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テキサス州のメキシコ湾岸部に位置するヒュ
ーストンは、ビジネス都市としての一面だけ
でなく、レジャーの楽しめる都市としての一
面も兼ね備えています。

ヒューストンはアメリカ第４の大都市であ
り、アメリカ航空宇宙局（NASA）の本部や 
テキサス医療センター、国際的に名高いシア
ター・ディストリクト（劇場地区）、散策が
楽しいミュージアム・ディストリクト（美術
館地区）、その他に多くの施設があります。

また、ヒューストンは冬でも温暖な気候で
あるため、1年を通してサイクリングをはじ
めハイキングやゴルフを楽しむことができ
ます。

ヒューストン滞在中、受賞歴を誇るレストラ
ンや最高級のホテル、世界有数のエンターテ
イメントなど、多様な文化をご満喫いただけ
ます。もちろんテキサスならではのアメリカ
南部の魅力も楽しんでいただけます。



交通機関
 
ヒューストンへの旅は、ますます便
利 になっています。毎週6,000便以
上が ジョージ・ブッシュ・インター
コンチネンタル空 港およびウイリア
ム Ｐ.ホビー空港にから離発着し、国
内・海外からの旅行者 は、数ある航
空会社の中からお得な便 を選ぶこと
ができます。

このヒューストン空港システム
は、191都市からの直行便を受け入れ
ており、北米における最大級の空港シ
ステムの１つにあげられます。

ヒューストンは海外からの旅行者や貨
物のアメリカ中南部へのゲートウエイ
であり、またラテンアメリカへの主要
なゲートウエイの１つでもあります。

到着後、移動手段としてレンタカーや
タクシー、シャトルバスまたはメトロ
レールがご利用になれます。

この23マイルをつなぐ鉄道システム
は、ダウンタウン、ミッドタウン、 
ミュージアム・ディストリクト、 
テキサス医療センターそしてイ 
ーストエンド地区を結んでい 
ます。





ショッピング

ヒューストンは、アメリカ国内の流通業
界におけるファッションの中心地であり
続けています。
ザ・ガレリアはテキサス最大のショッピ
ングセンターで、複数階に400店以上の
高級店やレストランが並び、飽きること
がありません。
また、ブランド品をお探しなら、145店
舗が並ぶヒューストン・プレミアム・ア
ウトレットやプロジェクト・ランウエイ
（Project Runway）で見事優勝したクロ
エ・ダオの名前を冠したブティックもあ
るライスビレッジでのショッピングは特
にお勧めです。
ヒューストンの南に位置する屋外型の
開放的なタンジャー・アウトレットに
は、80以上のアウトレット店舗があり、
世界の有名ファッションブランドが、
お手ごろな価格でお買い求めいただけ
ます。
海外からのお客様は免税でお買い物がで

きますので、さらにお得です。



スポーツ
 
ヒューストンには、熱狂的なスポーツ・ファン
が年間を通じて声援を送る数々のプロスポーツ
チームがあります。 ヒューストンロケッツは
プロバスケットボールチーム、ヒューストン・
アストロズ は大リーグの野球チーム、ヒュー
ストン・テクサンズ はアメリカンフットボー
ルチーム、そしてメージャーリーグサッカーで
２度の優勝に輝くヒューストン・ダイナモな
どです。

ヒューストンのダウンタウンとその周辺にはス
タジアムが４か所もあり、ワールドシリーズや
オールスターゲーム、ＮＣＡＡの準決勝・決勝
戦（ファイナル・フォー）、また2017年のスー
パーボウルなど、主要なスポーツイベントの開
催地にもなっています。

このようなスポーツイベントの会場へはメトロ

レールが利用でき、アクセスも便利です。



芸術 + 文化

ヒューストンは、芸術でもその名を知られ
ている都市であり、アメリカ有数のミュー
ジアム・ディストリクトを誇るのみなら
ず、この都市を拠点とするプロのバレエ
団、歌劇団、交響楽団や劇団がある、アメ
リカでも数少ない都市の１つです。

17ブロックにわたって広がるシアター・デ
ィストリクトは、ヒューストン・グランド
オペラ、アレー・シアター、ヒューストン
交響楽団およびヒューストン・バレエの本
拠地であり、グラミー賞やトニー賞、さら
にはエミー賞を受賞した公演に、熱狂的な
ファンがつめかけます。

ダウンタウンの南西に位置する、ヒュース
トンのミュージアム・ディストリクトは、
年間660万人もの観光客が訪れ、木々に囲ま
れた街並みの散策を楽しんでいます。

この地域の中心にあり、全米６位の規模を
誇るヒューストン美術館では、古代の絵画
や彫刻、写真が展示されています。

その他にも多くの美術館や博物館がありま
すが、ヒューストン自然科学博物館やヒュ
ーストン子供博物館、そしてメニル・コレ
クションにもぜひ足を運んでください。





ヒューストン近隣

ほかの主要都市と同様に、ヒューストンの魅力は市の
中心部だけではありません。どこへ行こうかお迷いで
すか？人気のお勧めスポットをご紹介しましょう。

ヒューストン・ハイツの歴史は、1891年までさか
のぼり、その歴史的建造物や地元のブティック、
居心地の良いレストランが織りなす雰囲気を楽し
むことができます。ここの魅力を堪能するには、
ぜひ19番街のお店に立ち寄ってください。

リバー・オークスは、豪
邸が立ち並ぶヒュースト
ンきっての高級住宅地で
す。数百万ドルの豪邸や
最高級レストランが立ち
並ぶ様は、格別な雰囲気
を漂わせます。

モントローズは、高級レ
ストランやギャラリーが
タトゥーショップやリサ
イクルショップなどと一
緒に軒を連ねるその奇抜
さで知られています。
散策を楽しむのにふさわ
いしいウエストミンスタ
ー・カーブは、この地区
の中心部にあります。

 
25万人以上が住み、80以上の言語が飛
び交うチャイナ・タウンは、ヒュース
トンに住むアジア系アメリカ人 
コミュニティの金融取引、伝統、文
化、そして宗教の中心地でもありま
す。VisitHouston.com/Chinatown
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ダウンタウンからわずか
１時間足らずで行けるヒ
ューストンのベイ・エリ
アではメキシコ湾を満喫
できます。ガルベストン
の北に位置するベイ・エ
リアには、マ、リーグ・
シティ、ナッソー・ベ
イ、シーブルック、そし
てヒューストンの５つの
市が含まれます。

ヒューストンのイーストエ
ンドはヒューストン港周辺
に移住した近辺に定住した
ドイツ系、イタリア系およ
びメキシコ系アメリカ人が
集まる、人種のるつぼと呼
ばれています。ここは、ヒ
ューストン・ダイナモの本
拠地となる BBVA コンパ
ス・スタジアムの建設予定
地であり、この地にファ
ンが集うことになるでし
ょう。

ヒューストンは歴史的
に６つの区に分けられ
ていて、その中でも第
３区は、その豊かな文
化と歴史で有名です。
テキサス医療センタ
ーのそばに位置し、
ヒューストンのアフリ
カ系アメリカ人コミュ
ニティの中心でもあり
ます。
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レストラン
 
ニューヨークー・タイムズ紙が「世界
有数のグルメが楽しめ、有望なスター
シェフが集う」と絶賛するヒュースト
ンは、美食家にはたまらない都市であ
り、ヒューストン市民の外食頻度が全
米で最も高いのもうなずけます。

1万軒を超えるレストランがあり、35
ヵ国以上の国そしてアメリカを代表す
る郷土料理が堪能できることが、ヒュ
ーストンの人種の多様性と同様に食文
化も多様なことを物語っています。

テキサス風にアレンジされたメキシコ
料理から最高級のバーベーキュー、ハ
ンバーガーや寿司にとどまらずありと
あらゆる料理まで、食事を楽しみたい
方は、輝かしい受賞歴を誇る高級レス
トランや地元の由緒あるレストランな
どで、他の世界有数の美食家が集う都
市にひけをとらないお食事を堪能して
いただけます。



アトラクション

観光はしたいけれども、お財布が心配です
か？そんな方にはヒューストン・シティパ
スがおすすめです。この冊子は、必見のア
トラクション５ヶ所の割引券がついてい
て、下記サイトから、オンラインでご購入
いただけます。
VisitHouston.com 

ヒューストン・スペースセンターでスペー
スシャトルの着陸を体験したり、ヒュース
トン動物園で6,000頭もの動物とふれあった
り、ヒューストンでは様々な冒険を楽しめ
ます。ダウンタウンの水族館で海中の神秘
をのぞいてみたり、キーマ・ボードウォー
クのスリル満点の絶叫マシーンを楽しむの
もおすすめです。他にもシティ・パスがご
利用になれるアトラクションがあります。
下記のサイトをご覧ください。

VisitHouston.com/CityPass



クルーズ

ヒューストン発のクルーズを楽しみた
い方には、ダウタウンからわずか１時
間以内に２つの港があり、ご希望に応
じて選んでいただけます。

ベイポート・クルーズ・ターミナル 
では、クルーズ出発前から旅の後まで
も、行き届いた最高級のサービスを  
お楽しみいただけます。総床面積
9,600平方フィートという広大かつ最
先端のターミナル施設で、クルーズの
お客様は、簡単に出港手続きを済ませ
出発できるのです。クルーズのスケジ
ュールは、下記サイトをご覧くださ
い。PortofHouston.com/Cruise。

ガルベストン港も人気があり、ここか
ら大手クルーズ会社がカリブ海行きの
クルーズを運航しています。ガルベス
トンの歴史あるダウンタウンから１ブ
ロックのところにあるガルベストン島 
へのツアーは、クルーズ前後のオプシ
ョン・ツアーとして楽しまれていま
す。クルーズのスケジュールは、下記
のサイトをご覧ください。

GalvestonCruises.com。



穴場のスポット

ヒューストンを何度も訪れているリピータ
ーでも見落としがちな穴場的スポットがあ
ります。そんな穴場のスポットも行ってみ
たいと思いませんか。ぜひ足を運んでくだ
さい。

ガラージ・マハールとも呼ばれるアート・
カー博物館は、ユニークな鋳鉄製のバスタ
ブやホンダ製のオートバイから作ったピ
ン・ヒールなどが展示されています。

ライス・ミリタリーにあるビール缶ハウス
は、ヒューストンで最も愛されているフォ
ーク・アート作品であり、潰したビール缶
５万個によって覆われています。

100年以上にもわたるテキサスの歴史をジ
ョージ・ランチ・ヒストリカルパークで学
ぶこともできます。総面積480エーカーの
体験型の歴史博物館では、牧場での仕事を 
体験することができます。

また、国立葬儀歴史博物館では、1920年代
に作られた６種類の木製霊柩車や、カラフ
ルな「夢の棺桶」が多く展示されていま
す。

ジェフ・マッキサック氏が20年以上もかけ
て完成させた迷路のようなオレンジ・ 
ショーモニュメントも見ものです。 
総面積3,000平方フィートの民芸スペー 
スには、池やステージ、博物館、ギフ 
トショップがそろっています。

他にも地元の観光スポットはまだまだ 
あります。下記サイトをご覧くださ
い。VisitHouston.com/CityFile



アウトドア

300マイルにおよぶトレイルや公営・私営
合わせて計174のゴルフコース、そして総
面積50,632エーカーに相当する公園の 
数々。ヒューストンには、アウトドアを満
喫するチャンスが無限にあります。

この地域の冬の気温が温暖なため、年間を
通じアウトドアを楽しむことができます。
カヌーツアーに参加し、バッファロー・バ
イユーでパドルを漕いだり、ヒューストン
植物園でハイキングを楽しんだり、メモリ
アルパークでジョギングしたり、ヒュース
トン・バイシクル・プログラムで自転車を
レンタルしヒューストン市をサイクリング
で楽しむこともできます。

ダウンタウンからわずか数分のところにあ
るハーマン・パークの中では、ミラー屋外
劇場があり、プロフェッショナルによるバ
レエ公演、演劇および音楽の公演が無料で
楽しめます。

ヒューストンでの楽しみはこれだけではあ
りません。下記のサイトをご覧ください。 
VisitHouston.com/Outdoors。



 まず最初に

まずはグレーター・ヒューストン観光
局までお問い合わせください。ヒュ
ーストンへの旅のお手伝いをいたし
ます。

グレーター・ヒューストン観光局観光
部門は、ご旅行先のマーケティング・
サービスや資料をご提供するだけでな
く、旅行日程のご提案、ホテル宿泊料
金のお見積り、ツアーの予約、現地オ
ペレーターの手配、エンターテイメン
トや、お食事のご提案まで、様々なお
手伝いが可能です。

詳しい情報をお求めの方、またはヒ 
ューストンへの旅行をご検討されて 
いる方は以下のサイトまでどうぞ。 
VisitHouston.comおよ 
びVisitaHoustonTexas.com。

GHCVB 観光部門
電話番号：713-437-5200
Ｅメール:Tourism@VisitHouston.com



お気軽にご連絡

下さい。



グレーター・ヒューストン観光局

1331 Lamar, Ste 700
Houston TX 77010

713-437-5200

VisitHOUSTON.com
VistaHOUSTONTexas.com Ja
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