に
ある、ニューヨークの伝説的なグルメショップです」

feedback@clubtravelerjapan.com までご質問をいただいたら、リゾート担当者に問い合わせてクラブトラベラーでお答えします。

スマートスタイル

グリーン上で役立つ
最新デバイス
旅行にも便利な最新ゴルフデバイスで
スイングを向上させましょう
ストイックにゴルフ道を極めるために、

カーブの先を見通す

えて楽しくなってきたからか、ゴルフを

プレーする理由はさまざまです。しかし、
理由は何であれ、ゴルフの上達には地
道な練習が必要です。そして、ゴルフ

の腕を磨くのにバケーションほど良い
時はありません。

もし、あなたのゴルフの上達を妨げる
理由が1つあるとしたら、賢い「ギア」
がない、ということかもしれません。

10

有能な装備がなければ、アンダーパー

を狙えないことは周知の事実。今回

ご紹介する最新のツールで、1つ上の
スイングをめざしましょう。

頼れる
スポーツ・バッグ
●クラブグライダー・メリディアン
（ClubGlider Meridian）
『ゴルフダイジェスト』の編 集 者
が選ぶゴルフ旅行バッグとして名
前が 挙がったのが、サン・マウン
テン（Sun Mountain）のゴルフト
ラベルカバーです。必要な部分に
はハード素材を使って最高のプロ
テクションを確保しながらも、柔
軟性の欲しいところにはソフト素
材を使 用。キャスター付きの2本
のフロントレッグ で、持ち運ぶ 際
も腰や背中に負担をかけません。
Asunmountain.com（英語）

スイングをウォッチする

データを握る

な双眼鏡型レーザー距離計で、より

向上を図るには、ガーミン（GARMIN）

を使って、ご自分のショットやパッドの

倍の望遠倍率と最大1,500ヤードの

レーニング機能を使いましょう。
「スイ

ブッシュネル（Bushnell）のコンパクト
慎重なスイングを実現しましょう。7

測定可能距離を誇り、さらに勾配角
度の計算まで可能です。もはやキャ

ディは不要かもしれません。防水性能
付きで、重量はわずか10オンス（約
280g）、ポケットに収まるサイズです

（三脚を使用する場合は別です）。

高額なレッスンに通わずに、スイングの
のアプローチS6ゴルフウォッチのト

データを分析しましょう。ほぼ重量ゼ

ロのセンサーをグリップエンドに装着

ング測定」と「テンポトレーニング」で

すると、リアルタイムのスイングデータが

数値を確認しながら、理想的な速度

という優れものです。データはその場で

なフルカラーディスプレイには、国内

送信されるので、長期的なプレーパ

バックスイングとダウンスイングの
比率に近づけましょう。スタイリッシュ

約5,000コース、海外約35,000コース

今こそ、スコープの先に見える勝利を

以上のホール情報を瞬時に呼び出せる

Abushnellgolf.com（英語）

Agarmin.com（英語）

手に入れましょう。

アーコス（Arccos）のデジタルセンサー

GPS搭載機器が内蔵されています。

スマートフォン上のアプリに送信される

確認できます（データはクラウドにも
ターンを見ることも可能）。GPS機能
で、次のショットのヤード数の計算を

したり、ツアー・アナリティクス機能で、
さまざまなショットや、パッティングに

おけるプレーヤーの弱点分析も可能です。
Aarccosgolf.com（英語）

●バートン・ウィリー・ギグ・バッグ
（Burton Wheelie Gig Bag）
スノーボードケースに付いている
小さなタイヤが重要なポイントです。
これまでのスノーボードを引きずり
ながらの移動が劇的に軽やかにな
ります。取り外し可能なショルダー
ストラップを使えば、階段も苦になり
ません。Aburton.com
●ライノ・トラベル・バッグ
（Rhino Travel Bag）
シンプルで美しいデザインのプロ
ライト
（PRO-LITE）
のサーフボード・

バッグは、本当に必要な機能だけを
残して軽量化。頑丈なジッパーと外
側ポケット、通気孔を備えた実用的
な作りは、ユーザーの視点を反映し
ています。Aprolite.com
（英語）

バッグの配達は
いかがですか？
ラゲッジ・フォーワードの荷物配達
サービスで、ご自宅からゴルフ場
までゴルフバッグを送ってしまい
ましょう。クラブメンバー様だけの
ディスカウント料金で世界中のゴル
フ場やスキー場、もちろんリゾート
にも配送可能です。詳しくは、
クラブ
ウェブ サイトの［クラブメン バ ー
シップ］
→
［メンバーオファーとプロ
モーション］
をご覧ください。

ルールを身近に

突風でボールが消えてしまったり、急

に犬が現れて、せっかく上手く寄せた

ボールを持ち去ってしまったら？こうし

た“事件”発生時に備え、世界共通の公
式ルールブック「ゴルフ規則」を確認

できるアプリダウンロードしておきま
しょう。iPhone、iPadユーザーなら

「ゴルフ規則」、Androidユーザーなら

「ゴルフルール早わかり集2014-2015」
がおすすめです。

AApp Store、Google Play

スパイクを装備する

新品を買わなくとも、靴底は新しくなり
ます。チャンプ（CHAMP）のピヴィッ
クス・スパイク鋲は、軽量かつ超薄型

の低重心デザインで、グリーン上でも
確かなグリップ力を発揮します。スパ

イクの中心部の白いCマークがすり

減って見えなくなったら交換時期。

どんな靴にも合うユニバーサルなデザイ
ンです。Achampspikes.com（英語）

FROM TOP: COURTESY OF ARCCOS 360; COURTESY BURTON

あるいは、グリーンオンする回数が増

最新のArccos 360センサーの
重さはわずか7グラムですが、
スマートフォンと連携し、
さまざ
まな計測情報を確認できます。

空の旅

出発前にダウンロードしておきたい

空港で使える
モバイルアプリ5 選

空港でのチェックインや待ち時間も、快適かつスマートに。
複数の搭乗券の一括管理から置き引きを知らせるアラームまで、
あなたの旅をサポートするお役立ちアプリをご紹介します。

カメラのレンズを向けるだけ！
リアルタイムで簡単翻訳

ショッピングで荷物が増えても安心！
置き引き防止アプリ

クラブアプリで
現地の最新情報をチェック！

海外の空港で、英語の案内表示やレストラン

搭乗待ちの間でさえもスリに遭わないか気が

空港での待ち時間はクラブアプリを活用して、

乗り継ぎの場合なら、なおさらスピーディーな

そんな時は、置き引き防止アプリ「みはって！

イド」では、クラブメンバー様から寄せられた

のメニューが読めず慌てた経験はないですか。
判断と行動が必要となってきます。そこで活躍

するのがGoogle 翻訳の「Word Lens」機能。
文字を入力せずとも、カメラを向けるだけで
レンズに映った文字を瞬時に翻訳できます。

（日本語とのリアルタイム翻訳が可能な言語
は、2017年4月時点では英語のみです。）

抜けない、手荷物が多くて目が行き届かない…
365」の出番です。アプリを起動させたまま、荷
物の中にスマートフォンを入れておくだけで
OK。荷物が少しでも動くと大音量の警告ア

ラームが鳴り、危険を知らせてくれます。事前
にメールアドレスを登録しておけば、GPSに
より端末の位置情報も送信されます。

●Google 翻訳

●みはって！365

開発元：Google Inc.
対応端末：iPhone 、Android

開発元：株式会社アトムシステム
対応端末：iPhone、Android

搭乗券を登録してチェックインをスムーズに
搭乗券をアプリに登録しておけば、スムーズにチェックインできるだけでなく紛失や盗難の
心配もありません。Appleが提供する「Wallet」なら、複数の搭乗券を1ヶ所で管理する

LEUNGCHOPAN/SHUTTERSTOCK.COM

ことが可能です。さらにクレジットカードやプリペイドカード、Suicaなども登録できるので、
空港でのショッピングも楽々。iOS9以降、標準アプリとして搭載されているので今すぐ利用
してみましょう。Androidの方もご安心を。
「Pass2U Wallet」は、バーコードやQRコード
を使って搭乗券やカード情報を読み込み、アプリ内で管理できます。
●Wallet

開発元：Apple Inc.
対応端末：iPhone

PICK UP

●Pass2U Wallet

開発元：Pass2U Wallet
対応端末：Android

現地の行動プランを立てましょう。
「クラブガ
リアルなクチコミ情報を見ることが可能です。
「マイトリップ ※」では、リゾートの予約情報や

滞在期間中に利用できるアクティビティ、レス
トラン、イベント情報を確認できます。

※現在
「マイトリップ」
を日本語で利用できるのは、
ハワイのリゾートのみです。

●ヒルトン・グランド・バケーションズ

開発元：Hilton Grand Vacations Company, LLC
対応端末：iPhone、Android

空港の待ち時間を優雅に過ごす「プライオリティ・パス」
世界120ヶ国、400都市、700ヶ所以上のV IP空港ラウンジを

利用できる「プライオリティ・パス」が、さらに便利なアプリになり
ました。会員証にもなる新スマートフォン・アプリは、入場時に

QRコードを提示するだけ。かさばる会員カードの携帯は不要

です。また、最寄りのラウンジも簡単検索！早速、モバイルアプリ
で会員様専用のコンテンツにログインしてみましょう。
●Priority Pass

開発元：Priority Pass Ltd
対応端末：iPhone、Android、BlackBerry

ボーナスポイントを使ってプライオリティ・パス
「スタンダード・プラス会員プラン」
をお申し込みいただけます。
VIP空港ラウンジの利用が年間10回まで無料。現金の場合は10％オフの特別割引料金にてご案内いたします。
詳しくは、
クラブウェブサイトの
［クラブメンバーシップ］
→
［メンバーオファーとプロモーション］
をご覧ください。
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リゾートスタイル

初めてのご友人と楽しむ
ラスベガス 1WEEK PLAN
2007年からクラブメンバーの
若林信敬様・和子様ご夫妻

繁華街ストリップの中心街にある、52階建てのリゾート

「エララ・ア・ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラ

ブ」。21のレストランとバー、100の店舗がある「ミラクルマ

Day 3

イル・ショップス」に直結するなど便利な立地です。

女性スターシェフの話題店
「ジャーダ」でディナーを

Day 2

2014年ストリップ大通りにオープン。アメリカの
TVショーで有名な女性シェフ、ジャーダ氏に

年間約100
万 人もの人が
訪 れる「レッド
ロックキャニオ
ン」。体力に自
信のある方はト
レッキングもお
すすめです。

▲

▲毎日帰るのが楽しみになる上質かつモダンなインテリアが魅力です。

From若林様
高層階に近い38階に宿泊し、ベラージオの噴水やパリス
のエッフェル塔がリビングや寝室から見え、とても素敵な
空間でした。

KOBBY DAGAN / SHUTTERSTOCK.COM

到着日の夜は「エララ」で
ゆっくり疲れを癒して
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SHUTTERSTOCK.COM ; FAST&SLOW / PIXTA ;

THIS PAGE ; COURTESY OF GIADA ; GTS

Day 1

NEXT PAGE , FROM TOP ; 11PHOTO /

ラスベガスにある4つのリゾートに滞在
経験があるお二人。話題のレストランか
ら人気のショー、
郊外の絶景スポットまで
幅広く楽しまれているラスベガス通です。

PRODUCTIONS / SHUTTERSTOCK.COM ;

常に進化し続けるラスベガス。
グルメやショー、買い物…と見どころが多いゆえに、
慣れるまではプランづくりに迷うものです。
今回は「初めてのご友人を連れて行くなら」というテーマのもと、
ラスベガスに詳しいクラブメンバー、若林様ご夫妻に
おすすめスポットをお聞きしました。
ラスベガスを遊び倒す、通も納得の7日間です。

ストリップから約30分のドライブ！
「レッドロックキャニオン」へ

よる創作性の高いイタリアンを楽しめます。

赤い岩山が連なり、壮大なパノラマビューが広がる

初めて訪れる方も、リピーターの方も満足

プというドライブコースが整備され、車窓からも大

話題性、料理のクオリティがともに高く、

州立公園。1周約20キロメートルのシーニック・ルー

できるはずです。

迫力の眺めが楽しめます。乗馬体験やジープで巡

From若林様
店の雰囲気、スタッフ、料理の全てがパー
フェクト。中でも炭焼きの香りが食欲を
そそるカルボナーラピザが絶品でした。
▲

盛り付けが美しく、目にもおいしい
料理が朝食からディナーまで楽しめます。

るツアーなど、日本人向けのツアーもあります。

From若林様
山肌が何層にも重なり、息を呑むような絶景に出
会えます。シーニック・ループの手前にあるキャリ
コ・ベイシンでは、野生の動物を見かけることも。

▼ストリップ大通りにある多くのホテルに、
カジノが設けられています。ブラックジャッ
クやルーレットなど、カジノ初心者でも親し
みやすいゲームがたくさんあります。

Day 4

ラスベガスの醍醐味「カジノ」も満喫
ラスベガスではホテルや空港などいたるところでカジノに

触れる機会がたくさん。ドレスコードも比較的緩く、24時
間営業のため空いた時間に気軽にトライできます。初心
者のために日本語カジノレッスンのツアーもあります。

Day 5

スーパーで食材を調達し
リゾートのキッチンで手料理

エンターテイメントの本場で
世界最高峰のショーを楽しもう
ラスベガスといえば、豪華なショーやユニークな博物館も

見逃せません。ラスベガスが誇る多彩なアトラクションを

最大55%オフで利用できるカード「エクスプローラーパス」を

▲

日本では馴染
みのない食 材や
調味料を使うのも、
海 外ならではの
楽しみ。詳しい調
理 法はスーパー
のスタッフに尋ね
てみましょう。

Day 6

連日の外食に飽きたら、リゾートのキッチンで手料

理はいかがでしょう。エララから車で約10分の距

離にあるタウンスクエアには、自然派スーパーの
ホールフーズがあり、食材調達に便利です。

▲有名なブルーマン・グルー
プのショーの他、ラスベガス
の裏社会を覗ける
「モブミュー
ジアム」
などもエクスプロー
ラーパスの適用対象です。

演
『カー』が 上
・ソレイユ
▲シルク・ドゥ
林様
若
。
ン
ー
1シ
場での
されている会
てきます。
雰囲気が伝わっ
の楽しそうな

From若林様
シルク・ドゥ・ソレイユは『オー』
『カー』
『マイケルジャク
ソン』の3作品を鑑賞。どのステージも大迫力でした。

Day 7

最終日は「エフォリア・スパ」で
最高級のトリートメントを

ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブ・オン・ザ・ブルバードにある

「エフォリア・スパ」。悩みや目的に合わせた多彩なトリートメントの他、
男性向けのメニューもあり、ご夫婦で施術を受けることもできます。

ボーナスポイントをエフォリア・スパで使える
ギフトカードに交換することもできます。

▲

From若林様
ホールフーズタウンスクエア店には日本語が話せる
フロアスタッフが常駐しているので、安心して食材
選びができます。

使ってお得に体験しましょう。クラブポイントを使用できます。

クラブトラベラーでは、クラブメンバー様がおすすめする「1週間バケーションプラン」を募集しています。 feedback@clubtravelerjapan.com までメールをお送りください。
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フード＆ドリンク

ハワイアンアワビのガーリックハーブバター
材料
（4人分）
アワビ……………………2個
バター
（食塩不使用）…100g
にんにく ……………… 一片
パセリの葉………………20g
ディル ……………………５g
塩…………………小さじ1/2

鮮度抜群の地産食材で作る

プロ級BBQレシピ
いつものBBQにひと手間加えるだけ！
食材を引き立てる万能ソースと
絶品アワビ料理のご紹介です。

作り方

❶

❷
❸

室温に戻して柔らかく練ったバ
ターに、みじん切りにしたにんに
く、パセリの葉、ディル、塩を加
えて混ぜ合わせれば、ガーリッ
クハーブバターの出来上がり。
BBQグリルでアワビを焼く。
両面にある程度火が通ったら、
白ワインを入れて蒸す。
②のアワビに１のガーリック
ハーブバターソースをトッピング。

【レシピ考案】

幾田淳子さん
IKUTA Kitchen代表取締役社長。

POINT
殻から外したアワビは火が通りやすい
ように、切り込みを入れておきましょう。

についての講演他、
タイ・バンコク
にて料理学校を運営するなど国内
外で活躍中。
Aikuta-kitchen.co.jp

KAZUYOSHI KAWAKAMI; MIKI YAMAGUCHI
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料理研究家・食育フードコーディ
ネーターとして料理教室講師、食育

ハワイアンBBQ／
ハニーマスタードソース＆和風トマトサルサソース
材料
（4人分）
ハワイ島の人気ショップで生鮮食材を調達
シンプルな調理スタイルのBBQは、食材の鮮度
と質が鍵に。
リゾートの近くにある
「ワイコロア・
ビレッジ・マーケット」
で、パーカー牧場などの
ブランド牛肉を購入するのがおすすめです。
また、
高級食材のアワビもハワイ島ならリーズナブル。
「ビッグ・アイランド・アバロニ・コーポレーショ
ン」
で活きたままのアワビをゲットしましょう。

牛肉と彩り野菜の串焼き
牛肉・もも肉（サイコロ型にカット）…300g
赤たまねぎ
（串切り）……………1個
ズッキーニ
（輪切り）……………1本
パプリカ赤・黄
（サイコロ切り）
…各1個
ハニーマスタードソース
はちみつ……………………大さじ４
しょうゆ ……………………大さじ３
粒マスタード ………………大さじ２

作り方
和風トマトサルサソース
紫たまねぎ
（みじん切り）……50g
トマト
（小さめにカット）………1個
ピーマン
（みじん切り）………20g
赤ピーマン
（みじん切り）……20g
わさび ……………………お好み
ＥＸバージンオイル ………大さじ３
コリアンダーパウダー、塩こしょう
…各少々
チリソース、
レモン汁、醤油…各大さじ１

❶
❷
❸

牛肉と彩り野菜の串焼きの食材
を、赤たまねぎ、ズッキーニ、パ
プリカの順で牛肉と交互に鉄串
に刺し、BBQグリルで焼く。
ハニーマスタードソースと和
風トマトサルサソースの材料を
それぞれ容器に入れて、よく
混ぜ合わせる。
①の焼きあがった串焼きに、
お好みで２のソースをかけれ
ば完成。

子供と一緒に

子供目線で思い出を記録

気分はキッズカメラマン！
大人とは違う視点で景色を追いかけ、
真っさらな心で感じる子供達。
そのかけがえのない愛おしい瞬間を、
彼ら自身にカメラを預けて撮影してもらってはいかがでしょうか。
大人が思いもよらないようなアイデアやアングルで、
とっておきの1枚を写し出してくれるはずです。

思い出の瞬間をカメラで永遠に

タフで高機能なキッズ用カメラ

旅先で過ごした時間や家族で体験したことを振り

まずは、子供の年齢や好みに合ったカメラ選

思い出はより深く家族の心に刻まれていきます。特に

器で、子供に持たせることに抵抗がある方

びから始めましょう。カメラはいわば精密機

返り、思い出話に花が咲く。そこに写真があれば、

も多いと思います。しかし、最 近のキッズ

成長期の子供がいる家族にとっては、写真は大切

用カメラは、防水機能や耐衝撃性能も搭載

な成長記録。しかし、写真を振り返るとどうしても

するなどタフな造りのものが多く、安心な設

同じような構図やシチュエーションばかりを撮って

計です。また、シンプルなデザインで操作性

しまいがちです。そんな時は、子供自身にカメラを託

も高く、子供が使い方を覚えるのも簡単。さ

してみてはいかがでしょうか。彼らが見ている景色

らに、高画質やズーム機能、手ブレ軽減機

こそが、かけがえのない成長の記録になります。

能といった大人顔負けの機能で、撮影の醍
醐味が楽しめます。

パソコンやアプリで楽しく保存＆加工

CHOMNANCOFFEE / PIXTA ; HALFPOINT / PIXTA ; TAGSTOCK1 / SHUTTERSTOCK.COM

撮影した後は、パソコンに取り込んで保存、整理

しましょう。デザイン加工したり、プリントしたりと、

撮ったその後の楽しみ方も無限大です。最近では、

撮った写真はお子様と一緒に整理、加
工しましょう。カメラマン本人にしか分
からない、素敵な物語が写真に込めら
れているかもしれません。

写真と一緒に日記が付けられたり、撮影場所も

記録できたりと、高機能な管理アプリケーション
が次々と登場しています。スマートフォンや
タブレットなど、さまざまなデバイス
からもアクセスでき、3世代でシェア

することも可能です。写真は家族

みんなの宝物。大切に保管し、

素敵な思い出を重ねていきま
しょう。

写真はデータとして保存する他に、手
に取って見ることができるフォトブッ
ク作りもおすすめです。ウェブで簡単
に作れるサービスもたくさんあります。

子供も安心して使える、おすすめの高機能カメラ
●Nikon COOLPIX W100
水深10メートルまでの防水性能と1.8メートルの耐衝撃性能を備えた、
親子でも使えるスタイリッシュなカメラ。スマートフォンとの連携も可能。

●キッズ・タフ・デジタルカメラ・キッズ
頑丈な造りと簡単操作が特徴。
フラッシュなしで撮影できる高感度も魅力
です。本体メモリーに1,000枚以上保存可能。対象年齢3歳以上。
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音楽探訪

煌びやかな
タイ舞踊の世界へ
豪華絢爛な衣装を纏い、優雅に舞うタイ舞踊。
そして、踊りの美しさを引き立てているのが、
タイ独自の楽器を使った伝統音楽です。
穏やかで一定のリズムを刻む古典音楽の旋律は、
温厚なタイの国民性を反映しているとも言われます。
伝統芸能を通して、タイの豊かな歴史や文化を
覗いてみましょう。

タイの心を奏でた、舞踊と音楽
琴や笛、太鼓などタイ独特の楽器で編成された楽団の演奏に

合わせて踊ることが多い、タイ舞踊。タイ舞踊と一口に言っても、
音楽に合わせて踊りながら物語が進んでいく舞踊劇や、仮面を

被って踊る仮面舞踊劇など、その魅力はさまざまです。劇を盛り
上げる古典音楽においては、世界的に珍しい1オクターブを7等
分した平均律を用いることが特徴。日本人が聴き慣れている12
等分平均律と比較すると、1音ごとの間隔が広く、独特のゆった

りとしたリズムが印象的です。独自性は歌も同様。声の美しさが
重視され、歌い手が男性でもささやくように歌われています。

“微笑みの国”と言われるタイの陽気で穏やかな人柄が、音楽性
に現れているようです。

優雅で迫力あるステージショーに脱帽
タイ舞踊を楽しむなら、ホテルのレストランで本場のタイ料理と

ともに楽しむのがおすすめです。また、首都・バンコクで人気の
世界最大の劇場を持つ文化施設「サイアム・ニラミット」も、豪
華絢爛なショーが鑑賞できることで有名ですが、実は穴場は
プーケット店。パフォーマンスの華やかさはそのままに、
バンコクほどの混雑はなく、ゆっくりと楽しめます。
タイの豊かな文化と雄大な自然の両方が楽しめる
プーケットは、旅の拠点に最適です。宿泊は、
クラブポイントを使って予 約ができる
「アナンタラ・バケーション・クラブ・
マイカオ・プーケット」はいかが
でしょう。プーケット最長
のマイカオビーチにも
近く、南国ならでは
の穏やかな時
間が流れて
います。

上／舞台芸能の伴奏として始まっ
たとされる、打楽器のアンサン
ブル・ピーパート。
写真のラナート
（木琴）の他、鐘や太鼓なども使
われます。
下／王や神、女性の役以外は仮
面を被る、仮面舞踊劇。
もっとも
観光客にメジャーなプログラムに
『ラーマキエン物語』
があります。

GTS PRODUCTIONS / SHUTTERSTOCK.COM ; SURATN SRIDAMA / SHUTTERSTOCK.COM ; SUPHANAT / SHUTTERSTOCK.COM
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ファミリーに愛される町、カールスバッド
カリフォルニア州サンディエゴとオレンジ郡

はラス・オラス（Alasolasmex.com[英語]）

位置するカールスバッドは、
「海辺の村」

も、ハッピーアワーが地元の住民や観光

の間、サンディエゴ郡北部の太平洋沿岸に

として知られています。クラブメンバー様は、
太平洋を一望できる緑豊かな高台にある

グランド・パシフィック・パリセーズ・リゾート
にご宿泊いただけます。この町に長年住ん

でいるローラ・ドラタが、地元住民ならでは
の観光のヒントを教えてくれました。

「カールスバッドは、子供からお年寄りまで
楽しめる、ファミリーにぴったりの観光地

です。私が一番好きなのは、海辺の遊歩

道を友達と散歩した後に、近くでお茶や

ブランチ、あるいはランチを楽しむことです。
私のお気に入りのメキシコ料理レストラン

です。ディニズ(Adinisbistro. com[英語])
客に人気です。そして、どちらも夕陽を眺

めるのに最高のレストランです。週末には、
サーファーや自転車に乗る人、犬の散歩を
する人、ローラーブレードを楽しむ人、その

他、道を歩いている人全てが、この美しい
夕陽を眺めています。ビーチでは、ヨガ教室

やバレーを楽しむこともできます。冬には、
沖で泳ぐイルカを見られるかもしれません。
近くにはレゴランドもあるので、小さなお

子様連れのご家族にも嬉しいと思います。

愛すべき魅力にあふれた場所、
それがカール

スバッドなのです。」

PETER KUNASZ/SHUTTERSTOCK
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約50エーカー
（20万㎡）
もあるカールスバッドのザ・
フラワー・フィールズ
（Atheflowerfields.com [英語]）
では、
一面のラナンキュラスが楽しめます。

次のバケーションの目的地は決まりましたか？

feedback@clubtravelerjapan.com までお知らせいただければ、次回のマガジンで現地スタッフからの情報をお届けできるかもしれません。

かつてスコットランド国教会のシンボルだった
ザ・ハブ
（左）
は、現在ではエディンバラ・フェス
ティバルの中心地となっています。

シティ・ライフ

交通手段

語］）では、そんな郷土料理と季節の

なのがロジアン・バス（Alothianbuses.

地元で採れた旬の食材を使い、季節

エディンバラの交通手段としてポピュラー

co.uk［英語］）。市内のいたるところ

食材を使った創作料理が味わえます。

に合わせた料理を提供する「ファーム・

に路線が伸び、停留所の標識で路線

トゥ・テーブル」という考え方がスコッ

アン・バスのアプリでは、最寄りの停

（Atimberyard.co［英語］）では、地

や行き先も簡単に確認できます。ロジ
留所の検索や時刻の確認、チケットの
購入が可能です。ロジアン・バスとエ

ディンバラ・トラム（路面電車）が乗

り放題の1日乗車券は市内観光にぴっ
たり。使用する当日に初めて乗車する

トランドのトレンド。
「ティンバーヤード」
元特産物を使った料理を庭で摘んだ

自家製ハーブ、食用花とともに提供し
ており、新鮮な食材に対するこだわり
が伝わってきます。

バスで購入できます。また、ツアーバス

も運行されており、効率よく市内の観
光スポットを周るのに便利です。

お酒を楽しむ

2014年の連続テレビ小説「マッサン」に

も登場し話題となったスコッチ・ウイ
スキー。本場であるスコットランドには
10 0を超える蒸留所があり、地域に
よってその味わいも異なります。エディ
ンバラ城の隣に位置する「スコッチ・

ウイスキー・エクスペリエンス」
（Ascotch
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whiskyexperience.co.uk［英語］）を訪

2つの顔を持つ古都
エディンバラ
美しい街並みとウイスキーを味わう
エディンバラ旅行ガイド

ましょう。エディンバラ自慢のお酒は他

にもあります。
「エディンバラ・ジン蒸留
所」
（Aedinburghgindistillery.co.uk

［英語］）でオリジナルのジンを作っ
たり、
「イニス＆ガン・ビア・キッチン」
（Athebeerkitchen.co.uk［英語］）

が多く立ち並びにぎわっています。

約12時間半。そこから国内便に乗り

の雰囲気は旧市街とは対照的。シンメ

成田空港からロンドンまで直行便で
換えれば、約1時間半でエディンバラ
へ到着します。旧市街と新市街が美し

く調和するこの街を訪れたら、まずは
旧市街の散策から始めましょう。細い

路地や石畳の通りを歩けば、色濃く残

る中世の趣が感じられます。エディン

バラ城からホリールードハウス宮殿を

結ぶロイヤル・マイルは、かつて王族

が馬車で行き来した石畳のメイン通り。
歴史的建造物の他、カフェやショップ

一方、ビジネスの中心地である新市街

エディンバラ・カールトンはいかがで

お楽しみください。ただし、飲み過ぎ

にレストランやショッピング施設が立

飲み比べてみたり、お好みに合わせて
にはくれぐれもご注意を。

おすすめのグルメ

ハギス。羊の内臓を羊の胃袋に詰めて
茹でたもので、独特の見た目と風味が
特徴です。
「ザ・スクラン＆スカリー」

（Ascranandscallie.com［英語］）や

「ザ・キッチン」
（Athekitchin.com［英

並みが魅力です。そんな美しいスコッ

ご存じですか？

トランドの首都を堪能するには、やはり

臨むエレガントな4つ星ホテル、
ヒルトン・
すか。歴史的な街並みに調和した建物

トリーで荘厳な様式の建築物が整然
と配置されており、優雅で格調高い街

おすすめのリゾート

ご宿泊は、旧市街のロイヤル・マイルを

のビールを相性ぴったりの料理と共に

スコットランドの伝 統 料理と言えば

アクセスと見どころ

スコットランドでは定番のおつまみ
「ポーク・スクラッチング」
。

は観光地へのアクセスが抜群。近隣

ち並び、セント・ジャイルズ大聖堂へも
徒歩で訪れることができます。クラブ

メンバー様はヒルトン・オナーズポイ

ントを使用した宿泊予約が可能です。
ヒルトン・オナーズポイントを使 用
したご予約は、ヒルトン・オナーズの
ウェブサイトにてお手続きください。

自分の足で見て回るのが一番。エディ

さまざまな顔を持つエディンバラは
「魔法」の街でもあります。J・K・ローリングが

開催されており、食べ歩きや旧市街の

エディンバラでした。世界的に有名なこの作品、実はイギリス版とアメリカ版とで

ンバラではさまざまな現地ツアーが

ハリー・ポッターシリーズの第1作
「ハリー・ポッターと賢者の石」
を書き上げたのは、
ここ

地下街見学などのバラエティに富んだ

タイトルが異なるのをご存じですか？アメリカでは
「賢者の石」
の伝説にあまり馴染み

ができます。

エディンバラでは、ハリー・ポッターゆかりの地を回るツアー「ザ・ポッター・
トレイル」

体験を通してエディンバラを学ぶこと

がないことから、
「 魔法使いの石」
という意味の名称に変更されたのだとか。
（Apottertrail.com［英語］）が開催されています。ポッター・ファンの方はぜひ
参加してみてはいかがでしょうか。

FROM TOP: WALTER SCHMITZ/JALAG/SEASONS AGENCY; COURTESY OF SCRAN & SCALLIE

れて、
ウイスキーの製造工程を学んでみ

至福の国内リゾート

今関西をにぎわす、芸術や歴史に関するスポットに
焦点を当て、
のんびりアート散策をご提案。

関
西 アートさんぽ
新たな発見や感動に出会える！

各エリアでぜひ味わいたい話題のグルメ情報もお届けします。
また、
ご紹介した4つのホテルのご予約には
クラブポイントが使えます。

大阪

水都・中之島に佇む格調高き図書館
2016年4月、“文化を創造・発信する図書館”として生まれ

変わった「大阪府立中之島図書館」。明治37（1904）年に

造られた建物で、外観はルネッサンス様式、内部はバロック

様式を基本とした格調高い佇まいです。リニューアル後は、
館内のガイドツアーを毎週土曜に実施し、建物の歴史的
価値や開館当時の様子など貴重な話を聞くことができま
す。また、北欧の料理を楽しめるカフェもオープンし、新生
中之島図書館の新たな表情に注目が集まっています。

また、図書館が位置する中之島は、堂島川と土佐堀川の
間にある中州で、数多くの近代建築や文化施設が立ち並

んでいます。美しく整備された文化的水都は、コンパクトな
がらも見どころたくさん。さらに、図書館から徒歩約8分の

距離には今年6月に開業したばかりの「コンラッド大阪」も。
アクセスの良いホテルをベースに、中之島エリアを心ゆく
まで散策しましょう。

LOCO / PIXTA ; COURTESY OF SMORREBROD KITCHEN

「大阪市中之島図書館」
の2階に
ある
「smorrebrod Kitchen」
。
北欧のオープンサンド、
スモーブ
ローなどのメニューが楽しめます。

通常の図書館としての機能の他、企画展示や
セミナー、
イベントなども随時実施。
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横尾忠則現代美術館では、
2017年9月9日〜12月24日に
「横尾忠則 HANGA JUNGLE」
を開催。
（写真は過去の企画展の展示風景）

▼ミュージアムショップでは、展覧会の図録や関連書籍のほか、
ポップなデザインの横尾忠則オリジナルグッズを多数販売。

術館」。グラフィックデザイナーとして活動を開始

した横尾氏は、企業広告やポスターデザインなどの

アートワークで名を博し、その画風は三島由紀夫、
寺山修司らにも高く評価されました。約3,000点

もの収蔵品を誇る美術館では、年3回ほど企画
展を実施し、多彩な切り口で横尾氏の作品を展

示しています。氏の原稿や蔵書など、作品作りを

ひもとく資料を保管するアーカイブルーム（事前
予約により閲覧可）も。横尾ワールドを存分に堪
能できます。

美術館から電車と徒歩で約20分。去年から続々
とお店がオープンしている「神戸ハーバーランド」
の「神戸煉瓦倉庫」へ。ハーバービューとともに
ランチやお茶を楽しむ時間も神戸ならではです。

1日の終わりは、日本最古の温泉地にある「有馬
六彩」の名湯でゆっくりと疲れを癒しましょう。
六甲の豊かな自然美も見応え十分です。

「神戸煉瓦倉庫」
に昨年オー
プンした
「NORTHSHORE
CAFE & DINING」
では、野
菜たっぷりのサンドウィッチ
やプレートなどを提供。

NORTHSHORE CAFE & DINIG

（1936年-）の作品を展示する「横尾忠則現代美

OF CONTEMPORARY ART ; LOCO / PIXTA ; COURTESY OF

兵庫県出身、国際的な現代美術家、横尾忠則氏

FROM TOP : COURTESY OF YOKOO TADANORI MUSEUM

▲

兵庫

日本の現代アートを
牽引する美術館へ

新たな発見や感動に出会える！ 関西アートさんぽ

京都

伝統とモダンの華麗な融合
名刹を彩る現代アートを巡る
アートを巡る京都の旅では、名刹を彩る襖

絵に注目です。近年は多くの寺院が襖絵に
現代アーティストの作品を採用し、話題を集
めています。俵屋宗達の『風神雷屏風図』

など数々の国宝を所蔵する「建仁寺」もその

ひとつ。染色の技法を用いたり、アクリル絵
の具を使ったりと、現代らしい画法や斬新な
タッチで、襖絵の文化に新風を吹き込んで

います。数百年の時を越え、現代の絵師が
襖に筆を入れるというロマンにも心を打たれ

ます。散策の合間には老舗茶舗・上林春松

本店が選定した日本茶を楽しめる「Sa lon
でひと息を。大正期の蔵を改装した店内は
しつらえも素晴らしく、ゆっくりとお茶を堪

▼

▲ 京都最古の禅寺「建仁寺」
の襖絵。水辺の静けさをモノトーン
で表現した
「凪」
の裏には、鮮やかな青が印象的な
「舟出」
が。劇的な
色彩の変化に息を呑みます。

能できます。旅の拠点にするなら、金閣寺や
大徳寺にも好アクセスな「ホテルハーヴェスト
京都鷹峯」がおすすめ。美しい庭園と雅な
空間で上質なくつろぎを約束してくれます。
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「サロン・ド・カンバヤシ」
では急須で丁寧に入れた
玉露・煎茶をスイーツとともに味わえます。

滋賀

琵琶湖の雄大な自然と
溶け合う美術館
水庭に浮かぶように佇む「佐川美術館」。
建物の美しさから“水に浮かぶ美術館”と

称されています。日本画家の平山郁夫、
彫刻家の佐藤忠良、陶芸家の樂吉左衞
門それぞれの展示館が設けられ、3巨匠

の作品を美しい空間とともに鑑賞できま
す。また、茶会やコンサートも定期的に実
施しています。さらに、琵琶湖の反対側

へ周り、雄大な景色を望めるビュースポッ
▲2017年07月15日～ 09月24日
「アルフォンス・
ミュシャ展 麗しきアール・ヌーヴォー」
展を開催。
▼琵琶湖を一望できる
「びわ湖テラス」へは、
「びわ湖バレイ」
のロープウェイで。絶景を満喫し
た後は、
カフェで提供する地元牧場の牛乳を使った
濃厚なジェラートでほっとひと息つきましょう。
▲

SAGAWA ART MUSEUM ; BIWAKO VALLEY

FROM TOP : COURTESY OF KENNINJI ; SALON DE KANBAYASHI ;

de KANBAYASHI（サロン・ド・カンバヤシ）」

トとして人気を集める「びわ湖テラス」へ。
琵琶湖を見渡すウッドデッキには、カフェ

があり、眺望のごちそうと一緒に地元滋賀

の食材を使ったカフェメニューが味わえま
す。お泊まりももちろん琵琶湖へ。「びわ
湖花街道」では湯けむり越しに琵琶湖が
きらめく温泉の他、近江牛や琵琶湖の湖
魚などの滋味がお待ちかねです。

唐辛子とコリアンダーで仕上げた
ホタテのバターソテーは、沿岸地域
の代表的な料理です。

FROM LEFT: MARCUS NILSSON/GALLERY STOCK; SQUIRE FOX/AUGUST IMAGE
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The Tastes of

Mexico
メキシコ料理を味 わい尽くす

31の州や地域ごとに特色のあるグルメを持つメキシコは、食を愛する人々にとって究極のリゾート。
2010年にユネスコ無形文化遺産にも登録されたメキシコ伝統料理を本場で味わってみましょう。
現地情報満載のガイドを読んで、メキシコのグルメシーンを探究する準備を始めてください。
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1

左から時計回りに：1.ステーキとエビ、
パイ
ナップル、
アボカドを満載したタコス。／
2.テキーラの材料となるアガベを栽培して
いる農園のスタッフ。
／3.甘くてスパイシー
なかき氷
「チャモヤーダ」
。
タマリンドのキャ
ンディスティックと共に提供されます。／
4.ココナッツミルクソースで仕上げた帆立
貝のソテー、
パイナップルとシーアスパラガ
ス添え。
メリダ市にある
「クーク」
の名物料
理。
／5.メキシコシティでは一般的なオープ
ン・ダイニングの風解。／右ページ：バハ・カ
リフォルニアの
「フローラズ・フィールド・キッ
チン」
に食材を提供する農園スタッフ。

5

3

メ

キシコ料理が無形文化遺産に登録されたのは2010年11月。
実は日本料理より3年も早いのです。世界各地でバケーション
を楽しまれている方の中には、どこでも安定したおいしさの
メキシコ料理に、信頼を寄せている方も多いでしょう。しかし、
本場のメキシコ料理は、また一味違う奥深さと幅広さを持っています。
オアハカ州では、エパソーテやオハサンタ（メキシカンペッパーリーフ）
など、スパイスとハーブの魅惑的なコンビネーションを体験してください。
グアダラハラ市では、山羊や子羊、豚肉を煮込んだビリアと呼ばれる
スパイシーなシチューを味わいましょう。バハ・カリフォルニア州のロスカ
ボスでは、採れたてのタコや二枚貝、エビを楽しめます。メキシコ東海岸
にはコチニータピビル（穴を掘って調理した豚肉）など、マヤ時代からの
伝統的なレシピがあります。
お腹が空いてきましたか？メキシコの名物料理が食べられる、代表的な
5つの目的地をチェックしましょう。

1. オアハカ州

ものは農家直送、というのがメキシコ

子、チョコレート、そしてトウモロコシ

ア州の地元で人気のレストランでも、

オアハカ料理の中心となるのは、唐辛

です。具材が山盛りのトルティーヤに

かぶりつきましょう。トルティーヤの具
には、チャップリン（焼いたバッタ）の
ような少々インパクトの強い素材も

マリンドス」は特に人気なので、予約

いくつもあります。その料理の1つ1つ

を写真に収めたくなるのも無理はあり
ません。

また、グアダラハラを訪れる観光客の
多くは、メキシコの代名詞である蒸

留酒にその名を冠するテキーラ市に

や現在は閉店した「エル・ブリ」など
で学んだ技術を披露してくれます。

「バニョス」は、クリエイティブで巧
みなテクニックと感動的な盛り付けに
よって、オアハカの伝統的なレシピを
生まれ変わらせています。

その他に試すべきなのが、メスカル
という地元のお酒です。メスカルはテ

キーラの仲間でスモーキーな風味です。
「ラ・メスカロテカ」はもっとも品揃え
の良いお店で、80種類を超えるメスカ

ルを手に入れることができ、その多く

A pujol.com.mx, quintonil.com, azul.

4. メキシコシティ

mx, maximobistrot.com.mx（全てス
mexicanfoodtours.com（英語）

知名度の高まりにより、特にグルメな

5. メリダ市、
ユカタン半島、
リビエラ・マヤ

人気のバケーションスポットです。

イザル王 達によって富がもたらされ、

環境と社会の変化、そして国際的な
旅行者にとってメキシコシティは今や

メキシコシティにある「プフォル」「キ

ントニル」という2つのレストランは、
『レストラン』誌が選ぶ2016年世界の

素晴らしい味と普通ではあり得ない
しかし、こうした有名レストランの予約
が取れなかったからと言って落ち込む

「グリーン・ゴールド」と呼ばれたサ
かつてはメキシコでもっとも豊かな

都市だったメリダ市は、多くの旅行者

が見逃している隠れ家的スポットです。
メリダには、植 民 地 時 代の 豪 華な

建築物（「モンテホの家」は格別です。
当時の上流階級の暮らしを覗いてみ

てください）、魅力的な光景（今でも、
石畳の通りを馬車が走っています）、

をはじめ、メキシコシティには素晴らし

で、あらゆる食べ物の屋台が10軒以

「アスル・イストリコ」ではメニューが

メリダには素晴らしいレストランもあり、

くるたびに、地域伝統のレシピを深く

の邸宅を使用したこのエレガントな

シーフードタコスからバーベキューま

上も立ち並んでいます。ロスカボスの

北部に向かう場合は、
「バレ・デ・グア
ダルーペ」が所有するブドウ園と併設

レストラン「デックマンズ・エン・エル・
モゴール」も見逃せません。

A a c re b aj a.c om（英語）, f l or a-

farms.com（英語）, lostamarindos.

mx（英語）, elmerkado.mx（スペイ
ン語）, deckmans.com（英語）

であるグアダラハラ市は、メキシコの

何世紀にもわたって、テーブルに並ぶ

知ることができます。

オープンしたこのフードホールには、

ド」に立ち寄ってください。2016年に

A pitiona.com, mezcaloteca.com

2. ロスカボスと
バハ・カリフォルニア州

試食しながら、現地の名所についても

ことはありません。17世紀に建てられた

3. グアダラハラ市

（全てスペイン語）

いくつものレストランで名物メニューを

フードを求めるなら、「エル・メルカ

は職人の名前と生産日が明記された、
シングルバッチ・ボトルです。

あなたを“美食の冒険”にご案内します。

ペイン語）, eat mex ico.com（英語）,

A lulabistro.com（スペイン語）

住民達が食べるようなカジュアル・

スペインの有名レストラン「アルサック」

ください。豊富な知識を持つガイドが、

を学びます。

テキーラがどのように造られているのか

レストラン「ピティオナ」を予約しま

を楽しめます。

シカン・フード・ツアー」に参加してみて

rest, rosetta.com.mx, contramar.com.

価格のコースを楽しむことができます。

全てにオープンエアのテーブルがあり、

にするか決められない場合は、
「イー

も足を延ばし、アガベ農園を見学して、

食材が生まれた農園を眺めながら食事

マヌエル・バニョス・ロドリゲスが、

GETTY IMAGES. OPPOSITE: JULIE SCHWIETERT

ルド・キッチン」、
「ウエルタ・ロス・タ

ト・メキシコ」のツアー、または「メキ

トロ」をはじめ、世界的なレストランが

と軽い食感で、少しポップコーンに似て

しょう。オアハカ生まれのシェフ、ホセ・

GALLERY STOCK; AARON THOMAS/STOCKSY; JULIE SCHWIETERT; ATLANTIDE PHOTOTRAVEL/

「アクレ・バハ」、
「フローラズ・フィー

さまざまなメニューがある「ルラ・ビス

ベストレストラン50にランクインしており、

います。高級料理を食べたい場合は、

THIS PAGE, CLOCKWISE FROM TOP LEFT: MARCUS NILSSON/GALLERY STOCK; GREGG SEGAL/

やはり採れたてがテーブルに並びます。

ローカル」などもおすすめです。どれ

きますが、6品から16品のコースなど、

をおすすめします。3つのレストラン

あります。興味を持たれた方のために

お伝えしますが、チャップリンはふわり

4

の伝統でしたが、バハ・カリフォルニ

カジュアルなグルメを楽しむことがで

メキシカン・ハット・ダンスの発祥地
代表的な料理がいくつも生まれた地
でもあります。その筆頭として挙げら

れるのが、肉を使ったビリアというス

パイシーなシチューと、ソースに浸した
サンドウィッチです。グアダラハラでは

邸宅の1階にある「アスル・イストリコ」

いレストランがいくらでもあります。また

毎月変更されるので、カレンダーをめ
探究できます。

その他、イタリア料理をアレンジした
「ロゼッタ」、シーフード中心の「コン

トラマール」、フランス料理とメキシコ
料理を融合した「マキシモ・ビストロ・

文化的なイベント（市の主催により、中
央広場で毎日無料のミュージカルや
ダンスが上演されています）が豊富に
あります。

特に「クーク」は最高です。サイザル王

レストランは、ペドロ・エビアというス

ターシェフのお店です。料理を独学で
学んだ彼は、ハバネロやアチョーテの
ようなユカタン原産の材料に強いこだ

わりを持っています。レストラン内にあ

る「実験室」に入れてもらえるように
頼んでみましょう。
「実験室」の壁には

ユカタン半島の巨大な地図が貼られ、
研究について書かれたポストイットの

メモで覆われています。メニューは定
期的に変更されますが、もし牛の骨髄
と「ユカ」を組み合わせた料理を見つ
けたら、ぜひ味わってみてください。

「ユカ」は半島で栽培されている植物
で、キャッサバとも呼ばれます。

A kuukrestaurant.com（スペイン語）
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おすすめのリゾート
2017年、提携リゾートのフィエスタ・アメリカーナによって、クラブ
メンバー様は3つのメキシコのリゾート※をご予約いただけるよう
になりました。
グランド・フィエスタ・アメリカーナ・ロスカボス・
オールインクルーシブ・ゴルフ＆スパ
リゾート内には12軒のレストランとバーがあるので、お腹が空く
心配はありません。
また、世界に7つしかない
「ソーマ・ワイン・スパ」
もあり
（メキシコでは唯一ここだけです）
、バハ・カリフォルニアの
ワイン産地
「バレ・デ・グアダルーペ」
にインスピレーションを得た、
特別な高級トリートメントが受けられます。
LAT20・バイ・ライブ・アクア
大人のために作られた、
コンパクトなオールインクルーシブ・リゾート
は、プラヤ・デル・カルメンのあらゆるアクティビティをすぐに楽し
める場所にありますが、屋上のインフィニティプールをはじめ、
リゾート内に食事やレクリエーションがたくさんあるので、外に
出る必要はないかもしれません。カリブ海とコスメル島を眺め
ながら地元産のメニューを味わえる、
「シェフズ・キッチン」
をぜひ
予約してください。

おすすめのアクティビティ
クラブメンバーのカーリー・シュライナー＝チャブ様によれば「メキシコでは
やりたいことがたくさんありますが、セノーテだけは外せません」とのこと。
「他ではできない体験」を求めて、美しき淡水のダイビングスポットに潜って
みましょう。セノーテは洞窟の中にもあり、水は水晶のように澄み切ってい
ます。夏でも水温は21度ぐらいなので、素晴らしい爽快感を味わえます。

※3つのリゾートでは、1日1名様あたり$80のオールインクルーシブ料金が必要です。詳しい情報とご予約は、クラブカウンセラーまでお電話ください。

季 節 の フ ェ ス テ ィ バ ル
A F E ST I VA L F OR E V E RY SE A SON
春

夏

秋

冬

はお祭りやイベントがたくさんあります

発祥地であるグアダラハラでは、毎年夏

ティバル・インテルナシオナル・セルバ

2回の月曜日に開 催される地 元 文化の

が、昔から人気があるのは「フェスティバ

になると「国際マリアッチ＆チャレリア

ンティーノ」は、2018年に第45回を迎

祭典）と死者の日がよく知られていると

ル・デル・セントロ・イストリコ」です。芸

大会」が開催されます。伝統には興味が

えます。その名前に騙されないでくださ

思いますが、
「ラ・ノチェ・デ・ロス・ラバ

術と文化に関するこの国際的なイベント

ないという方も、ぜひ一度目にしてみて

い。16世紀のスペイン人作家、ミゲル・

ノス」も親しみやすく興味深いイベント

は、復興された歴史地区で3月末から4

ください。カラフルで生き生きとした音

セルバンテスにちなんで名付けられたこ

です。毎年12月23日に開催されるこの

月初めにかけて2週間にわたって開催さ

楽のステージと、優れた乗馬テクニック

のフェスティバルには、世界的に有名な

フェスティバルでは、なんとごく普通の

れます。音楽や演劇など、アートの上演

に必ず魅了されるでしょう。トルタ・アオ

ダンスや音楽、演劇分野の才能ある人々

大根を、職人が手彫りしたり組み立てた

がぎっしりと予定され、歴史地区のレス

ガーダと呼ばれる、ソースに「溺れそう

が 顔を揃 えます。アメリカを 代 表 する

りして、驚くべき人物や情景を作り出し、

トランや料理博物館による特別イベント

な」サンドウィッチをはじめ、グアダラハ

B.B.キングからラテン音楽の巨匠ルーベ

中央 広場で展 示します。地元 農 業の振

や食事も用意されます。

ラ料理を楽しむのもお忘れなく。

ン・ブラデスまで、これまで数々のミュー

興のために1897年に開催されたコンテ

ジシャンが出演してきました。

ストが、このフェスティバルの始まりです。

メキシコの首都であるメキシコシティに

マリアッチ音楽とチャレリア（乗 馬）の

グアダラハラで毎年開催される「フェス

オアハカでは、ゲラゲッツァ（7月の後半

FROM LEFT: YAACOV DAGAN/ALAMY STOCK PHOTO; CASTALDOSTUDIO/THINKSTOCK
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グランド・フィエスタ・アメリカーナ・プエルト・バヤルタ
ビーチに面して建つ大人向けのオールインクルーシブ・リゾートは、
グルメなクラブメンバー様の期待を裏切りません。
「ロホ・コラソン」
は、メキシコの人気料理を現代
的にアレンジしたレストランです。
シーフードをお望みなら、
「 ラ・
セヴィチェリア」
がおすすめです。
メキシコのお酒をいろいろ試せる
テキーラ・ラウンジもお忘れなく。

キャンセル・プロテクションとは？
キャンセル・プロテクションとは、予想外の出来事に備え、
クラブメンバー様にご安心いただくためのオプションです。
人生には時として、思いもよらない出来事が起こります。
誰かが急病になったり、突発的な仕事が入ったり、その他

いろいろな出来事によってバケーションの予定が台無し
になってしまうことがあります。

もしも、チェックイン直前にバケーションの予定をキャン
セルすることになっても、キャンセル・プロテクションを購
入いただいていれば予約に使用していたポイントは通常
の有効期限のまま保護され、口座に返還されます。

キャンセル・プロテクションは、ホームウィーク予約、ホー

ムリゾート予約、クラブ予約、およびRCIエクスチェンジの
ご予約時に設定できるオプションです。
（但し、ボーナス

ポイントを使用した予約には、キャンセル・プロテクション

を適用できません。）オプション適用期間は希望する
チェックイン日の1日前までとなります。

クラブメンバー様は予約をお申し込みの際に、キャン

セル・プロテクションを追加するかどうか選択できます。

キャンセル・プロテクションの追加には、予約ごとに手数料
$59を申し受けます。※

8X10 / PIXTA

※キャンセル・プロテクション購入後の返金や他のご予約への振り替えは
できません。また、キャンセル規定により、予約手数料の返金はできません。

ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブについてのご質問は feedback@clubtravelerjapan.com までEメールをお送りください。次号でお答えさせていただくかもしれません。
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クラブからのお知らせ

クラブメンバーシップを
最大限に活用しましょう
最新ニュースや旅のヒント、お役立ち情報をお届けします

予約エンジンの機能向上

春に公開された新しい予約エンジンでは、各リ
ゾートのページで確認しなくても、入力した条件

で利用可能な全てのリゾートと部屋タイプがひと

目で分かるようになりました。候補の日付も簡単
に変更できるので、予定日を変更しながら最適

なスケジュールを組むことも可能です。たとえば、
「オーランド」と検索すると、ヒルトン・グランド・

28

バケーションズ・クラブの4施設が全て同じ画面に

表示され、スクロールして閲覧できます。今後は、
フィエスタ・アメリカーナやアナンタラなどの提携

リゾートのご予約も、オンラインでお申し込みで
きるようになる予定です。

ダッシュボードの改善

クラブウェブサイトのダッシュボードから、
ヒルトン・
オナーズの口座にアクセスし、ポイント残高を簡単
に確認できるようになりました。また、RCIウェブ

サイトのRCI/HGV口座に直接ログインしたり、
ホームウィークを予約することも可能です。

ザ・グランド・アイランダーがデビュー

今年3月、ホノルルの地に、ザ・グランド・アイラン
ダー・バイ・ヒルトン・グランド・バケーションズ・

クラブが晴れてデビューを飾りました。ハワイ

アンアートをさり気なく配したシックでモダンな

ザ・グランド・アイランダーの
専用プールでは、ゆったりと
贅沢な時間が流れます。

雰囲気の室内には、上質な素材を使ったコンテン

もお楽しみいただけます。

リゾートは、広大なヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・

ンク上のくつろぎを届けます。38階建てのこの

国内で2つ目の「コンラッド」が
大阪にオープン

キッチン、プライベート・バルコニー、そして洗濯

ランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエ

ポラリースタイルの家具をコーディネート。ワンラ

ワイキキ・ビーチ・リゾートの最新施設です。フル

美しい水辺の風景を誇る大阪、中之島の新しい

機と乾燥機などのアメニティを完備した1～3ベッ

スト」の最上階エリアにコンラッド大阪がオープン

ントハウスをご用意しています。泳ぎが大好きな

入れた佇まいは、まさに都会のオアシスです。

ドルーム・スイートと豪華な2～3ベッドルーム・ペ

皆様には、ザ・グランド・アイランダー専用プール、

しました。モダンデザインに和のテイストを取り

開放的なパノラマビューを眺めながら、
くつろぎの

または10,000平方フィート（約900㎡）のスーパー

時間をお過ごしください。宿泊予約には、
ヒルトン・

お待ちしています。他にも、ビーチや海水ラグーン

ナーズポイントを使用したご予約は、ヒルトン・

プールをはじめとする施設内の5つのプールが

オナーズポイントを使用できます。ヒルトン・オ

オナーズのウェブサイトにてお手続きください。

ハワイアン航空のハワイ島直行便
特別価格キャンペーン延長決定
近頃、その魅力に注目が集まるビッグ・アイランド。
いち早く直行便就航を決めたハワイアン航空のスペ
シャルオファーが12月31日(日)まで延長となりました。
この機会にぜひハワイアン航空を利用して、ハワイ島
でのバケーションをお楽しみください。詳しくは、
クラブ
ウェブサイトの [クラブメンバーシップ ] → [メンバー
オファーとプロモーション]→[優待情報]をご覧ください。

皆様のご意見

クラブメンバーの
皆様からの嬉しい声
ヒルトン・グランド・バケーションズ・クラブのメンバー様から
寄せられた、
滞在中の思い出やおすすめの情報などをご紹介します。

クラブトラベラーでは、
クラブメンバー様の素敵な
リゾート体験談を募集しています。
お気に入りのヒルトン・グランド・バケーションズ
のクラブリゾートについて
ご感想を届けませんか？
feedback@clubtravelerjapan.com
までEメールをお送りください。

様である諏訪様より
2012年からクラブメンバー
ワイ
4人で過ごした思い出のハ
絶景が楽しめる部屋と、家族
トハウスに家

ーの34階、ペン
のザ・グランド・アイランダ
今回はオープンしたばかり
、期待以上の景色でハワイ
の部屋から綺麗な海が見え
族4人で宿泊しました。全て
。
らの夜景がお気に入りです
ターベッドルームの浴槽か
マス
、
特に
た。
まし
しめ
を楽
は
見ることができ、金曜日に
セットとサンライズが両方
2ヶ所のテラスからはサン
チン用品も充実していて、
の花火に感動しました。キッ
目の前で打ち上がる大 迫力
簡単な料理をしたりして
屋で温めたり、地元の食材で
テイクアウトしたものを部
た。
部屋での食事も楽しめまし
牧場での乗馬などを楽し
ルアでのカヤック、クアロア
滞在中は、ショッピング、カイ
タワーの前で記念撮影を
回、妻と一緒にレインボー
みました。ハワイに行くと毎
。
して、思い出を残しています

FROM:HGVC
ご家族4人で過ごされたハワ
イのバケーション、本当に素
敵ですね。写真からも仲の良
さが伝わってきました。ワイキ
キビーチで遊んだ後は、ご家
族でカジュアルに利用できる
デュークス・カヌー・クラブが
おすすめです。ワイキキの美
しい海を見ながら食事をお楽
しみください。

2012年からクラブメンバー様である林様より
またすぐ訪れたい！と、思った楽しいラスベガス旅

FROM:HGVC
ラスベガスを満喫されたよう
で嬉しく思います。ラスベガ
スの中心地に位置するリゾー
トですので、
トーマス＆マック
センターも3km圏内と近く、
バスケットボールやアイスホッ
ケーなどのスポーツ観戦もお
すすめですよ。

私は基 本ハワイ島が好きなので、妻が、
「ラスベガスへ行こう！」と予約した時
には、カジノのイメージしかなかったため、あまり
乗り気ではありませんでした。
しかし、実際にラスベガスへ 行ってみると、そんな
思いが 一転しました。訪れ
た時期がちょうど年末年始だったので、ストリ
ップにあふれた人混みの中で、
ニューイヤーナイトも楽しめました。ベラージオの
噴水ショーは圧巻でしたし、
シルク・ドゥ・ソレイユの「マイケル・ジャクソン
・ワン」も感動しました。エララ
で滞在した部屋は、運良く55階だったので毎日
夜景を飽きずに眺めて、朝も
最高の景色で目覚めることができました。リゾー
トからミラクルマイル・ショップス
にも繋がっていて便利ですね。大好きなABCスト
アが入っていることも嬉しい発見
でした。天候不良だったグランドキャニオンツア
ーのリベンジのためにも、また
ぜひ訪問したいです！
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RCI エクスチェンジ
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魅せるベトナム

世界遺産の古都「ホイアン」、

美しいビーチが人々を魅了する「ニャチャン」、
爽やかな高原の避暑地「ダラット」。
滞在するエリアによって異なる表情を見せるベトナムで、
中南部の魅力に迫ります。

Hoi An
ホイアン

ベトナム中部に位置し、アジアとヨーロッパを結ぶ中継貿易都市と

して栄えた港町、ホイアン。16〜17世紀の最盛期には日本人町が造
られ、1,000人以上の日本人が住んでいたと言われています。1593

年に建造された別名日本橋と呼ばれる「来遠橋」は、日越友好の
象徴として今でも人々に親しまれています。世界遺産に登録された
ホイアンの古い町並みが一層美しく輝くのは、毎月旧暦の14日。夜に
▲毎月旧暦の14日に開催される
「ランタン祭り」
。職人が1つずつ手作業で
制作した色鮮やかなランタンは、
お土産にも人気です。

なると、各家の電気が消され、満月の光とランタンの艶やかな灯り
だけが町を照らす、幻想的な光景を目にすることができます。

≪おすすめリゾート≫
カルマ・ケイ・トレ
（＃DE41）
「ワ ールド・ラ グ ジュア

リー・ホテル・アワード」な
ど多数の受賞歴を持つカル

マグループ。
「来遠橋」まで
車で約12分と主要スポット
へのアクセスも良好です。

■リゾート交換の申し込み方法
リゾート情報は、
club.hiltongrandvacations.com
にログインし、ダッシュボードの
［クラブメンバー・パートナーズ］に表示
されるRCIのリンクをクリックすると確認
できます。

STEP 1
日程を決めます

週単位でのご利用は、
チェックイン希望日の
2年前から、1泊単位でのご利用は10ヶ月
前から予約が可能です。

Nha Trang

▲真っ青な海と空、眩いほどの白砂が印象的なニャチャン・
ビーチ。焼きイカやロブスターなどを販売する行商人の姿も
見られます。

THIS PAGE, FROM TOP: EFIRED/SHUTTERSTOCK.COM; TONKINPHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK. COM

PREVIOUS PAGE: PIXTA; VN STOCK/SHUTTERSTOCK.COM;

ニャチャン

≪おすすめリゾート≫

年間約100万人が訪れる、ベトナム南部を代表するリゾート地。

ザ・コスタ・ナトラン・レジデンス
（#DE45）

もの白砂が続くニャチャン・ビーチは、豊かな自然と洗練された

ショッピングやグルメが充実するチャンフー

通りに面したラグジュアリーな5つ星リゾート。
ビーチまで徒歩1分と最高のロケーションを
誇ります。

STEP 2
リゾートを選びます

ウェブサイトでキーワードや条件を入力して、交
換できるリゾートの情報をチェック。必要なポイ
ント数の確認もお忘れなく。

フランス領インドシナ時代にリゾートとして開発され、早くから
欧米ツーリストの間では人気のバケーションエリアでした。約5㎞

街並みが共存。美しい景観を余すところなく楽しむなら、島巡り

STEP 3

シーフード料理に舌鼓を。南部地方最大の漁港を持つニャチャン

申し込みをします

のボートトリップツアーがおすすめです。ビーチを満喫した後は
ならではの新鮮な食材を味わえます。

Da Lat

ダラット

リピーターの方は、海沿いから内陸部へと移動して標高約1,400mの

高原都市、ダラットを訪れてみましょう。年間の平均気温は18〜23度。

スアンフーン湖を中心とした緑豊かな町並みは、近年日本人の間でも
避暑地として人気を集めています。町を歩けば、丘陵に建つヴィラや
ステンドグラスの美しい教会など、フランス統治時代の名残を随所に

感じられます。活気あふれる市場では色とりどりの特産品がお出迎え。
ワイン好きの方はダラット・ワインもぜひお試しを。

≪おすすめリゾート≫
テラコッタ・リゾート・ダラット
（#DE46）
中心部の喧騒を離れ、静寂なトゥイエンラ

ム湖に寄り添うように佇んでいます。ゲスト

ルームは全315室。ヴィラや屋内プール、ス

利用したいプランを見つけたら、
お電話でお申
し込みを。
0120-805-811または、
03-6866-4900
（日本国外・携帯電話から）
にご連絡ください。
音声ガイダンスで6番を選んでください。

STEP 4
交換成立

申し込み条件で、空室が見つかれば、
リゾート
交換の成立です。
バケーションの準備を開始しましょう
！

パなども併設しています。

Because your vacation means the world to us.

あなたの素敵なバケーション、
それが私たちの全てです

RCI Asia Pacific Singapore, LLC
電話： 0120 -805-811
携帯電話・海外より 03-6866-4900

音声ガイダンスより6番を選択してください。
営業時間（日本時間）／月～金曜：午前9時～
午後6時 土曜：午前9時～午後2時
日曜日、日本の祝日およびシンガポールの一部の
祝日（クリスマス・元旦）は休業
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思い出のバケーション

魅力あふれる国、
タイ
クラブメンバー様からいただいたバケーションの思い出をご紹介します。
クラブトラベラーでは、
クラブメンバー様の素敵な体験や思い出を掲載していきます。
インタビューにご協力いただける方を募集中です。
ぜひ、feedback@clubtravelerjapan.comまでメールをお送りください。

“

「初めてタイ旅行をしたのは30年前も昔のことです。その
頃、頻繁にタイを訪れていた学生時代の友人からタイの魅力
を聞いているうちに段々と興味が湧きました。友人の誘いも
あって私もタイへ行くことになり、それ以来、妻と2人で再訪
したり、1人旅をしたり、気付けば15回程タイ旅行を楽しんで
います。」
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「最初の頃は、バンコク市街 地や、アユタヤ遺 跡、パタヤ
ビーチ、ピピ島などタイの主要な観光スポットを旅していました。
アユタヤ遺跡の壮大なスケールに圧倒され、長い年月を経た
建造物の数々にロマンを感じました。昔から歴史、遺跡が
好きだったので、もっとディープなところを巡りたいと
思っていたところ、現地の方から「スコータイ遺跡は
世界遺産だけど、観光客が少なくてオススメだよ」
と教えてもらい、早速ツアーに参加しました。
バンコクから約90分間のフライトで、日本語のガ
2012年より
イドはマンツーマンだったので、遺跡観光を独り
クラブメンバー
占めした気分で大満喫しました。約70㎢にも及ぶ
最近の旅:ハワイ、タイ
広大な敷地の公園内は、レンタル自転車で回るの
今までに旅した国は
がおすすめです。自転車に乗って、数え切れない
10ヶ国以上
ほど点在する仏像や仏塔を眺めているうちに、穏やか
な気持ちになりました。
中でも、石の壁に囲まれた
坐像が佇むワット・マハタートが印
咲き誇る美しい
象的でしたね。間近で見る仏像の
景色が今でも忘れられません。」
顔は、優しい表情で微笑んでいる
ようでした。一日中、仏像や遺跡を
「タイでのバケーション中は、美味しいフルーツをたくさん食べられ
ゆっくり鑑賞し、13世紀に開かれた
るのも楽しみの1つです。マンゴーやスイカなど南国ならではのフルー
スコータイ王朝時代にしばし思い
ツは、日本で食べるものに比べて数段に甘くて、そしてリーズナブル。
を馳せることができ、一生の思い出
滞在中は屋台やスーパーでフルーツを何度も買って南国の味を堪能
になりました。長い歴史の重みを感
しました。また、バンコクの日本料理はメニューが充実しており、食事
じられるスコータイ遺跡を実際に
面のストレスもなく過ごせるのが良いですね。また、バケーションの
見ることができて本当に良かった
最終日、バンコク市内を散策していると、銅で出来た十二支の小さな
です。また、朝早い出発だったの
置物を見つけました。日本の伝統工芸に似た細かい彫りに惹かれ、
で、運良く蓮の花の開花時間にも
自分と友人へのお土産に買いました。縁起が良いそうなので、お財布
間に合いました。一面に蓮の花が
の中に入れて持ち歩いています。」

岡崎秀夫様

”

と、岡崎様が教えてくれました。
岡崎様の 「本場のタイ料理が気軽に楽しめるお店が多く並ぶスクンビット通りは、グルメ散策におすすめです。さまざまなタイグルメを味わうことができます。」
おすすめ 食べ歩きを満喫するなら、スクンビット通りの中心地にあるヒルトン・スクンビット・バンコクが最適。早朝から地元の方で賑わう屋台でタイの朝食を味わうのも一興です。

クラブメンバー様同士のつながりを
広げませんか？

クラブアプリを通じてクラブメンバー様同士の
コミュニティに参加しませんか？
「リゾート周辺で子供におすすめのアクティビティは
ありますか？」などの質問に答えて、
バケーションに必要な情報を共有し、
他のクラブメンバー様にヒントを
提供してください。
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