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世界で最も美しい場所 心洗われる絶景が続々！世界で最も美しい場所25 | ELLE 
DECOR [エル・デコ]
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2. アマルフィ海岸／イタリア

3. ハルシュタット／オーストリア

4. ペトラ／ヨルダン

5. プロヴァンス／フランス

6. ハンプシャー／イングランド

7. バンフ国立公園、カナダ

8. アンコール／カンボジア

9. フィヨルドランド国立公園／ニュー
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10. ボラボラ島／フランス領ポリネシア

11. アンテロープキャニオン／アメリカ・

アリゾナ州
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https://www.elle.com/jp/decor/decor-interior-design/g478503/dpi-most-beautiful-places-world18-0616/
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イグアスの滝／ブラジル

ここが、「新・世界七不思
議自然版」のひとつになっ
たことは驚きに値しない。
イグアスの滝は世界最大の
滝であり、見どころには事
欠かない。なにしろ、275の
瀑布（滝）があるため、あ
りとあらゆる角度から絶景
を堪能することができる。
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https://www.housebeautiful.com/lifestyle/g3228/famous-waterfalls/


Google Earth
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https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a4%e3%82%b0%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%81%ae%e6%bb%9d%ef%bc%8f%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%83%ab/@-25.6945967,-54.4368917,163.99660211a,0d,60y,184.06742311h,70.87750376t,0r/data=CowBGmISXAolMHg5NGY2ZWEwY2EzYWExYjZkOjB4OTE3Yjc1MTc5YzVlOTg3ZRnqP2t-_LE5wCFhIpSt5DdLwCoh44Kk44Kw44Ki44K544Gu5rud77yP44OW44Op44K444OrGAEgASImCiQJ6H7Dt9v-SUARIuaC5AGOSUAZc5WkUUBLL0AhL-2scANEKUAiMAosQUYxUWlwTkYwX0Uyci1vV1ZYdVZGSVR5SXNfdzJrcXhqa1Q3SE55X0pGODYQBQ


アマルフィ海岸／イタリア

1997年に世界遺産登録された「アマルフィ海
岸」は、世界でも有数の美しい海岸として知ら
れる南イタリア屈指の高級リゾート地。カプリ
島の東、ソレント半島南岸のポジターノやアマ
ルフィを中心とした海岸線は、海岸沿いまで断
崖絶壁がせまり、そこに色とりどりの家がひし
めき合っている美しい景観が魅力です。

アマルフィ海岸の中心地であるアマルフィは、
日本では2009年に公開された映画『アマルフィ
女神の報酬』で注目を浴びた、中世に海洋都市
国家として栄えた都市。イタリアは世界一の世
界遺産登録数を誇る国ですが、その中でもアマ
ルフィ海岸は美しい景観が魅力的な、夢のよう
にステキな景勝地です。
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アマルフィ海岸 - Google マップ

アマルフィ海岸 - Google マップ

「世界で最も美しい海岸線」世
界遺産・アマルフィ海岸の魅力
とは？ | たびこふれ
(tabicoffret.com)
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https://www.google.com/maps/@40.633091,14.6028242,3a,39.6y,295.83h,98.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOeD0RkxW1Z5VxLZH-Dq85XqhnotCb32_KN7k-3!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOeD0RkxW1Z5VxLZH-Dq85XqhnotCb32_KN7k-3%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya81.05938-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E6%B5%B7%E5%B2%B8/@40.6333389,14.6007076,17z/data=!4m5!3m4!1s0x133b95adc34c71a1:0x4ce8cf14c94f4cdc!8m2!3d40.6333389!4d14.6028963
https://tabicoffret.com/article/72749/index.html


ハルシュタット／オーストリア

ハルシュタットの歴史

ハルシュタットの特殊さを語るには、恐竜時代にまでさ
かのぼらなくてはなりません。

1億年前までオーストリアの国土は海に沈んでいて、今の
カリブ海のような小さな島に、小型恐竜が細々と住んで
いました。

ところが白亜紀に、アフリカ大陸がヨーロッパ大陸の下
に潜り込み、地面を押し上げ、アルプス山脈が隆起しま
した。こうして、海底は山となって姿を現し、岩塩を含
む地層となりました。

その後氷河時代に、アルプス山脈は巨大な氷河によって
削られ、現在の山と湖の絶景が作られました。同じよう
に氷河に削られて作られた、ノルウェーのフィヨルドと
どことなく似た景観ですね。
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オーストリア世界遺産ハルシュタットの神秘の歴史と冬
ナイトウォーク | たびこふれ (tabicoffret.com)
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https://tabicoffret.com/article/74547/index.html


【オーストリア】ハルシュタットでおすすめの観光地：
世界一美しい湖畔の街で世界遺産の雰囲気に浸ろう - お
すすめ旅行を探すならトラベルブック(TravelBook)
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https://www.travelbook.co.jp/topic/12331


ペトラ／ヨルダン

今から2000年以上も前にこの地に定住したナ
バテア人は、切り立つ岩壁を削り類稀なる大
都市を建設しました。

高さ80ｍの絶壁が聳えるシークと呼ばれる岩
の裂け目にできた細い道を通り抜けると、目
の前に現れるのは宝物殿エルカズネ。

さらにナバテア人独特の階段模様をもつ墳墓
群や犠牲祭壇、ローマ時代に造られた劇場、
そして山の上の修道院「エドディル」と見所
はつきません

ユーラシア旅行社のヨルダンツアーではペト
ラに連泊し、終日たっぷりとペトラ遺跡観光
をお楽しみ頂きます
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王の道が貫く砂漠の国 ヨルダン ｜西遊旅行の添乗員同行
ツアー(147号) (saiyu.co.jp)
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https://www.saiyu.co.jp/itinerary/new/GEJO12/


ペトラ遺跡 | ヨルダン | 世界遺産オンラインガイド
(worldheritagesite.xyz)
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https://worldheritagesite.xyz/petra/


プロヴァンス／フランス

フレンチカントリー派の人は大いに注
目すべきスポット。ここでは石造りの
ファサード、木造梁、ブルーとホワイ
トのインテリアを思う存分堪能できる
だけでなく、ラベンダー畑、アン
ティークマーケット、夕陽を見ながら
ロゼワインを楽しむことができる（し
かも、言うまでもなく、焼きたてのバ
ゲットとチーズをお供に！）。

心洗われる絶景が続々！世界で最も美し
い場所25 | ELLE DECOR [エル・デコ]
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https://www.elle.com/jp/decor/decor-interior-design/g478503/dpi-most-beautiful-places-world18-0616/?slide=5


【いつか見に行きたい世界の春絶景】イギリスに
春を告げるブルーベル群生スポット３選 | 
TABIZINE～人生に旅心を～

ミッチェルデバー・ウッド

ハンプシャー／イングランド
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https://tabizine.jp/2020/05/06/339039/


ミッチェルデバー・ウッド - Google マップ
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https://www.google.com/maps/place/%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89/@51.1336935,-1.2395383,3a,75y,262.42h,91.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOlY-9c219wNEFvYanlHBNCVn8xAF1QwHWHX3sJ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOlY-9c219wNEFvYanlHBNCVn8xAF1QwHWHX3sJ%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya51.648983-ro-0-fo100!7i4500!8i2250!4m5!3m4!1s0x487410de02cba005:0x1289533d89ecdddb!8m2!3d51.1336935!4d-1.2395383


バンフ国立公園、カナダ

カナダ北西部のアルバータ州に存在する
バンフ国立公園には、年間400万人ほど
の観光客が訪れます。50箇所近くある中
でも国内で一番最初に国立公園として認
定され、世界から見てもアメリカのイエ
ロー・ストーン国立公園、オーストラリ
アのロイヤル国立公園に次いで3番目に
古い場所として長い歴史を誇っているの
です。日光が岩石床に反射して描き出す
鮮やかなターコイズブルーの色彩を楽し
むベストタイミングは7月と8月。
冬のバカンスを計画するなら、バンフは
世界屈指のスキーリゾートである点も見
逃せない。
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Google Earth

レイク・ルイーズ

バンフ国立公園 - Google マップ

レイク・ルイーズ
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https://earth.google.com/web/search/%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%95%e3%80%80%ef%bd%b6%ef%be%85%ef%be%80%ef%be%9e/@51.4171269,-116.2183401,1769.33545277a,0d,90y,227.36247694h,89.83336592t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE5kbjRmV19Yc1hfSWtEQjc4a0pmYmt6RkVKbm5ZSnVma2g1Mm1yEAU
https://www.google.com/maps/@51.4170484,-116.2181607,3a,45y,225h,88.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sF9YooTSfW292ccTT2kbd8g!2e0!7i13312!8i6656


P T - Google マップ レイク・ルイーズの遠方の山の中
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https://www.google.com/maps/@51.3919979,-116.2869093,3a,90y,234.15h,95.26t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMjKTPjU4klmo8Zld5Mr8KHYHdJihcJCDdcfRG5!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMjKTPjU4klmo8Zld5Mr8KHYHdJihcJCDdcfRG5%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya161.221-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


アンコール／カンボジア

廃墟が醸し出す、不気味な美に興味があれば、古代の仏
教の僧院を訪れるといい。クメール帝国が滅亡した15世
紀、タ・プローム仏教寺院はジャングルの一部と化した。

アンコールワットは、クメール様式の寺院。中心には高
さ65mの祠堂がそびえ、西側から遺跡の中心部に向かう参
道が一本の軸として通っています。

特に祠堂をバックに東の空から登る朝日は素晴らしく、
一般の民が遺跡の威光を崇める姿すら想像させてくれま
す。

世界中の旅人を魅了するアンコールワット４つの魅力 | 
カンボジア | トラベルjp 旅行ガイド (travel.co.jp)
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https://www.housebeautiful.com/design-inspiration/g2698/beautiful-abandoned-places/
https://www.travel.co.jp/guide/article/34055/


Google Earth アンコール・ワット
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https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88/@13.41206408,103.86550631,23.88292654a,2446.22205856d,35y,64.61418538h,37.42652772t,-0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA


Google Earth
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https://earth.google.com/web/search/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88/@13.41237031,103.86693511,24.95152711a,0d,60y,140.27704357h,95.62639089t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcE56UFBaRmZ0YVJIc3hBWHlJdUxiZ0M0bzI5cUZYTjUwRS14UTFvEAU


フィヨルドランド国立公園／ニュージーランド

フィヨルドランド国立公園は、1990年に「テ・ワヒポウ
ナム」として世界遺産に登録されました。マオリ語で
「ポウナム（グリーンストーン）のある所」という意味
で、この地域で採掘されるという翡翠（ポウナム）にち
なんだ名前です。

氷河の侵食で刻まれた深い谷に海水が浸入してできた
フィヨルドは、国立公園内に14も点在しています。いず
れも10万年もの歳月を掛けてできたといいます。

このうちのひとつがミルフォードサウンド。深い深い海
からほとんど垂直に突き出した崖。

この地方に降り注ぐ大量の雨が最大落差1000mという崖
から滝となって海へと流れ落ち、躍動感と海面の静けさ
のある圧倒的な風景を作り出しています。時折、目にす
る野生動物の姿も我々の目を楽しませてくれます。
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テ アナウ レイクビュー キーウィー ホリデイ パーク & 
モーテルズ (expedia.co.jp)
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https://www.expedia.co.jp/Te-Anau-Hotels-Te-Anau-Lakeview-Kiwi-Holiday-Park-Motels.h4192650.Hotel-Information?chkin=2022-07-18&chkout=2022-07-19&destType=MARKET&destination=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%20%E3%83%8A%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB%20%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%20%28%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%91%A8%E8%BE%BA%29%2C%20%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%2C%20%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89&pwaDialogNested=media-gallery&pwa_ts=1658046569252&referrerUrl=aHR0cHM6Ly93d3cuZXhwZWRpYS5jby5qcC9Ib3RlbC1TZWFyY2g%3D&regionId=6034437&rfrr=HSR&rm1=a2&selected=4192650&selectedRatePlan=204078456&selectedRoomType=200812752&semdtl=&sort=RECOMMENDED&top_cur=JPY&top_dp=5456&useRewards=false&userIntent=&x_pwa=1


フィヨルドランド国立公園
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Lake Manapouri - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@-45.5187323,167.4958753,3a,75y,298.23h,74.64t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPlDz9BdjpCg-o2ulTaxhT9Ol5kFtYSgycusKQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPlDz9BdjpCg-o2ulTaxhT9Ol5kFtYSgycusKQ%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya160-ro0-fo100!7i3872!8i1936


ボラボラ島／フランス領ポリネシア
今後訪れるバカンス先リストの中に水上コテージ滞在が
含まれていなければ、この際ぜひ、リストに含めてほし
い。フォーシーズンズなら、専用のプールが付いたタイ
プのコテージを予約することも可能。
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https://www.housebeautiful.com/lifestyle/g4439/spa-hotels/
https://www.fourseasons.com/borabora/accommodations/specialty_overwater_bungalows/otemanu_over_water_bungalow_suite_with_plunge_pool/


Christophe Courcaud - Consultant Google Maps -
Google マップ
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https://www.google.com/maps/@-16.5414201,-151.7355822,3a,89.8y,176.82h,92.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMJAUcuKFA2FRffXetRh6gC2hQCgueJWRAUsX2X!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMJAUcuKFA2FRffXetRh6gC2hQCgueJWRAUsX2X%3Dw203-h100-k-no-pi-0.77768475-ya297.5471-ro-0.5265007-fo100!7i7680!8i3840


Maikai Marina Yacht Club - Google マップ

29

https://www.google.com/maps/@-16.4990764,-151.756599,3a,75y,270.73h,68.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMCMDk7fZSOF47QzEdmn0_YDRsAVsR8UtTHroCV!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMCMDk7fZSOF47QzEdmn0_YDRsAVsR8UtTHroCV%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya341.42355-ro0-fo100!7i13508!8i4875


Bora Bora Yacht Club - Google マップ

30

https://www.google.com/maps/@-16.4894043,-151.7601553,3a,26y,65.81h,91.94t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNyceWwVP-hsXAWXm1XcanKFLHyf8WATJbKg6X-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNyceWwVP-hsXAWXm1XcanKFLHyf8WATJbKg6X-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya327.0671-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


アンテロープキャニオン／アメリカ・アリゾナ州
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アンテロープキャニオンは、アメリカのアリゾナ州にある渓谷です。ゆらめく
波のような幻想的な模様は、コロラド川の鉄砲水により長い月日をかけてなめ
らかに侵食されたもの。一番の見所は、夏の日中、天候条件が良い時にのみ洞
窟の内部に差し込む「光線」。天から降りてくるような神秘的な光に心打たれ
ることでしょう。 32



アンテロープ・キャニオン - Google マップ

33

https://www.google.com/maps/@36.8619103,-111.3743302,3a,75y,187.03h,78.76t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOvk-DbQDEdln-O9j0B0WmaDZl8eVf-MOLEhP_C!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOvk-DbQDEdln-O9j0B0WmaDZl8eVf-MOLEhP_C%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya235.84409-ro0-fo100!7i5376!8i2688


「ヨーロッパの庭」とも呼ばれる世界的に有
名なフラワーパーク「キューケンホフ公園」。

オランダの首都アムステルダム近郊の小さな町リッセ
にある、世界最大の球根花の楽園です。

今から約400年前に始まったとされる現代オランダの
産業の柱でもある植物の球根栽培。なかでも球根栽培
に適した土壌であったこの土地で、活発に栽培が行わ
れるようになりました。
そして、17世紀にオランダ東インド会社の提督が建て
た大邸宅（現在のキューケンホフ城）の庭園が、1949
年、ヨーロッパ全域から集められた造園家により開催
された屋外球根展示会のために生まれ変わり、現在の
「キューケンホフ公園」が出来ました。
3月中旬～5月中旬にだけ開かれる開園期間中に、今で
は世界100ヵ国以上から約100万人が春の絶景を楽しみ
に訪れるようになりました。
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キューケンホフ公園 - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@52.2696851,4.5453867,3a,75y,124.19h,92.67t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN6oGDN49bGyc8499B-B2eqHCLS6vu4iO6ryfrb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN6oGDN49bGyc8499B-B2eqHCLS6vu4iO6ryfrb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya181.04236-ro-0-fo100!7i10000!8i5000
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ノイシュヴァンシュタイン城／ドイツ

ノイシュバンシュタイン城は、１８８６年に
バイエルン王ルートヴィヒ２世が命じて造
らせた城です。
「ノイ」は「新しい」「シュバン」は「白
鳥」「シュタイン」は「石」。

つまり「新しい白鳥のような美しい城」とい
う意味です。
ヴェルツブルグから続く人気の観光ルート
「ロマンチック街道」の最終地点にしてハイ
ライトになっています。

Google Earth

39

https://earth.google.com/web/search/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84+%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%82%a6+%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3%e9%80%9a%e3%82%8a+%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%9f%8e%e4%bb%98%e8%bf%91%e3%81%ae%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e6%96%99%e7%90%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3/@47.55751777,10.74997543,976.29061181a,664.63824335d,35y,-64.54537861h,44.99986918t,0r/data=CtABGqUBEp4BCiUweDQ3OWNmN2NhYzQ0ZWEzNWQ6MHhjOGE2ODY2YmQzOWRiYmEzGcmMt5Vex0dAITEOidblfyVAKmPjg4njgqTjg4Qg44K344Ol44O044Kh44Oz44Ks44KmIOODjuOCpOOCt-ODpeODtOOCoeODs-OCt-ODpeOCv-OCpOODs-mAmuOCiiDjg47jgqTjgrfjg6Xjg7TjgqHjg7PjgrcYAiABIiYKJAnofsO32_5JQBEi5oLkAY5JQBlzlaRRQEsvQCEv7axwA0QpQA


Google マップ
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https://www.google.com/maps/@47.5575302,10.748702,17.6z?hl=ja-JP


マーブルケーブ／チリ

チリとアルゼンチンの国境に位置するこの
マーブルケーブは、季節によって色が変わる
のが魅力。そして、クエバ・デ・ラス・マノ
ス（洞窟）は水色、エメラルド、またはソフ
トなグレーへと色を変えるのだ。

見る者を魅了する青い絶景マーブルケイブがファンタ
ジー！ | 世界を旅するガイドブック Photrip フォトリッ
プ (photrip-guide.com)
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https://photrip-guide.com/2014/08/24/marble-caves/


Ricardo Sanzana - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@-46.6473083,-72.6025067,3a,75y,0.6h,96.38t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNE82TeFWKCq-PuUIDSnd4kyEZEF-F4r6i5F0js!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNE82TeFWKCq-PuUIDSnd4kyEZEF-F4r6i5F0js%3Dw203-h100-k-no-pi-9.228296-ya41.993565-ro-0-fo100!7i4000!8i2000


Marble Cathedrals - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@-46.6470209,-72.6082774,2a,75y,285.74h,100.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1su4AikCyqIZkDJyUR2-acXg!2e0!7i13312!8i6656


ポートランド／アメリカ・メイン州

ニューイングランド地方で夏を過ごすことを夢見てい
るなら、ぜひ、メイン州の荒涼とした沿岸を訪れてほ
しい。
ビーチを散策したり、ロブスターをお腹いっぱい食べ
たり、1787年にジョージ・ワシントン大統領の命令に
よって建てられたフォトジェニックなポートランド・
ヘッド灯台を見学したりして過ごしたい。

1776年、海からのイギリス軍の進入を見張るため、8
人の兵士を警備員として配置、
1787年、灯台の建設を着工、
1791年、最初の明かりが灯されました。
（当初は、クジラ油が使用されていたそうです。）

現在の灯台は、1891年に建てられたものですが、メイ
ン州最古の灯台です

44



Battery Sullivan - Google マップ

45

https://www.google.com/maps/@43.6224217,-70.2079117,3a,48.6y,338.7h,55.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOZ2_X6dqklrnKdIYgkFxYrCA__-cP9XXyceXEP!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOZ2_X6dqklrnKdIYgkFxYrCA__-cP9XXyceXEP%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya303.83868-ro0-fo100!7i8192!8i4096


プリトヴィツェ湖群国立公園
クロアチア
クロアチアの首都ザグレブとアドリア海沿岸
の間に位置するプリトヴィツェ湖群国立公園。
200キロ平方メートルの中に、大小16の湖と
92の滝があるこの公園は、石灰岩質の岩盤に
長い年月をかけて作り出された、エメラルド
グリーンにきらめくいくつもの美しい湖や、
いくつもの滝が織り成す景観を楽しむことが
できる。 また、300種類近い蝶や、カワウソ
やヤマネやクマなどの動物が生息している。
ヨーロッパ屈指の美しさを誇る国立公園であ
り、クロアチア最大の観光名所。
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プリトヴィツェ湖群国立公園 - クロアチア 世界遺産の旅
【HIS】 (his-j.com)

47

https://www.his-j.com/theme/world-heritage/europe/croatia/plitvice-lakes/


ザンジバル、タンザニア
タンザニアの魅力がサファリツアーだけだと思っていたら大
間違い。ここに来たら、インド洋の群島を訪れ、観光客がほ
とんどいないビーチや透明度抜群の海水を独り占めしたい。
首都の歴史的中心区であるストーンタウンはユネスコ世界遺
産に登録されており、東アフリカ、アラブ、ペルシャ、イン
ド、ヨーロッパからの影響が見て取れる。
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Google Earth

Google Earth

ザンジバル、タンザニア

49

https://earth.google.com/web/search/%e3%82%b6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%90%e3%83%ab%e3%80%81%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%8b%e3%82%a2/@-6.26439071,39.32295475,-3.07052642a,66781.723096d,35y,36.60269665h,60.01097043t,-0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClA
https://earth.google.com/web/search/%e3%82%b6%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%90%e3%83%ab%e3%80%81%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%8b%e3%82%a2/@-6.42550969,39.34750083,2.61184078a,0d,60y,248.79034903h,89.35185952t,0r/data=CigiJgokCeh-w7fb_klAESLmguQBjklAGXOVpFFASy9AIS_trHADRClAIjAKLEFGMVFpcFBwbXJHaE1XbzlvY04xVGxJM0NDX0Q4bnJqbmJmTmxqdDlSYkhJEAU


パタゴニア／アルゼンチン
アルゼンチン側ではステップや大草原、砂
漠を、チリ側では氷河とフィヨルド、そし
て雨林を見ることができる。スキーやハイ
キングはもちろん、景観を眺めるだけでも、
存分に楽しめるはず。
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【鳥肌が立つ絶景】南米のパタゴニアが自然の宝庫だっ
た | TABIPPO.NET フィッツロイ

山はあの超有
名アウトドアブ
ランド
「patagonia」
のデザインのモ
デルになった山。
先の尖った独特
なフォルムが世
界中のトレッ
カーや山好きを
魅了し続けてい
ます。
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https://tabippo.net/patagonia/


シディ・ブ・サイド／チュニジア

ほぼ全体がブルーと白で塗られているこの地中海の街は、
マリンテイストのインテリアマニアにとっては垂涎のス
ポット。
街全体が急な断崖に位置しており、地元の工芸品を物色し
ながら地中海の美しさ（とさわやかな海風）を満喫するこ
とができる。
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チュニジアンブルーが美しい街「シディ・ブ・サイド」 | 
チュニジア | トラベルjp 旅行ガイド (travel.co.jp)
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https://www.travel.co.jp/guide/article/37954/


ミコノス、ギリシャ
ミコノス島は「エーゲ海に浮かぶ白い宝石」
と称されるだけあって、青空と海に包まれる
白壁の家、とびきりチャーミングな建造物、
丘の上に建ち並ぶや風車など美しい景色が魅
力。
真っ白な壁に鮮やかな色の扉や窓、ちょっと
不規則な石を並べたグレーの石畳。細い石畳
の小道は迷路のようで今どこを歩いているの
か分からなくなってしまうのも楽しい。
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ギリシャ 美しいエーゲ海の島「ミコノス編」│旅する
地球│近畿日本ツーリスト (knt.co.jp)

ミコノス島に来たら絶対
に足を運びたいのが「リ
トルベニス」。海沿いに
はおしゃれなバーやレス
トランが並ぶエリアです。
ランチなら、キラキラ光
る海を見ながらビールで
まったり。ディナーなら、
夕日の時間に合わせるの
がおススメ。
リトルベニスから見える
風車の景色も素敵です。
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https://www.knt.co.jp/tabiplanet/kaigai/200207_2/


Pasaji Mykonos - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@37.4226154,25.3244931,3a,75y,238.37h,87.38t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNwQFJ0gctOE30m9JevhhuSRmSZZURSPOnH1pOM!2e10!3e11!7i13152!8i6576


マウイ／ハワイ
ハワイのどの島を訪れればいいのか、決めかねて
いる？ そうであるなら、抜群のアウトドア体験
が楽しめるマウイ島がおすすめ。そこではマケナ
湾でクジラを横目にしながらカヤッキング、ハレ
カナ国立公園でのハイキングやサイクリングに加
え、サーフィンやシュノーケリングなど、ありと
あらゆるウォータースポーツを堪能することが可
能。今夜は間違いなく、フレッシュなパイナップ
ルやココナッツが夢に出てくるはず。
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マケーナ・ビーチ - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@20.6453324,-156.4440579,3a,75y,349.04h,81.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNozktYZzsVuoWzarnHooitxNDwdWdvQ8bBReoD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNozktYZzsVuoWzarnHooitxNDwdWdvQ8bBReoD%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya61.699116-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


バガン／ミャンマー

バガンとは、広くこの遺跡群 の存在
する地域を指し、ミャンマー屈指の仏
教聖地である。建造物の大多数は、西
暦 1000年代から 1200年代 に建てられ
たもので、仏塔の数は、3000を超える。
バガン遺跡は、約41km 2 のエリア内に
ある。点在する パゴダ や寺院は、本来
は漆喰により仕上げられた鮮やかな白
色をしているが、管理者のない仏塔は
漆喰が剥がれレンガの赤茶色の外観と
なる。
当時のバガンは、最初のビルマ統一

王朝である パガン朝 の都であった。
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ゴドーパリィン寺院 - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@21.1700199,94.85652,3a,75y,261.6h,98.53t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOwJwNAtEWRQE9qZ3q2GxL9wAq2XYYQq-bdt6tj!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOwJwNAtEWRQE9qZ3q2GxL9wAq2XYYQq-bdt6tj%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya239.49179-ro0-fo100!7i6144!8i3072


マラケシュ／モロッコ

北アフリカの中でもバカンス先として人気の高いこの
街には数多くのスークに加え、宮殿、世界屈指のガーデ
ン、アトラス山脈など、数多くのアトラクションが充実
している。
マラケシュは、アトラス山脈の麓にあるモロッコの古

都で、標高は466m。1062年に遊牧民のベルベル人によ
るムラービト朝の首都となり町がつくられた。続くム
ワッヒド朝、16世紀のアサード朝の首都として交易・学
問の中心となった。
マラケシュの地名は、ベルベル語で「神の国」を意味

するといわれ、アラビア語以外の多くの言語での国名で
ある「モロッコ」は、かつて都であったこの「マラケ
シュ」に由来している。
旧市街は、すべて赤土の日干し煉瓦で造られ、ナツメ

ヤシやオリーブが町を囲っています。1985年、旧市街は
ユネスコの世界文化遺産に登録されている。
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エキゾチックな 魅惑溢れる” 神の国 ” マラケシュ（モロッコ）
– VOYAGE -世界見聞録- (eurasia.co.jp)
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https://media.eurasia.co.jp/africa/marrakech


バヒア宮殿 - Google マップ
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https://www.google.com/maps/@31.621621,-7.9814934,3a,75y,270.67h,88.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMnlrnDvSOH_O1bgilNYcjyareBmfN3vqsd64Q!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMnlrnDvSOH_O1bgilNYcjyareBmfN3vqsd64Q%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya114.244576-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


京都、日本

お花見のピークシーズン中、醍醐寺には大勢の観
光客が詰めかけるけれど、紅葉の季節に見られる
風景も圧巻。敷地内には、なんと951年に建てられ
た五重塔もある。
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ブルーリッジ・パークウェイ／アメリカ・バージニア州

昔ながらのロードトリップだって捨てたモノじゃない。
スカイラインドライブに沿って運転すれば、シェナン
ドー国立公園の美しさが存分に楽しめる。

シェナンドー国立公園 - Google マップ
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https://www.housebeautiful.com/lifestyle/g3749/best-fall-cities-in-the-united-states/
https://www.google.com/maps/@38.4754706,-78.4534573,3a,75y,305.99h,83.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMC1S_sdWTpcs8mRoin_Yy9oTWJbW5_aeJPRAw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMC1S_sdWTpcs8mRoin_Yy9oTWJbW5_aeJPRAw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya280.69193-ro0-fo100!7i8704!8i4352


シェナンドー国立公園
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https://www.google.com/maps/@38.4754706,-78.4534573,3a,75y,305.99h,83.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMC1S_sdWTpcs8mRoin_Yy9oTWJbW5_aeJPRAw!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMC1S_sdWTpcs8mRoin_Yy9oTWJbW5_aeJPRAw%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya280.69193-ro0-fo100!7i8704!8i4352


世界で最も美しい場所

終わり

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２２/７/２７（水）
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