JUCY で行くグランドサークル 8 日間
(グランドキャニオン、モニュメントバレー、ブライスキャニオン、ザイオンとホワイトポケット）
人気のグランドキャニオンをはじめとした一度は訪れたいアメリカ西部の代表的な国立公園やナショナル
モニュメントに、今一番注目を浴びているザ・ウェーブのあるバーミリオンクリフ・ナショナルモニュメント
のホワイトポケット・ハイキングを加えたグランドサークルを満喫した後、人気の都市ラスベガスにも滞在
する 8 日間のモデルプランです。
発着地/滞在地

1

ロサンゼルス

午後

↓
バーストー

夕刻

スケジュール
ロサンゼルスからバーストーまで
JUCY（ジューシー）ロサンゼルス営業所にてチェックインと利用方法の説
明を受けて出発
ロサンゼルスから 2 時間ほど走ってバーストーの RV パークに宿泊
途中、スパーマーケットに寄って旅行中の食料の買出し
RV パークに到着後は、夕食の準備
初日は、慣れないので結構忙しく感じるでしょう。
【バーストー泊】
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バーストー

午前

↓

グランド
キャニオン

午後

バーストーからグランドキャニオンへ
バーストーを出発後、40 号線に入りグランドキャニオンまでの長丁場で
す。途中、ルート 66 を回りたい方は早朝出発するくらいの覚悟が必要で
す。（約 400 マイル/650km）バーストーから一部インターステートハイウ
ェイ 40 号線に沿っているルート 66 は、バグダッドカフェ、ロイズモーテ
ルなどルート 66 の繁栄時代をそのまま維持しているポイントもあれば、
オートマン、セリグマン等往時を偲んで懸命に街全体を維持しているとこ
ろもあり、何箇所かは立ち寄ってみてください。
ウィリアムズを過ぎ、グランドキャニオンへ
グランドキャニオンを見下ろした感動は一生忘れることのない思い出とな
るはずです。RV パークはグランドキャニオン国立公園内にもあります
が、予約が取れないときもありますので、その場合は手前のツサヤンがい
いでしょう。グランドキャニオンの夕日も朝日と共に絶景です。日の出、
日の入りの時刻を予め調べて是非このチャンスをお見逃しなく。
【グランドキャニオン泊】
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モニュメント
バレー

午後

グランドキャニオンからモニュメントバレーへ
モニュメントバレーまで約 190 マイル/300km の行程です。3 時間くらいで
到着しますので、朝早く起きてグランドキャニオンの朝焼けを見て、マー
サーポイントやヤバパイポイントあるいはエルトバホテルなど見逃しては
ならないポイントを見てから出発です。
グランドキャニオンからは東進し、デザートビューポイントで再度グラン
ドキャニオンを見納めしたら東ゲートを出て、ナバホ族の居留地ナバホネ
ーションを通りながらモニュメントバレーに向かいます。
ナバホ族の多く住むカイエンタからは 163 号線を北上し、30 マイル弱で
モニュメントバレーに到着。モニュメントバレー到着の前にモニュメント
パスを超えて前方に広がる景色は一生忘れることのない景色となるはずで
す。
【モニュメントバレー泊】
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モニュメントバレーからレークパウエルへ
モニュメントバレーでは是非午前中にバレーの中に入るツアーに参加して
みて下さい。アメリカの原風景ってここかなと思える郷愁を感じるのはど
うしてでしょうか。お昼に名物のナバホタコスを食べた後はレークパウエ
ルに向かいます。
アンテロープキャニオンはローアーとアッパーの 2 箇所にそれぞれ入口が
あります。水と風が造形した不思議な空間アンテロープキャニオンのどち
らか一つは是非訪れてみてください。
今日の宿泊地はペイジの町を過ぎ、グレンダムを超えて湖沿いに右折した
先のワーウィープマリーナになります。
【レークパウエル泊】
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レークパウエルからカナブの町へ
レークパウエルを西進し、カナブの町へ
バーミリオンクリフ・ナショナルモニュメントのガイドと合流し、ガイド
の車に乗り代えてホワイトポケットをハイキングします。
一日 20 名の入場制限をしているザ・ウェーブ（The Wave）で一躍有名に
なったバーミリオンクリフですが、入場制限のないホワイトポケットもそ
れに匹敵する絶景が楽しめます。グランドサークルにありながら、通り過
ぎるにはもったいない、他の国立公園とは趣の異なった秘境の地を是非訪
れてください。
ハイキングを終えた後はカナブの町から 30 分ほどのコーラルピンク砂丘
公園に足を伸ばしてみるのもいいでしょう。
【カナブ泊】
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カナブからラスベガスへ
カナブを出発し、ブライスキャニオン国立公園へ
公園内のナバホ・ループトレイルは一周 2km 強なので 1～2 時間で気軽に
絶景を楽しめます。
ブライスキャニオン国立公園を過ぎて、西にほぼ隣接するザイオン国立公
園を訪れます。途中の駐車場に JUCY を停めて、時間の許す限り楽しんで
下さい。トレイルはたくさんありますが、時間的に厳しいので、公園内を
走るバスの車窓からの眺めでも十分楽しめます。
大自然を大いに堪能した後は、エンターティメントの街ラスベガスへ向か
います。テーマ別に趣向を凝らしたホテル、カジノ、ショー、お食事、シ
ョッピングなど、楽しみ方が盛りだくさんです。
【ラスベガス泊】
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ラスベガス
↓
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ラスベガスからアナハイムへ
およそ 300 マイルの行程、5～6 時間かかります。ラスベガスからロサン
ゼルス近郊までひたすらインターステートハイウェイ 15 号線を南下しま
す。途中、ベーカーやバーストーで休憩しながらアナハイムに向かってく
ださい。ラスベガス出発前にガソリンを満タンにするなどガソリンスタン
ドが少なくなりますのでご注意ください。
渋滞を避けるために夕方までにアナハイムに到着するのがいいでしょう。
ここからディズニーランドまでは車で 10 分程度の距離です。
【アナハイム泊】
アナハイムを出発。JUCY の返却です。

8

午前
アナハイムから JUCY（ジューシー）ロサンゼルス営業所までは約 30 マイ
アナハイム
ル（48km）ですが、午前中は渋滞が予想されますので余裕をもって出発
↓
してください。
ロサンゼルス
※上記発着時間は目安となります。

モデルプラン詳細
出発地：カリフォルニア州ロサンゼルス
出発日：月・火・水・木・金曜（ 5/23, 5/30, 6/27, 7/4, 8/29, 9/5, 11/24 は除く）
参考代金：1,033 ドルより/ 1 台 （6 月出発）、676 ドルより/ 1 台 （2017 年 2 月出発）
代金に含まれるもの
JUCY（ジューシー）レンタル料金（8 日間）、レンタル期間中の車両並びに損害保険、走行距離の無制限、調
理用器具および食器類、パーソナルキット（寝具およびタオル類）
※走行中のガソリン代、RV パーク・キャンプ場料金またはホテル宿泊料金、食事、日程に記載された入場
料・入園料などは含まれません。
利用予定ホテル
各都市 ご希望の RV パーク、キャンプ場、ホテルなどお客様ご自身でご予約ください。
ご注意
※参考代金は、出発日・予約状況によって異なりますので、お問い合わせください。
※RV パーク、キャンプ場、またはホテルの予約は、お客様ご自身で行なってください。
※運転者の資格は、レンタル開始日において 21 歳以上であることと、運転免許証（母国ならびに国際免許証）
が必要となります。また運転経歴はレンタル開始日において少なくとも 1 年間を経過していることが必要です。
※JUCY レンタルのロサンゼルス営業所の営業日・営業時間は、月曜～金曜の 9am～4:30pm、土曜日は 9am～
12pm となります。日曜および Easter Sunday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day,
Christmas Day, New Year’s Day はお休みとなります。
※ピックアップ時間は月曜～金曜は 1pm～3pm、土曜日は 9am～11am、返却時間は月曜～土曜は 9am～11am
となります。営業時間内でこの時間以外でのピックアップ並びに返却をご希望の場合は追加料金として$55 か
かります。料金は予告なしに変更になる場合がありますので、お支払い時にご確認ください。
※JUCY の通常のレンタルでは米国内での運転に必要な法定責任補償保険に自動的に入っておりますが、当社
を通してレンタル契約をする場合はこれに加えて SLI（追加自動車損害賠償保険）の最高 1 million dollars まで
の損害補償と CDW(自損事故補償）も含まれております。
※レンタル契約時には$500 のボンドが必要となります。保険でカバーされない事故等の補償に必要となりま
すが、レンタルが完了後、必要でなければボンド額は返金されます。ボンドはレンタル時にクレジットカード
に請求されます。
※レンタル期間中での事故等で修理が必要な場合でかつ$75 以上修理費がかかる場合は、JUCY の緊急連絡先に
必ず事前にご連絡ください。
※行程内容や所要時間は交通状況や現地事情により変更になる場合があります。
変更・キャンセル料金
お申込みと同時に 20%のデポジットが必要となります。このデポジットはノンリファンダブルで取消が発生し
た場合でも返金されません。ご利用開始日より起算して 30 日前以降の取消は全額の取消料金がかかります。
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