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SurfCityUSA.com

公衆トイレの所在地：1) ザックス（Zack’s）の裏 2) ハンティント
ン ビーチ桟橋の北側と南側にある、ビーチ沿いの舗装され
た歩道の脇 3) 中心街のオリーブ ストリートとメイン ストリー
トにある屋内駐車場の中。
駐車場 ビーチ沿いにある公共駐車場や、中心街にある屋内
外の駐車場がご利用いただけます。中心街にある屋内外の
駐車場の料金は、場所によって異なります。ビーチ沿いの駐
車料金は 1 日あたり$15で、
日曜祭日は最高$30です。ハンティ
ントン ビーチ桟橋または市内の道路沿いにあるメーター付
き有料駐車場の料金は、1 時間あたり $1.50 です。駐車場メー
ター用の両替機の設置場所：1) メイン ストリート 200 番地、
ロッキー マウンテン チョコレート ファクトリー（Rocky
Mountain Chocolate Factory）の隣にある噴水の裏、2) フィフス
ストリート
（5thStreet）204 番地にある交番の前 一部の駐車
メーターでは、小銭の他にクレジット カードもご利用いただ
けます。
ビーチに関する情報 すべてのビーチは午後 10 時に閉鎖され
ます。ハンティントン ビーチ桟橋は深夜（午前 0 時）に閉鎖さ
れます。
ビーチ、桟橋またはピア プラザ（Pier Plaza）
では、喫煙、
アルコールやガラス容器の持ち込み、犬の同伴は禁止されて
います。犬の同伴は、
ドッグ ビーチおよび海岸にある舗装さ
れた歩道でのみ許可されます。
ファイア リングは、先着順に
誰でも無料でご利用いただけます。ビーチの売店では、
自転
車、サーフ ボード、
ブギー ボード、傘、ビーチ チェアをレンタ
ルしている他、
ファイア リング用の薪を販売しています。一部
の店舗では、サーフィンのレッスンも提供しています。遺失物
または駐車に関する問題が発生した場合は、パシフィック
コースト ハイウェイ 103 番地にあるビーチ本部をお訪ねくださ
い。(714) 536-5281
両替外国の通貨は、2カ所あるトラベレックス（Travelex）営業
所のいずれかで交換できます。South Coast Plaza, 3333 Bristol
St., Suite 1874, Costa Mesa, (714) 751-1203、Downtown Disney,
1565 Disneyland Dr., Suite 104, Anaheim, (714) 502-0811、
www.US.Travelex.com. ハンティントン ビーチ ホテルに宿泊さ
れている方は、
フロントデスクの外貨両替サービスもご利用
いただけます。
インターネット アクセス公共の図書館や一部の商業施設では、
無料の Wi-Fi を提供しています。オリーブ アベニュー 412 番地
にある UPSの店舗でも、無料のインターネット アクセスを提
供しています。(714) 960-8600
公衆電話 設置場所：1) メイン ストリート 217 番地にあるロン
グボード・パブ・アンド・レストラン（Longboard Pub and
Restaurant）の隣、2) ハンティントン ビーチ桟橋にあるサンデ
ィーズ・ビーチグリル（Sandy’s Beach Grill）の隣 3) パシフィック
コースト ハイウェイ 414 番地にあるパパ・ジョーズ（Papa Joe’s）
の隣。

公共交通機関
オレンジ郡交通局
（OCTA）オレンジ郡でのバス運行サービス:
www.OCTA.net、(714) 636-7433
メトロ ロスアンゼルスでのバスおよび鉄道運行サービス：
www.Metro.net、(323) 466-3876
ロング ビーチ トランジット ロング ビーチでのバス運行サービ
ス：www.LBTransit.com、(562) 591-8753
メトロリンクトレイン ロサンゼルス／サンタバーバラ／サン
クレメンテ／リバーサイド／オレンジ郡への運行サービス：
www.MetrolinkTrains.com、(800) 371-5465
グレイハウンド バス 全米へのバス運行サービス：
www.Greyhound.com、(800) 231-2222
アムトラック 全米への鉄道運行サービス：www.Amtrak.com、
(800) 872-7245
マイ OC タクシー (714) 588-2662
空港、その他の場所を往復するシャトルサービス:
シャトル サービス 1) スーパーシャトル（Supershuttle）:
www.Supershuttle.com, (800) 258-3826 | カーメル（Karmel）:
www.Karmel.com, (888) 995-7433 | プライム・タイム
（Prime Time）:
www.PrimeTimeShuttle.com, (800) 733-8267
サーフ レッスン 地元のプロのサーファーにサーフィンのレッ
スンを受けましょう。バンザイサーフ スクール（Banzai Surf
School）:www.BanzaiSurfSchool.com、(714) 499-3315 | コーキー・
キャロルズ・サーフスクール（Corky Carroll’s Surf School）:
www.SurfSchool.net、(714) 969-3959 | ハンティントン ビーチ・
サーフスクール（HB Surf School）:www.HBSurfSchool.com、
(714) 658-6873 | カイトサーファリ
（Kitesurfari）
（カイト サーフィ
ン）:www.KiteSurfari.com; (714) 964-5483 | マッキノン・シェー
プス・アンド・デザイン（McKinnon Shapes and Designs）
（パドル ボーディング）:www.McKinnonSurfboards.com、
(714) 377-6101 | トゥズ・オン・ザ・ノーズ（Toes on the Nose）:
www.ToesOnTheNose.com/advHyatt.html、(714) 845-4638 |
ザックス・ピア・プラザ（Zack’s Pier Plaza）:www.ZacksHB.com、
(714) 536-0215
サーフィン関連の名所
国際サーフィン博物館（International Surﬁng Museum）入
場無料。
この博物館は、サーフィンの歴史や文化の変遷を展
示しています。毎日開館、オリーブ アベニュー 411 番地、
www.SurfingMuseum.org、(714) 960-3483
サーファーの殿堂（Surfers’ Hall of Fame）ハンティントン サー
フ アンド スポーツ（Huntington Surf and Sport）の正面にある
プラザで、伝説的なサーファーの手形、足形、署名が呼び物で
す。パシフィック コースト ハイウェイ 300 番地
www.HssSurf.com/shof
サーフィン ウォーク オブ フェイム
（Surfing Walk of Fame）ジャ
ックズ・サーフボード
（Jack’s Surfboards）
の正面で、
名だたるサー
ファーを称える花崗岩の銘板が見どころです。
メイン ストリー
ト 101 番地、www.SurﬁngWalkofFame.com

