テキサス人の心。ドイツ人の魂。
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さあ、迷子になりましょう！
フレデリックスバーグは比較的小さな街ですが、
迷子になりやすい街なのです。
なぜなら、
テキサ

ショッピングパラダイスです！
歴史情緒あふれるメインスト
リート周辺に珍しいショップが
150 店舗以上もあります。

フレデリックスバーグへようこそ。

歴史、珍しくて洗練された数多くのショップ、
数々の賞を受賞したワイナリーとグルメな
レストラン、
そしてこの街で行われるフェステ
ィバル、生演奏、卓越した演劇公演と、訪れ
るべき場所がたくさんあるからなのです。
テキサス人の心とドイツ人の魂を実際に
体験しなければ、テキサス旅行とは言え
ませんので、是非ともフレデリックスバー
グにお越しいただき、一緒に迷子にな

数々の賞を受賞したワイナリーや
テイスティングルームが 40 軒
以上に加えて、数多くのグルメレス
トランがあります。

ス・ヒル・カントリーの穏やかな美しさ、豊かな

自分自身を再発見してください。★

各種生演奏、本物のテキサス
ダンスを体験できるホールと
ライブシアターを満喫する
準備をしておいてください。

グの丘陵地帯がもたらすマジックで、

目を疑うような美しい景色、圧巻
のハイキング、脇道サイクリング、
ひとたび体験すると、息を飲まず
にはいられないでしょう！

りましょう。
そして、
フレデリックスバー

フロンティア・テキサスから太平洋戦争まで

買い物天国

退屈な歴史書は忘れましょう。
ここでは、
ドイツ人の伝統と国の
歴史がとても鮮やかで生き生きとしています。街の建物、独特なサ
ンデーハウス、趣のある田舎風校舎の建築様式から見て取ること
ができます。Vereins Kirche（フェラインス教会）
、Pioneer Museum
（パイオニア博物館）
、Sauer-Beckmann Living History Farm（ソーア
ー＝ベックマン・リビング・ヒストリー・ファーム）
、National Museum
of the Pacific War（太平洋戦争国立博物館）
、
ストーンウォールの
LBJ Ranch（ジョンソン元大統領の牧場）
にある Texas White House
（テキサスホワイトハウス）
、Fort Martin Scott（フォート・マーティ
ン・スコット砦）
、Texas Rangers Heritage Center（テキサス・レンジ
ャーズ・ヘリテージ・センター）
でも探してみてください。
流れている
音楽で歴史を聞き、
食事でも伝統を味わってください。
是非とも訪
れてみてください。
好奇心を引き起こすことを忘れないでください。

ショッピングに出かけましょう！フレデリックスバーグにある 150 軒
以上のショップ、
ギャラリー、
ブティックにしまい込まれている地元ア
ーチストの作品を数多く発見できます。
レディースファッションは、
ヴ
ィンテージの手縫いから現代の高級ファッションに至るまで、多種多
様に揃っています。室内装飾品は圧倒的な数のコレクションを取り揃
えています。
アンティーク、
ウェスタン調の服、古美術品、
テキサスにま
つわる書籍も目にするでしょう。
グルメ料理も楽しめます。一部のショ
ップでは、賞を受賞した地元ワイナリー産ワインを販売しています。
もちろん、
レーダーホーゼンもお買い求めいただけます。旅の秘訣：
歩きやすい靴でお越しいただき、
ショッピングの後はスパを堪能して
ください。

「テキサス州で最も魅力的な街の1つであり、
丘陵地帯の食事と
ワインにおける事実上の首都であるフレデリックスバーグへ
向かいましょう。
」
— Wine Spectator Magazine（ワイン・スペクター・マガジン）

「現代的なもの、
あえて言わせてもらうと、
最近のメインストリ
ートが内に秘めている流行の最先端を見つけるでしょう。
」
— Texas Highways（テキサス・ハイウェイズ）

極上のダイニング

テキサスワインカントリー

本格的なドイツ料理を楽しみにフレデリックスバーグにお越しにな

そうです。一風変わったドイツ人コミュニティの中に隠されている

るのなら、
私たちは絶対に期待を裏切りません。
ですが、
街をもっと

のは、
国内屈指の活気のあるワイン産業です。
ジルスピー郡のフレ

を発見できるでしょう。
例えば、
アブラソコムツやロブスター、
ショウ

ルームがあり、
ワイン愛好家の新しい温床になっています。
受賞歴

探索すると、断然種類が豊富なメニューを提供しているレストラン

ガとオレンジでつや出しした鴨の胸肉のたたき、
テンダーステーキ、
そして遊び心に溢れたデザートたちを堪能できます。数多くある

ブドウ園とワイナリーが生産し、
数々の賞を受賞したカルベネ、
ジン

ファンデル、
チャード、
リースリング、
メルローがすべての料理を引き
立たせます。Guten Appetit!（お召し上がりください）
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デリックスバーグには、 40 軒以上のワイナリーとテイスティング

のあるワイナリーは、
ブルーボネットのように、
ハイウェイ 290 に

沿って根付いていき、
数々のワインツアー、
テイスティング、
イベントを
開催しています。
ゆっくり座ってリラックスして、
テキサス・ヒル・カン

トリーのワインに乾杯してください。Prost!（乾杯）

Soul .
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フェスティバル＆イベント

毎年 100 万人以上の観光客が押し寄せる主な理由は幾つかありま

すが、
その 1 つがヒル・カントリーの穏やかな美しさなのです。
ヒル・

カントリーは、
なだらかに起伏する丘で、
春には野草がカーペットの

ように壮大に広がり、
特に Wildseed Farms（ワイルドシード・ファー

ム）
のカーペットが圧巻です。
また、 Enchanted Rock （エンチャンテ

パーティ用の帽子やダンスシューズを引っ張り出さないといけな

いのは、
フレデリックスバーグでは、
毎年 300 種類以上のフェス
ティバルやイベントが開催されているからです。
有名なオクトーバ

ーフェストでドイツの料理や音楽をお楽しみください。
料理とワイ

ンを中心としたフェスティバルで地元のごちそうを試食してみま

ド・ロック）
の頂上で見る 360 度の長めは最高で、
鳥や蝶を観察で

しょう。毎月第一金曜日には、
アートギャラリーを散策してみてく

ポーツ）
を楽しめ、 18 ホールあるゴルフにもチャレンジでき、
絵のよ

アーなどのお楽しみがあります。
ですが、
何をおいても、
フレデリッ

実な大使、
母なる自然の賛辞を家族全員が楽しめるものがあります。

カレンダーを確認して、
フェスティバルに参加することです。

きます。
数多くあるハイキングコースに沿って Volkssporting（各種ス

うに美しい田舎道をサイクリングできます。
ヒル・カントリーで一番忠

アンティークカーのラリー、
サイクリングツ
ださい。7 月 4 日には、

クスバーグを訪れたらまず最初に行わなければならないことは、

ご家族連れに優しいホテ
ル、郊外にあるロマンティ
ックな B&B 、近隣にある
心地の良いバンガロー
など、数百件にも及ぶ
宿泊施設があります。

「このように質が高く、
重要な意味を持った博物館には、
もっと多くの人が訪れるべきです。
」

— National Museum of the Pacific War（太平洋戦争国立博物

館）
に関する Wall Street Journal（ウォールストリート・ジャーナル）
の記事より

ライブ演奏＆エンターテイメント
小さなお子様連れでも単独旅行でも関係なく、気難しい批評家を
黙らせるだけのエンターテイメントがあります。
多くの地元飲食店で
は、
バラエティに富んだライブ演奏がスタンダードになっています。
Rockbox Theater（ロックボックス シアター）
では、
ご家族連れに優
しいミュージカルショーを行っています。夏には屋外コンサートが
続き、
合唱団も登場します。
自分のギターを持参して、Luckenbach
Texas（ラッケンバック・テキサス）
で開催されるコンサートに参加
してください。劇場のほうがあなたのスタイルに合っていれば、
Fredericksburg Theater Company （フレデリックスバーグ・シアタ
ー・カンパニー）
を見に行きましょう。
一度訪れると、
もう一度観劇す
る計画を立てるでしょう。
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いつでもシーズンを迎えています
春の野草は絶対に夢中にさせます。
夏の桃は見ただけでよだれが

出そうです。
秋のフェスティバルはエンドレスで、
休日には忘れるこ

とができない、1 か月を通して続く Frohe Weihnachten があり、
絵のように美しく点灯したメインストリートには、 26 フィートの

ドイツ版クリスマスピラミッドとアイススケートリンクが登場します。
言うまでもありませんが、
訪れる方々のタイミングがいつであって

も、
誰もが同じように忘れられない思い出を残せます。
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Laredo

Gulf of
Mexico

South Padre Island

オースティンまで 75 マイル
コーパスクリスティまで 215 マイル
ダラス/フォートワースまで 250 マイル
エルパソまで 500 マイル
ヒューストンまで 240 マイル
ラレドまで 225 マイル
ラボックまで 325 マイル
サンアントニオまで 70 マイル
サウス・パドリー・アイランドまで 360
マイル
ビジター・インフォメーション・センター

302 East Austin Street
Fredericksburg, TX 78624
電話: 830 997 6523
FAX:1 888 997 3600
メール: visitorinfo@fbgtx.org
毎日営業

月曜日〜金曜日：午前 8 時半〜午後 5 時
土曜日：午前 9 時〜午後 5 時
日曜日：午前 11 時〜午後 3 時

FredericksburgTX
VisitFredTX
VisitFredTX

VisitFredericksburgTX.com
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