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State of Illinois

スマホを持って出かけよう！
イリノイ州のインスタ映えスポット20選

旅行して写真を撮ったらソーシャルメディアを通じて旅行体験をシェアするというスタイルは、近年すっかり定着しました。イリノイ州では、州が
誇る自然美や庭園の壮大な景色や歴史地区など、有名な景勝地から知られざるスポットまでを20箇所リストアップしました。
旅行シーズンのツアー造成に是非ご活用ください。

イリノイ州観光局
州議事堂の円形ドーム型ロタンダは
カラフルなガラスがはめ込まれてお
り、美しい建物として有名です。イン
スタ映えしない写真を撮る方が難し
いでしょう。

イリノイ州議事堂ロタンダ
(スプリングフィールド)

岩石層の絶景と景観の良いハイキン
グコース、さらに珍しいワイルドライ
フの生息地でもあるマッティーセン
州立公園は絶好のフォトスポットと
して人気です。

マッティーセン州立公園
(オグリズビー/スターヴドロック・カントリー)

シカゴの人気観光地。ネイビー・ピアには
カラフルな大観覧車があります。観覧車に
乗ってミシガン湖を一望してください。眼下
に広がる街の風景は一生忘れない思い出
の一枚となるでしょう。ネイビー・ピアでは
花火大会やフェスティバルなど数々のイベ
ントが開催されるので、要チェック。

ネイビー・ピア 
(シカゴ)

アメリカ有数の農耕機具メーカー、
ジョン・ディア社の本社にあるパビ
リオンはビジターセンターとして一般
の人たちが自由にジョン・ディア社
製品を体験することができます。日
本ではお目にかかれない巨大耕耘
機などの運転席で「はい、ポーズ！」

ジョン・ディア・パビリオン
(モーリン)

ザ・モートン・アーボリータムは1700エー
カーという広大な樹木園。園内の巨大ト
ロールの像と一緒に記念撮影を忘れず
に！

モートン・アーボリータム
(リスリー)

 ガーデン・オブ・ザ・ゴッド
 (ショーニー国有林、へロッド）7

大自然の織り成すナチュラルワンダー、岩石
層が目を見張るガーデン・オブ・ザ・ゴッドは
ショーニー国有林で最も有名なサイトです。

© notorioustjv

© nckstagram

© brettrexilius

© mtaylor0812

© The Illinois Office of Tourism

© The Illinois Office of Tourism

北米屈指の本格的な日本庭園と数奇屋造
りの家屋。茶室ではお茶会が開かれたり、
広大な庭園の敷地内ではヨガ教室が開催
されたりと、日本文化を親しめる絶好の場
所です。シカゴから１時間半のドライブで
気軽に訪れることができます。

© alexrfung

アンダーソン日本庭園
(ロックフォード) 1

シカゴのミレニアムパークにある観光地の
アイコン。通称「ザ・ビーン」と呼ばれていま
す。シカゴを訪れたら、必ずと言って良いほ
ど、このオブジェの前で写真を撮る機会が
あるでしょう。

 クラウドゲート
(“ザ・ビーン” シカゴ)

© steph_direnna
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15 スカイデッキ・シカゴ「ザ・レッジ」
(シカゴ) 20

シカゴの見どころの一つでシカゴで最も高い
ビル、ウィリスタワーのスカイデッキにある
「ザ・レッジ」。まるで地上400メートルの上
空、103階の空中に浮かんでいるかのように見
えることで人気のフォトスポットです。

© amroshe

絶叫ライドなどが揃う遊園地。色とりどりの
ジェットコースターや30以上のウォータース
ライドが楽しめるハリケーンハーバーが人気
です。今年登場したマックスフォースでの絶
叫動画の自撮り映像はソーシャルメディア
で大人気！

シックス・フラッグス・グレートアメリカ 
(ガーニー)

© thao.cx

19

アメリカ建築の巨匠、フランク・ロイド・ライト
建築の一つで、フランク・ロイド・ライト・トレイ
ルにも含まれているツアースポットです。ループ
地区にあるルッカリーは、1888年に、ダニエル・
バーナムとジョン・ウェルボーン・ルートによっ
て設計され、1905年、ライトがロビーの改修を
手がけました。ライトコートや有名な螺旋階段
はツアーに参加すると見学できます。

ザ・ルッカリー
(シカゴ)

© pseumi

18

ヤギの酪農ファーム、プレイリー・フルー
ツ・ファーム＆クリーマリーの手作りチー
ズやアイスクリームは地元で人気です。特
に、チーズは数々の賞を受賞しているほ
ど。ファームでヤギと一緒にヨガクラスに
参加したり、アイスクリームを片手にのん
びりとリラックスしたひと時を過ごした
り、思い思いの時間を過ごしてください。

プレイリー・フルーツ・ファーム
＆クリーマリー(シャンペーン)

© marlachicago

17

アメリカのマザーロードである国道66
号線（通称ルート66）の有名なアイコ
ン。憧れのドライブコースを旅したら、
必ずポンティアック・ビジターセンター
に立ち寄り、レンガ壁に描かれた壁画
と記念撮影をしましょう。© The Illinois Office of Tourism

ポンティアック・ビジターセンターの
ルート66壁画 (ポンティアック) 16

スプリングフィールドにあるエイブラハム・リンカーン・プ
レジデンシャル・ライブラリー博物館に2019年5月22日に
登場したのがリンカーンの巨大像です。
ペンシルバニア州ゲティスバーグの国立軍人墓地の奉献
式で行われた「人民の、人民による、人民のための政治」
一節が有名なリンカーン演説を記念して建てられたリン
カーン像の巨大版が、スプリングフィールドに登場したの
です。リンカーンの隣には私たち現代人を代表する一般
人がゲティスバーグの演説の台本を持って立っています。

ジャイアント・リンカーン像
　　 (スプリングフィールド）

© The Illinois Office of Tourism

8

アエリー・リゾートに2019年6月1日
にオープンしたリフト＆ゴンドラ。グ
ラフトンの町、ミシシッピ川、そして
近隣のペレ・マーケット州立公園を
眼下に見下ろす絶景が楽しめます。

グラフトン・スカイ・ツアー
 (グラフトン)

© Great Rivers and Routes

9

ガリーナのダウンタウンの目抜き通
りで道の両側にはブティック、アン
ティークショップ、ギャラリー、レスト
ランなど125軒以上が建ち並びま
す。アイスクリームを片手に街の散
策をすれば、お気に入りのスナップ
ショットが何枚も撮れそう。

ヒストリック・メイン・ストリート
(ガリーナ)

© serendipitysquare

10

ミシガン湖の湖畔にある寺院。
1953年に40年以上をかけて建立さ
れたバハイ・ハウス・オブ・ウォー
シップは美しい庭園や噴水に囲ま
れた教会です。135フィート以上も
あるドーム型のオーディトリアムは
国家歴史登録財にも指定されてお
り、訪れるものを和ませます。

バハイ・ハウス・オブ・ウォーシップ
(ウィルメット)

© remo_daut

2

ショーニー・ナショナル・フォレストにある
自然美を誇るレクリエーション・エリア。サ
ンドストーンに囲まれた秘境地にひっそり
とある湖は写真家を魅了してやみません。

ベル・スミス・スプリングス
(ショーニー国有林)

© seitzie

3

イリノイ州南部地区（サザン・イリノ
イ）にある州立公園。オハイオ川を
見渡せる丘にある石灰岩でできた
洞窟は長い間をかけてできた自然
の創造物です。

ケイブ・イン・ロック州立公園
(ケイブ・イン・ロック)

© alexrfung

4

バラ園や日本庭園など実に27種類
のガーデンが貴方を迎えてくれま
す。一年を通して色んなイベントや
プログラムもあり、憩いの場として
市民に愛されています。四季折々の
景観を楽しむことができます。

シカゴ・ボタニックガーデン 
(グレンコー)

© nwmyers
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