ボストン北部の概要
ボストン北部にあるエセックス郡
には34の市町村があり、それぞれ
の市町村に独特な特徴と魅力が
あります。ローガン国際空港とボ
ストン市から数分のこの地域は、
宿泊施設も豊富で5,000以上の
客室があり、320キロにも及ぶ海
岸線、数多くのレストラン、
アトラ
クション、
文化遺産、
舞台芸術など、
さまざまな観光スポットがあります！
ソールズベリーのビーチから歴史
的なセイラム、
グロスターの岩石海
岸から産業都市ローレンスまで、
探検と発見の旅に出ませんか？

旅をするなら

魅力の宝庫…

魅力の宝庫

ツアー会社向けのサービス
旅程表の準備、FAMツアー、
国内および海外旅行のあらゆる
グループ ツアー向けのミーティ
ングや特別イベントの企画をサ
ポートいたします。
グループ
プラン向けの「North of Boston
Destination Planner（ボストン北
部旅行プランナー」は、
ご依頼に
応じて提供するオンラインの
年次出版物です。

詳細はこちらまで
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宿泊

ンドに立ち寄って季節の新鮮な野
また、
温かいおもてなしとサービスは、 菜・果物をお楽しみください。
ローリーのミル リバー ワイナリーで
ボストン北部地域に住む人々の生
地元のワインを試飲することもでき
活の特徴そのものです。雄大なホ
甘いものも気になりますよね？
テルの歴史的雰囲気に浸るもよし、 ます。
セイラムのハーバー スイーツでキャ
家族でウォーターパークをエンジョ
ンディ製造工程を見学しましょう
イするもよし。素敵なベッド アンド
ブレックファストや海辺の旅館でリ （かの有名なスイート スループの
試食をお忘れなく！）
。
ラックスしてゆっくりするのもよいで
しょう。
この地域では、5,000以上も
の客室の中から我が家のようにくつ
買い物天国
ろげる場所がきっと見つかります。
ボストン北部地域でのショッピング
は欠かせません。
この趣き深い海辺
の街は、ユニークなお土産や特産
食事
品の宝庫です。風光明媚なルート
ボストン北部にはしっかりとお腹を
1Aと133を旅しながら、
アンティーク
すかせて来てください。風味豊かな
チャウダー、
旨味が滴るロブスター、 ショップや古書店、蚤の市で掘り出
し物を見つけましょう。
そして貝類。
ボストン北部シーフード
トレイルでの食べ歩きはおすすめ
お手頃な値段のお土産をお探しの
です。
ここには、受賞歴のある新鮮
オープンしたばかりの北部
な シ ーフ ード が 毎 日 届 きま す。 場合は、
海岸最大野外ショッピングモール、
フライド クラム発祥の地、
ウッドマ
マーケットストリートリンフィールドな
ンズ オブ エセックスで歴史を噛み
ら必要なものが何でも見つかります。
締めましょう。
目移りするほどの装飾品や衣服の
数々からお気に入りを見つけたり、
山の幸がお好みの方は、ボストン北
スイーツに舌鼓を打ったり。お好み
部地域全体に広がる多数の農家か
やスタイルにかかわらず、ボストン
ら収穫された豊富な作物をご堪能
北部でのショッピングは夢のような
いただけます。
ハミルトンのグリーン
素敵な体験になることでしょう！n
メドゥ ファームにあるファーム スタ

文化遺産と歴史的建造物

大海原に漕ぎ出そう

セイラムのピーボディ エセックス博物
館で、目を見張るような世界中の芸術と
文化の展示品を見学しましょう。ウェナ
ム博物館では個性的な人形、鉄道車両、
おもちゃの収集品をご覧いただけます。
米国で最も古くから綿々と続くグロスター
の芸術コミュニティ、ロッキー ネック
アート コロニーを散策してギャラリーや
ショップをぜひ覗いてみてください。

スクーナー 船 に 飛 び 乗って、大 西 洋
に漕ぎ出しましょう。エセックス リバー
クルーズで、
「クルーシブル」や「イースト
ウィックの魔女たち」
といったハリウッド映
画のロケ地を見学できます。ナショナル
ジ オグラフィックの 人 気 テレ ビ 番 組
「一攫千金！巨大マグロ漁」で使われた
船をケープ アン マリーナに見に行きま
せんか。

時間を遡り、
この地域に多数ある歴史的
名所を訪ねましょう。セイラムの通りを
歩 い た り、グ ロ ス タ ー に あ る ボ ー
ポール、
スリーパー マッカン ハウスの建
築物に畏怖の念を抱いたり。セイラム魔
女博物館や魔女地下牢博物館で、
1692年
セイラム魔女裁判の秘密と謎を解き明
かしてみませんか。夜のエンターテイ
メントなら、
ノース ショア音楽劇場かグ
ロスター ステージ カンパニーがおすす
めです。音楽愛好家の方は、シャリン
リウ パフォーマンス センターのロック
ポート ミュージックでクラシック音楽の
演奏を楽しむのはいかがでしょう。

ホエールウォッチングに出かけるなら
カメラを忘れずに。ザトウクジラ、セミ
クジラ、タイセイヨウカマイルカが間近
で見られます。
スクーナー船で大海原に
乗り出すのもいいですね。
ドーリー船生誕の地エームズベリーの
ローエル ボート ショップで、ボートの製
造工程を見学することもできます。
アメリ
カ 合 衆 国 沿 岸 警 備 隊 の 基 地 が ある
ニューベリーポートのカスタムハウス海洋
博物館、
米国最古の港湾で対中国貿易の
本拠地マリタイム グロスターでボストン
北部地域の豊かな海洋史を学びましょう。

アウトドアも盛りだくさん
ボストン北部地域を訪れたら、新鮮な空
気を胸いっぱいに吸い込んで、豊かな自
然を満喫しましょう。
どの季節にも、多種
多様なワクワクするレクリエーションを
お楽しみいただけます。
カヤックをレンタルし、
メリマック川の風
光明媚な河岸線を探検するもよし。絵の
ように美しいビーチでリラックスして日
光浴するもよし。ゆるやかに起伏する丘
陵やトレイルを自転車で駆け抜けたり
ハイキングしたり、双眼鏡をカバンに入
れてニューベリーポートのプラム島に繰
り出し、バードウォッチングするのもい
いですね。
秋は、ボストン北部で休暇を過ごすのに
最適なシーズンです。
めまぐるしく変化す
る紅葉を楽しんだり、地元の農家でカボ
チャ狩りをしたり、
サイダー ドーナツを食
べたり。米国で最も古くからある農業祭、
トップスフィールド フェアに行ってみま
せんか。冬シーズンには、冬の祝祭日を
祝ってヴィレッジ グリーンでキャロルを
歌いましょう。
クロスカントリー スキー、
ソリ、
アイス スケートもおすすめです。
n

地域のイベント
2月
セイラムのとっても甘いチョコレート&
氷の彫刻フェスティバル
メリマック川イーグル フェスティバル、
ニューベリーポート
3月
セイラム フィルム フェスティバル
4月
ニューベリーポート文学フェスティバル
5月
モチーフ #1 の日、ロックポート
エセックス リバー レース
6月
ロックポート室内楽フェスティバル
セント ピーターズ フィエスタ、
グロスター
アートフェスト ビバリー
7月
オールド イプスイッチの日
ニューベリーポート ヤンキー
ホームカミング
ミッセルウッド コンクール デレガンス
自動車ショー - エンディコット大学、ビバリー
8月
セイラム遺産の日
グロスター ウォーターフロント フェスティバル

アクセス

おおよその距離と移動時間
ボストンからセイラムまで
24.5 km / 45 分
セイラムからグロスターまで
26.7 km / 33 分
リンから
ニューベリーポートまで
45.9 km / 43 分
ローレンスから
ソールズベリーまで
38.6 km / 32 分

9月
パンとバラのフェスティバル、ローレンス
トレイル アンド セイル、
エセックス郡地域イベント
リバー ラッカス、ハーバーヒル
10月
ホーンテッド ハプニング、セイラム
トップスフィールド フェア
11月
フェスティバル オブ ツリー、マスーアン
シー フェスティバル オブ
ツリー、
ソールズベリー
12月
クリスマス ウォーク、マーブルヘッド
ニュー イヤーズ ロックポート イブ

