グレート·
リバー·ロード

アメリカのハートを
体験しましょう

イリノイ

シカゴからガリーナ、
そして美しい街の
景色とミシシッピ川沿いの絶景を
楽しみながら過ごす、
7日間の旅程表です。

午前8時 シカゴ

地元の人々に人気のお店で朝食をお召し
上がりください。1923年創業のルー·ミッ
チェルズは、
ホームメイド料理と本格的な
コーヒーで世界的に有名です

午後1時15分

スーペリア·ストリートにある、
シカゴのラ
ンドマークともいえるジーノズ·イースト
で昼食をお召し上がりください。
サクサク
のピザ生地から溢れそうなとろけるチーズ
とお好みのトッピングで、
シカゴNo,1のデ
ィープデッシュ·ピザをお楽しみください。

午後4時30分

都会のオアシス、
シカゴ·リバーウォーク
で、
長閑なシカゴ川沿いを散策します。
レイ
クショア·ドライブからレイク·ストリートへ
続く遊歩道沿いには、
レクリエーション施
設、
ショッピングエリア、
ワインバーやレスト
ランなどもあります。

午後8時

世界最大規模のデジタルアートプロジェク
ト、
アート·オン·ザ·マート。
シカゴ川沿い
のマートビルに映し出される色鮮やかな
デジタルアートを堪能してください。
（水曜
から日曜の夕刻）

第1日目
午前9時30分

ミシガン·アベニューのマグニフィセント·マ
イルでショッピングをお楽しみください。
アパ
レル、玩具、電化製品、家庭用品から有名デ
ザイナーブランド商品まで、
あらゆる店が軒
を連ねる、
シカゴを象徴するショッピングエ
リアです。

午後3時

シカゴ建築財団によるリバー·クルーズで、
ゆ
ったりシカゴ川遊覧を楽しみましょう。船か
ら眺める50以上のシカゴを象徴するユニー
クな建築物の数々を、
それらにまつわる逸話
などを交えながらガイドが詳しく説明します。

午後6時

シカゴで人気の本格イタリアンレストラン
ノニーナで夕食をお楽しみください。何世代
にも受け継がれたレシピで昔と変わらない
メニューを提供する、
アットホームなレストラ
ンです。

午後8時45分

ジョン·ハンコック·センターにある、
360シカ
ゴ展望台
（旧ジョン·ハンコック·センター展望
台）
を訪れます。
地上305m
（1,000フィート）
から、
壮大な風景が楽しめます。
スリルを体験
したい方には、
ティルトにチャレンジしてみて
ください。
ガラス張りのスぺースが建物から
30度外側に傾き、
ミシガン通りを眼下に見る
ことが出来ます。

第2日目

午前7時45分 シカゴ

ヨーク
（マリーナ·シティ店）
で一日
のエネルギーを充電しましょう。
バ
ナナ·ナッツ·フレンチトースト、
ファ
イブ·エッグ·オムレツが人気です。
「ベスト·ブレックファースト·イン·
シカゴ」
にも選ばれました。

午前10時

ミレニアムパークでサイクリング、
ま
たは散策してみましょう。公園内に
は、
フランク·ゲーリーデザインの、
ス
テンレスコーティングされた象徴的
な野外音楽堂があります。
ここでは
無料のコンサートや様々な文化的イ
ベントが行われます。
クラウド·ゲート
（通称ザ·ビーン）、
ク
ラウン·ファウンテンやボーイングギ
ャラリーなどは、
シカゴで最もユニ
ークな屋外アートとして有名です。

午後12時

シカゴ美術館館内のお好みに合わ
せたレストランで昼食をお召し上が
り下さい。
カジュアルなメニューでし
たら、
ミュージアム·カフェ、
カフェ·
モデルノをご利用ください。
また、数
々の受賞歴のあるシェフ、
トニー·マ
ンチュアロが特製メニューを提供す
るコンテンポラリーなイタリアンレ
ストラン、
タルゾ·ピアノもご利用い
ただけます。

午後6時

アットホームな雰囲気のギブソン·
バー＆ステーキハウスは、地元の人
のみならず、訪れる人皆のお気に入
りです。
ボリューム満点のお食事や
デザート、新鮮なシーフード、格別な
マティーニ、地元原産のギブソン·プ
ライム·アンガスビーフなど、誰もが
満足できる人気のお店です。

午前9時

へミスフィア西部で一番高い高層ビル、
ウィ
リス·タワーにある展望台にあるザ·レッジを
訪れます。103階の展望階のビル外壁から
1.3m突き出たガラスの部屋に足を踏み入れ
ると、
シカゴの絶景を眼下に眺望できます。

午前10時30分

シカゴ美術館は、世界屈指の美術品30万点
以上を収蔵する、
アメリカで最も古く、最大規
模を誇る美術館の1つです。絵画、彫刻、工芸
品、織物など、世界中の多彩な芸術品をご鑑
賞ください。趣向に合わせて効率的に展示品
をご覧いただくには、館内案内アプリをご利
用いただくと便利です。時間に余裕があれば、
じっくりとご鑑賞ください。思いがけないコレ
クションに出会えます。

午後1時30分～午後4時30分

ミシガン湖湖畔にある、57エーカーのミュー
ジアム·キャンパスでは、世界に名だたる観光
アトラクションをお楽しみいただけます。
アド
ラー·プラネタリウムのグレインジャー·スカ
イシアターでは、世界最大のデジタル一連巨
大映像で、
ダイナミックな太陽系画像を見る
ことが出来ます。
また、1894年にオープンし
たフィールド自然史博物館には、4千万点に
及ぶ考古学、地学、生物学を中心とした遺物、
資料や標本が保管されており、
中でも一番人
気のあるのが″スー（Sue)”という名前が付い
た、
ティラノザウルス·レックスの骨格で、今ま
で発見された中で、最も保存状態が良いとさ
れています。
ここからほど近いシェッド水族館
では、世界中からの淡水魚、海水魚や水生動
物を観察できます。
また、世界最大の屋内海
洋哺乳動物展示館があります。

午後7時45分

ブロードウェイ·イン·シカゴでは、
ニューヨー
クの本場ブロードウェイや世界各地からやっ
てくるパフォーマンスの数々を鑑賞すること
ができます。
ダウンタウンのシアター·ディスト
リクトには、
オリエンタル·シアター、
キャデラ
ック·パレス·シアター、CIBCシアター、
オーデ
イトリアム·シアターやブロードウェイ·プレイ
ハウスなどの数々のシアターがあります。

午前11時

第3日目

午前10時 ガリーナ

ガリーナのメイン·ストリー
トには、19世紀アメリカ南
北戦争時代の様相をそのま
ま残す100軒以上の店が立
ち並んでいます。
当時に建て
られた歴史的な赤レンガの
建物は、
お洒落なブティック、
アートギャラリーやレストラ
ンに姿を変え、
ノスタルジッ
クなその外観は観光客をは
じめ多くの人々に親しまれて
います。

トライ·ステート·トロリーツアーで
ガリーナの歴史的なスポットを観
光します。
トロリーから眺める美し
い丘陵地帯の風景をお楽しみくだ
さい。鉛が採掘されたことから鉱業
を中心に急速に発展した町の歴史
や、建築学的に貴重な史跡に関して
ガイドが詳しくご紹介します。

午後1時30分

午後2時30分

米国18代大統領ユーリシ
ス·S·グラントの家を訪れま
す。
ユーリシス·S·グラントは、
南北戦争から凱旋してから大
統領に就任する1869年まで
見晴らしの良いこのレンガの家
に住んでいました。
グラントの
お気に入りだったグリーンの椅
子や家具類は、
当時のままの姿
で展示されています。
（休館：月
曜日·火曜日）

ビニー·ヴァノッチズで5世代にわ
たり受け継がれるオリジナルレシ
ピ、
チーズマニコッティをお試しく
ださい。落ち着いた雰囲気の店内
は、”リトルイタリー”と称されてい
ます。

午後4時

午後7時

イーグルリッジ·リゾート＆スパ
の広大な敷地内にある、
ウッドラ
ンズ·レストランで、
夕食をお召し
上がりください。
ゆったりした雰
囲気のレストランからは、美しい
ガリーナ湖を眺めることが出来
ます。
ブラックアンガス·ビーフ、
ポ
ーク、
ダック、
エビやホタテ等と、
地元原産素材を使った季節料理
のコンビネーションをお楽しみ
ください。

熱気球ツアー、
ガリーナ·オン·ザ·フライで
360度の大パノラマをお楽しみください。全国
で最大級の熱気球に乗り、地上3,000フィー
ト
（914m）
から見下ろす美しい丘陵地帯、
農
地、
ジョー·デイビス·カウンティーの森林地帯
や素晴らしい田園風景は、
きっと記憶の1ペー
ジに残ることでしょう。
（ツアー所要時間：2.5
時間、飛行時間：1時間）

第4日目
午前8時30分 サバンナ

ミシシッピ·パリセーズ州立公園を
訪れます。見どころ満載のこの公園
では、緑豊かな森林を楽しめるハイ
キングコースを散策したり、切り立
った絶壁の頂上にある展望台から
の景観もお勧めです。
オーク·ポイン
ト·オーバールックの展望スポットか
らは、
ミシシッピ川の壮大な景色を
眺望できます。

午前11時45分 モーリン

伝統的なパドルボート、
セレブレー
ション·ベル号で、
ミシシッピ川を周
遊します。美しい川と町々の景観と
共にランチビュッフェをお楽しみく
ださい。船のキャプテンがクルーズ
のガイドとなり、
クワッドシティー地
区の歴史的な逸話等をナレーショ
ンします。

午後3時

ジョン·ディア·パビリオンは、米国
農業界のパイオニア、
ジョン·ディア
社の本社に隣接したビジターセン
ターです。1830年代の鉄製の鋤の
販売により、現代の農産業へもたら
した革命の功績を称え開設されま
した。
モーリンにおける企業の歴史
的背景を学ぶとともに、最新のコン
バインやトラクターもご覧いただく
ことができます。
また、最新型農耕
機の運転席に座ったり、精密なシミ
ュレーターで機械操作の体験もで
きます。

午前7時 ガリーナ

オットー·プレイスで朝食をお召し上
がりください。甘党の方にはシナモン·
スウォール·フレンチトーストがお勧め
です。
また、
アメリカ中西部を代表す
る美味しさのスイートポテトハッシュ
も是非お試しください。
（定休日：火曜
日、水曜日）

午前9時30分 フルトン

デ·イミグラント·ウィンドミルを観光
します。
ミシシッピ川沿いの土手に
建つ、高さ90フィート
（27.5m）
のオ
ランダ式の風車は現在でも作動しま
す。隣接する風車文化センターにも立
ち寄り、20基以上のミニチュア風車
のコレクションも見学しましょう。

午後2時

ラゴマルチーノズ·ソーダ·ファウンテ
ンは、
チョコレート、
アイスクリーム、
ソーダ等を販売する、100年以上の
歴史を誇る家族経営のキャンディショ
ップ＆パーラーです。店内のマホガニ
ーのブース、
またはソーダファウンテ
ンの近くに腰をおろして、
自家製のス
イーツをお楽しみください。

午後5時

落ち着いた雰囲気の本格的なイタリ
アンレストラン、
ジョニーズ·イタリア
ン·ステーキハウスで夕食をいただき
ます。
ローストガーリック、
バジル、
オ
レガノを下味にグリルされたビーフテ
ンダーロインをクリームソースで仕上
げた、
レストランお勧めのステーキ·デ
バーゴを是非お試しください。

写真提供：トム・シンプソン

第5日目
午前7時 ロックアイランド

ミッドタウンの美味しい朝食で一日をス
タートしましょう。QCパンケーキ＆コー
ヒー·ハウスでは、
ふわふわなバターミル
クパンケーキや、各種アメリカンスタイル
のフライパン料理が人気です。

午後1時 クインシー

美しいミシシッピ川沿いの田園風景や湾を見
渡す景色を楽しみながら、
ミシシッピ川に張り
出したユニークな構造のレストラン、
ザ·ピアで
カジュアルな昼食をお召し上がりください。

午前10時30分 ノーブー

ノーブー歴史地区で、過去へタイムスリップしましょう。
ミ
シシッピ川沿いにあるレトロなこの町では、1840年代の
アメリカ開拓時代の歴史的な風景を垣間見ることが出来
ます。
アメリカ国内で、18世紀の姿が最も正確に復元さ
れた町とも言われています。鍛冶屋、郵便局、
レンガ工場、
ベーカリや学校などでは、
その当時の衣服をまとったガイ
ドが当時の生活の様子を実演してくれます。

午後5時

ミッドウェストにあるグラフトン·オイスタ
ー·バーで本格的なケイジャンフードをお召
し上がりください。
パティオからは美しいサ
ンセットを眺めることが出来ます。人気のド
リンクやワインと共に、
ザリガニ、
エンチラー
ダ、
ビーフ·ポンチャトレインやカキフライをお
楽しみください。週末には音楽の生演奏も楽
しめます。

午後3時 グラフトン

イリノイ州南部の豊かな森林地帯にあるペア·マーケット州立
公園はイリノイ州で最大の公園です。公園入口には歴史的な
ペア·マーケット·ロッジがあります。
このロッジはアメリカの国
立公園にある典型的なロッジとよく似た造りになっています。
ビジターセンターに立ち寄った後は、
マックアダムズピークへ
つながるゴートクリフ·トレイルでハイキングしましょう。
イリ
ノイ川周辺の絶景が楽しめます。

第6日目
午前7時 グラフトン

午前9時 アルトン

メルビン·プライス水門＆ダム/国立グレ
ートリバー博物館を訪れます。
水門のし
くみと共に、
ミシシッピ川の流れがいかに
してこの地域の文化、
歴史、
経済、
自然環
境を形づくったかを学ぶことができます。
午前10時からのガイドツアーの前に、
30
分のビデオをご覧いただきます。
このツア
ーでは、
ダム8階(26.4m)の高さから、
水
路を制御する最も大きな水門の1つを見
ることが出来ます。

午後12時30分

イリノイ州上院議員候補であったエイブ
ラハム·リンカーンと、
ステファン·ダグラス
との、
最後の7回の討論会は、
1858年に
アルトンで行われました。
リンカーン·ダ
グラス·スクエアには、
最後の討論会で熱
心に聞き入るリンカーンと、
手を高くかざ
して論争するダグラスとの2者の真に迫
った対照的な銅像があります。

午後2時20分 コリンズビル

ユネスコ世界遺産のカホキア墳丘州立史
跡を訪れます。
メキシコ以北で最も洗練
された先史時代の先住民による文明の展
示がある、
カホキア墳丘州立史跡を訪れ
ます。
ビジターセンターでは、
工芸品、
展
示品、
実物大の集落のレプリカ、
カホキア
族の盛衰とミシシッピ川文化の紹介ビデ
オなどの展示が見学できます。
ビジターセ
ンターからは、
100フィート
（30.48m）
の
高さのアメリカで最大の墳丘
「モンクス·
マウンド」
があります、
墳丘の頂上までの
階段を上り、
世界遺産の象徴ともいえる
眺望をお楽しみください。
（ビジターセン
ターは月曜日、
火曜日は休館です。
（墳丘
は平日は日の出から日の入りまで開放さ
れています。
）

ペア·マーケット·ロッジ内にあるレス
トランで、美しい景色を楽しみながら
朝食をお召し上がりください。
ユニー
クなメニューから、
お好みのお料理
をどうぞ。

午前11時15分

マイ·ジャスト·デザートで本格的ア
メリカンフードをお楽しみください。
沢山のデザートメニュー、
ハーフパウ
ンド·チキンサラダサンドイッチ、
スー
プやサラダがあります。
デザートは、
トール·ハウス·ブラウニーまたはオリ
ジナルのパイの数々がお勧めです。

午後1時 ハートフォード

ルイス&クラーク州立史跡を訪れま
す。1804年にメリーウェザー·ルイス
とウィリアム·クラーク率いる探検隊
が西部の荒野への歴史的探検へと
出発した場所です。彼らが利用した
実物大のキールボート
（16.76m）、
探検に携わる展示品、船旅の記録に
関するビデオなどを通して探検の跡
を知ることができます。

午後5時30分 アルトン

クラッシックなイタリアンレストラン、
キャステリ·ムーンライト·レストラン·
アット２５５で夕食をお楽しみくださ
い。
ハンドメイドのラビオリと、
お店の
商標レシピを誇るフライドチキンを
是非お試しください、

第7日目
午前8時 セント·ルイス

アルトンを出発し、
セントルイス·ラ
ンバート国際空港へ向かいます

イベント

ガリーナ

ガリーナ
4月 グラント大統領誕生日ウィーク
			galenahistory.org/events/u-s-grant-birthday
		
6月 グレート·ガリーナ熱気球大会
			greatgalenaballoonrace.com
		
10月 ガリーナ·カントリーフェア
（収穫祭）
			galenacountryfair.com
		
11月 ボジョレーヌーヴォー·ウィーク
			nouveauweekend.com

サバンナ
フルトン
シルビス
モーリン
ロック・アイランド

フルトン
5月 フルトン·オランダデー
			cityoffulton.us/tourism/fulton-events.html
		
9月 フルトン秋祭り
			cityoffulton.us/city/fulton-directory/attractions/
			heritage-canyon.html

ノーブー

クインシー

スプリングフィールド

ポートバイロン

8月 グレート·リバー綱引き祭り
			tugfest.org
グラフトン

シルビス

7月 ジョン·ディア クラシックPGAトーナメント
			tpc.com/deererun-the-john-deere-classic

アルトン
ハートフォード
セントルイス

モーリン
6月 ブラッサム·アット·バターウォース
			butterworthcenter.com/events.html
		
10月 ミス·レガッタ漕艇
			tworiversymca.org/programs			activities/rowing/row-the-miss-regatta
ロックアイランド

8月 ヤ·マカ·マイウィークエンド/レゲエフェスト
			downtownrockisland.org/events/ya			maka-my-weekend

シカゴ

グレート・リバー・
ロード・イリノイ
イリノイ・ルート66
ミシシッピ川

ノーブー 7月～8月 ノーブー·ページェント
			nauvoopageant.org
		
9月 ノーブー葡萄祭
			nauvoograpefestival.com
クインシー
1月 グレート·リバー·イーグル·デー
			seequincy.com
		
6月 Q フェスト
			theqfest.com
		
10月 オクトーバーフェスト
			quincyrotary.org/oktoberfest
		
10月 アーリー·ティン·ダスターズ·カーショー
			earlytindusters.com
グラフトン
8月 ピーチ祭り＠ペア·マーケット·ロッジ
			pmlodge.net
		
9月 ペア·マーケット·ランデブー
			pmlodge.net
		
11月 トウボート·フェスティバル
			enjoygrafton.com/events/detail/112/
			grafton-towboat-festival

グレート·リバー·ロード·イリノイ
国定景観道
581 サウルディール·ロード
マコーム、
イリノイ 61455

GreatRiverRoad-Illinois.jp

アルトン
1月 アルトン·オーデュボン·イーグル·アイス·フェスティバル
			visitalton.com/feature-stories/detail/6/
			alton-audubon-eagle-festival

@ILGreatRiverRoad

@ILGreatRiverRd

@ilgreatriverroad

ハートフォード
5月 ルイス＆クラーク·ポイント·オブ·デパーチャー
campdubois.com/html/special_events1.html
			
コリンズビル		
カホキア墳丘
		
8月 考古学デー
		
9月 アメリカン·インディアン·
			 エデュケーション·デー
		
11月 ネイティヴ·アメリカン·ホリデー·
			 マーケット
			cahokiamounds.org/events

資金の全部または一部はイリノイ州商務及
び経済局 - 観光局によって提供されます。

500 1/2019

グレート·
リバー·ロード

ミシシッピ川
周辺を観光

イリノイ州

GreatRiverRoad-Illinois.jp

ホテルハイライト
ガリーナ

モーリン

グラフトン

ﾁｪｽﾄﾅｯﾄ·ﾏｳﾝﾃﾝ·ﾘｿﾞｰﾄ $-$$
8700 W. Chestnut Mountain Road
Tel: 800-397-1320
www.chestnutmtn.com

ｴﾚﾒﾝﾄ·ﾓｰﾘﾝ $$
316 12th Street
Tel: 309-517-1659
www.marriott.com

ペﾟｱ·ﾏｰｹｯﾄ ·ﾛｯｼﾞ $$
13653 Lodge Boulevard
Tel: 618-786-2331
www.pmlodge.net

ﾃﾞ·ｿﾄ·ﾊｳｽ· ﾎﾃﾙ $-$$$
230 S. Main Street
Tel: 815-777-0090
desotohouse.com

ﾗﾃﾞｨｿﾝ·ｵﾝ·ｼﾞｮﾝ·ﾃﾞｨｰﾙ·ｺﾓﾝｽﾞ $$
1415 River Drive
Tel: 309-764-1000
www.radisson.com

ﾙｰﾍﾞﾙ·ﾎﾃﾙ $$-$$$
217 E. Main Street
Tel: 618-786-2315
www.ruebelhotel.com

ノーブー

アルトン

ﾎﾃﾙ·ﾉｰﾌﾞｰ $-$$
1290 Mulholland Street
Tel: 217-453-2211
www.hotelnauvoo.com

ﾍﾞｽﾄ·ｳｪｽﾀﾝ·ﾌﾟﾚﾐｱ $$
3559 College Avenue
Tel: 618-462-1220
www.bestwestern.com

ﾉｰﾌﾞｰ·ｳﾞｨﾗ $-$$$
2372 North County Road 900
Tel: 800-453-6717
www.nauvoovillas.com

ﾊﾝﾌﾟﾄﾝ·ｲﾝ＆ｽｲｰﾂ· ｾﾝﾄ·ﾙｲｽ/ｱﾙﾄﾝ $$
1904 Homer M Adams Parkway
Tel: 618-433-8999
www.hamptoninn3.hilton.com

ｲｰｸﾞﾙ·ﾘｯｼﾞ ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾊﾟ $$-$$$
444 Eagle Ridge Drive
Tel: 815-777-5000
www.eagleridge.com
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾓｱ· ｲﾝ $$$
9001 W. Sand Hill Road
Tel: 815-777-3925
www.goldmoor.com
ｻﾞ·ｲﾝ·ｱｯﾄ·ｱｲﾘｯｼｭ ﾎﾛｰ $$$
2800 S. Irish Hollow Road
Tel: 815-777-6000
www.irishhollow.com
ｻﾞ·ｱｲﾘｯｼｭ·ｺﾃｰｼﾞ·ﾌﾞﾃｨｯｸ·ﾎﾃﾙ $-$$$
9853 U.S. Highway 20
Tel: 866-284-7474
theirishcottageboutiquehotel.com
ｼﾞｪｲﾙ·ﾋﾙ·ｲﾝ $$$
319 Meeker Street
Tel: 815-534-1906
jailhillgalena.com

ﾎﾘﾃﾞｰ·ｲﾝ·ｸｲﾝｼｰ $$
4821 Oak Street
Tel: 217-223-7800
www.ihg.com/holidayinn
ｸｵﾘﾃｨｰ·ｲﾝ&ｽｨｰﾄ $
201 S. Third Street
Tel: 217-222-2666
www.choicehotels.com

イースト モーリン
ﾊｲｱｯﾄ·ﾌﾟﾚｰｽ·ｲｰｽﾄ·ﾓｰﾘﾝ/ｸｱｯﾄﾞ·ｼﾃｨ $$
111 Bend Boulevard
Tel: 309-755-6000
www.hyatt.com

$ = USD 以上

クインシー

$$ = $100 ～ $299 USD

ｽﾄｰﾆｰ·ｸﾘｰｸ·ｲﾝ $$
3809 Broadway Street
Tel: 217-223-2255
www.stoneycreekhotels.com
ﾀｳﾝ＆ｶﾝﾄﾘｰ ｲﾝ·ｱﾝﾄﾞ·ｽｲｰﾂ $$
110 N. 54th Street
Tel: 855-214-0400
www.tandcinn.com
$$$ = $300 USD 以上

グレート·リバー·ロードの見どころ
ガリーナ

シカゴから 163M 262.3KM

お勧めの観光スポット：
ﾄﾗｲ·ｽﾃｰﾄ·ﾄﾛﾘｰ www.tristatetravel.com/trolley
ｶﾞﾘｰﾅ·ﾒｲﾝ·ｽﾄﾘｰﾄ www.visitgalena.org
ﾕｰﾘｼｽ S ｸﾞﾗﾝﾄ·ﾎｰﾑ州史跡 www.granthome.com
ｶﾞﾘｰﾅ·ｵﾝ·ｻﾞ·ﾌﾗｲ www.buyaballoonride.com
ﾛﾝｸﾞ·ﾎﾛｰ·ｷｬﾉﾋﾟｰ·ﾂｱｰ longhollowcanopytours.com
ﾌﾞﾗ ｳﾑ·ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ·ﾃﾞｨｽﾃｨﾘﾝｸﾞ·ｶﾝﾊﾟﾆｰ www.blaumbros.com
ｼｪﾅﾝﾄﾞｰ·ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ·ｾﾝﾀｰ www.theshenandoahridingcenter.com
ｶﾞﾘｰﾅ·ｾﾗｰｽﾞ·ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ&ﾜｲﾅﾘｰ www.galenacellars.com/winery

お食事
（レストラン）
：
ﾋﾞﾆｰ· ｳﾞｧﾉｯﾁｽﾞ www.vinnysgalena.com
ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ www.eagleridge.com/galena-il-resort-dining.php
ｵｯﾄｰｽﾞ ﾌﾟﾚｲｽ www.ottosplace.com
ｺｰﾄﾔｰﾄﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ desotohouse.com/restaurants
ｼﾞｪﾈﾗﾙｽﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ desotohouse.com/restaurants
ﾜﾝ·ｲﾚﾌﾞﾝ ﾒｲﾝ www.oneelevenmain.com
ﾌﾗﾝｸ ｵｰﾄﾞｰｽﾞ·ｱｲﾘｯｼｭ ﾊﾟﾌﾞ&ｸﾞﾘﾙ
www.theirishcottageboutiquehotel.com/galena-restaurant.aspx
ﾛｸﾞ ｷｬﾋﾞﾝ ｽﾃｰｷﾊｳｽ logcabingalena.com
ﾌﾘｯﾂ ｱﾝﾄﾞﾌﾗｲﾂ fritzandfrites.com
ﾌﾗｲﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾝ ﾄﾏﾄ www.friedgreen.com

サバンナ

ガリーナから 31.3M 50.4KM

お勧めの観光スポット：
ﾐｼｼｯﾋﾟ ﾊﾟﾘｾｰｽﾞ 州立公園
www.dnr.illinois.gov/Parks/Pages/MississippiPalisades.aspx
ﾌﾟｰﾋﾟｰｽﾞ ﾊﾟﾌﾞ&ｸﾞﾗﾌﾞ www.poopys.com
お食事
（レストラン）
：
ﾏﾆｰｽﾞ ﾋﾟｻﾞ www.mannyspizza.com

フルトン

お勧めの観光スポット：
ﾃﾞ·ｲﾐｸﾞﾗﾝﾄ·ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙ www.cityoffulton.us
ｳｨﾝﾄﾞﾐﾙ ·ｶﾙﾁｭｱﾙｾﾝﾀｰ www.cityoffulton.us
ﾍﾘﾃｯｼﾞ ｷｬﾆｵﾝ www.cityoffulton.us

サバンナから 18.4M 29.6KM

お食事
（レストラン）
：
ｸﾗﾝﾍﾟｯﾂ ﾍﾞｰｶﾘｰ&ｶﾌｪ www.krumpetsbakery.com
ﾏﾆｰｽﾞ·ﾄｩｰ www.mannyspizza.com

モーリン

フルトンから 36.1M 58.1KM

お勧めの観光スポット：
ｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ ﾘﾊﾞｰ ｸﾙｰｽﾞ www.celebrationbelle.com
ﾗｺﾞﾏﾙﾁｰﾉｽﾞｿｰﾀﾞ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ www.lagomarcinos.com
ｼﾞｮﾝ· ﾃﾞｨｱ· ﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ www.johndeereattractions.com
ｼﾞｮﾝ·ﾃﾞｨｱ·ﾌｧｸﾄﾘｰﾂｱｰ www.johndeereattractions.com

お食事
（レストラン）
：
ｼﾞｮﾆｰｽﾞ ｲﾀﾘｱﾝ ｽﾃｰｷﾊｳｽ johnnysitaliansteakhouse.com/moline

ロック アイランド

お勧めの観光スポット：
ﾌﾞﾗｯｸ·ﾎｰｸ 州立史跡 www.blackhawkpark.org

モーリンから 3.5M 5.6KM

お食事
（レストラン）
：
QC ﾊﾟﾝｹｰｷ&ｺｰﾋｰ ﾊｳｽ qccoffeeandpancakehouse.com
ﾘﾊﾞｰﾌﾛﾝﾄ ·ｸﾞﾘﾙ www.riverfrontgrilleqc.com

ノーブー

ロックアイランドから 112.2M 180.6KM

お勧めの観光スポット：
ﾉｰﾌﾞｰ歴史地区 www.historicnauvoo.net
ﾉｰﾌﾞｰ歴史地区ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ www.historicnauvoo.net/visitors-center
ﾊﾞｸｽﾀｰｽﾞ·ｳﾞｨﾝﾔｰﾄﾞ&ﾜｲﾅﾘｰ www.nauvoowinery.com
お食事
（レストラン）
：
ﾎﾃﾙ·ﾉｰﾌﾞｰ·ﾋｽﾄﾘｯｸ·ｲﾝ＆ﾚｽﾄﾗﾝ www.hotelnauvoo.com

@ILGreatRiverRoad

@ILGreatRiverRd

クインシー

@ilgreatriverroad

ノーブーから 49.7M 80KM

お勧めの観光スポット：
ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾘﾝｸｽ·ﾍﾞｰｶﾘｰ www.underbrinks.com
ｲｰｽﾄ·ｴﾝﾄﾞ 歴史地区 seequincy.com
ｼﾞｮﾝ·ｳｯﾄﾞ ﾏﾝｼｮﾝ hsqac.org/tours-events/the-john-wood-mansion
ｳﾞｨﾗ· ｷｬｻﾘﾝ www.villakathrine.org
お食事
（レストラン）
：
ｻﾞ·ﾋﾟｱ www.thepierrestaurant.com
ﾌﾞｰﾀﾞﾙｰ·ｽﾃｰｷﾊｳｽ www.boodalu.com
ﾃｲﾗﾐｽ tiramisuquincy.com
ｹﾘｰｽﾞ ﾀﾊﾞｰﾝ www.kellysquincy.com

ハンニバル
クインシーから 21M 33.8KM
川を渡ってマーク·トウェインの家があるミズーリ―州のハンニバルへ、
ランチ
の後はマーク·トウェイン·ボーイフッドホーム、
マーク·トウェインの洞窟、
マー
ク·トウェイン·リバーボートを観光します。
www.visithannibal.com
グラフトン

クインシーから 99.6M 160.3KM

お勧めの観光スポット：
ﾍﾟｱ·ﾏｰｹｯﾄ·ｽﾃｰﾄ·ﾊﾟｰｸ www.dnr.illinois.gov/Parks/Pages/PereMarquette.aspx
ﾍﾟｱ·ﾏｰｹｯﾄ·ﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ·ｽﾃｰﾌﾞﾙｽﾞ graftontrailrides.com
ｸﾞﾗﾌﾄﾝ·ｼﾞｯﾌﾟﾗｲﾝ·ｱｯﾄ·ｴｱﾘｰｽﾞ·ﾘｿﾞｰﾄ www.aeriesview.com/zipline
ｴｯｶｰﾂ·ｶﾝﾄﾘｰｽﾄｱ＆ﾌｧｰﾑ www.eckerts.com/grafton-farm
ﾊｸﾅ·ﾏﾀﾀ ﾘﾊﾞｰｸﾙｰｽﾞ www.graftonharbor.com
お食事
（レストラン）
：
ﾍﾟｱ·ﾏｰｹｯﾄ·ﾛｯｼﾞ·ｱﾝﾄﾞ·ｺﾝﾌｪﾚﾝｽｾﾝﾀｰ www.pmlodge.net
ｸﾞﾗﾌﾄﾝ·ｵｲｽﾀｰ·ﾊﾞｰ graftonoysterbar.com
ｸﾞﾗﾌﾄﾝ·ﾜｲﾅﾘｰ&ﾌﾞﾘｭｰﾊｳｽ www.thegraftonwinery.com
ｴｱﾘｰｽﾞﾜｲﾅﾘｰ www.aeriesview.com
ｻﾞ· ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾄﾞｯｸ www.graftonloadingdock.com

アルトン

グラフトンから 15M 24.1KM

お勧めの観光スポット：
ﾅｼｮﾅﾙ·ｸﾞﾚｰﾄ·ﾘﾊﾞｰ博物館/ﾒﾙﾋﾞﾝ·ﾌﾟﾗｲｽ水門&ﾀﾞﾑ26
www.meetingoftherivers.org
ﾘﾝｶｰﾝｰﾀﾞｸﾞﾗｽ·ｽｸｴｱ www.visitalton.com
ﾛﾊﾞｰﾄ·ﾜﾄﾞﾛｳ 像 www.visitalton.com

お食事
（レストラン）
：
ﾏｲ·ｼﾞｬｽﾄ·ﾃﾞｻﾞｰﾄ www.myjustdesserts.org
ｷｬｽﾃﾙｽﾞ·ﾑｰﾝﾗｲﾄ·ﾚｽﾄﾗﾝ·ｱｯﾄ255 www.castellis255.com
ﾌｧｰｽﾄ·ｴﾃﾞｨｰｽﾞ·ﾎﾞﾝ·ｴｱｰ www.fasteddiesbonair.com
ｼﾞｪﾝﾃﾘﾝｽﾞ·ｵﾝ·ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲ www.gentelinsonbroadway.com
ﾄﾆｰｽﾞ· ﾚｽﾄﾗﾝ www.tonysrestaurant.com

ハートフォード

アルトンから 10M 16KM

お勧めの観光スポット：
ﾙｲｽ&ｸﾗｰｸ ·ｺﾝﾌﾙｴﾝｽ· ﾀﾜｰ www.confluencetower.com
ﾙｲｽ＆ｸﾗｰｸ州立史跡＆ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ www.campdubois.com

コリンズビル

ハートフォードから 17.9M 28.8KM

お勧めの観光スポット：
ｶﾎｷｱ墳丘州立史跡とﾕﾈｽｺ世界遺産 www.cahokiamounds.org
ｳｨﾛﾋﾞｰ ·ﾍﾘﾃｯｼﾞﾌｧｰﾑ www.willoughbyfarm.org
ﾌﾞﾙｯｸｽ·ｹﾁｬｯﾌﾟ·ﾎﾞﾄﾙ www.catsupbottle.com
ﾌｪｱﾓﾝﾄ·ﾊﾟｰｸ·ﾚｰｽﾄﾗｯｸ www.fairmountpark.com
お食事
（レストラン）
：
ﾚｰﾊﾞﾈﾘｰｽﾞ www.ravanellis.com
ﾎﾟｰﾀｰｽﾞ·ｽﾃｰｷﾊｳｽ www.porterscollinsville.com
ｽﾛｰﾝｽﾞ ·ﾊﾟﾌﾞﾊｳｽ Facebook @ Sloan’s Pub House
ﾊﾞｰﾂ·ﾁｬｯｸﾜｺﾞﾝ Facebook @ Bert’s Chuckwagon

セントルイス·ランバート国際空港

アルトンから 21.6M 34.8KM

