Presents

耳寄り！観光 NAVI
Banff
Legacy
Trail
バンフレガシートレイル

カナディアン・ロッキーの
人気ハイキング

投稿日

2017.03.07

大自然 。自分 の 足で 歩き回り、たどり着 い
た絶景はまた格別です！

Shun H さん
2016.08.20

投稿日

最初は自分で歩けるか少し不安でしたけど標識も多く
人も多かったので自分で歩けました。
このトレイルの

できるなら一年中、
この大自然の懐に抱かれて

魅力は色々な景色を眺められるところだと思います。

いたい！澄み渡った新鮮な空気、
最高の環境…。

高原のようなエリアや湖畔のエリア、
林のエリアなどを
通りました。
景色がいいのでカナディアン・ロッキーに

『バンフからすぐの
散策コース』
投稿者

ルで 迫ってくるカナディアン・ロッキー の

満足度

アウトドア派なら…ノーザン・パラダイスでしょう！

BenLar137さんの投稿写真

山 、緑 、湖 、時 には 氷 河 … 圧 倒 的 なスケー

投稿者

Adiaphoria さん

満足度

深掘り！人気スポットやおすすめツアーをトリップ
アドバイザーの口コミとともにご紹介します。

『自分で歩けて景色も最高』

『ここに住みたい！』
投稿者

海外特集で取り上げたエリアやスポットをさらに

行ったら絶対行くべきです。

Fenland
Trail
フェンランド トレイル

きりん7917 さん
投稿日

満足度

2016.07.19

ハイウエイのインターチェンジすぐの駐車場に駐車し
て、
森の中を歩くトレイルです。
途中から川沿いの道に
なり、
そこでは、
ビーバーを何か所でも見ることができ
ました。
ちょっと時間のある時に行くのにおすすめです。

nordlysMHさんの投稿写真

Squirkさんの投稿写真

Sunshine
Meadows
サンシャイン・メドウズ

『短時間で絶景堪能』
投稿者

TSND さん

満足度

投稿日

2015.08.29

つづら折りの登山道を30〜40分登ると、
尾根に出ます。
尾根上の分
岐を左に行くと、
氷河の全貌を見渡せるようになり、
その絶景はいつ
まで眺めても飽きることはありませんでした。
歩行時間が短く、
絶景
を堪能できるおすすめのトレイルです。

Jeﬀ Bさんの投稿写真

『バンフからすぐ』
投稿者
満足度

Tunnel
Mountain
Trail
トンネルマウンテントレイル

invictus0717 さん
投稿日

2015.09.07

バンフのすぐそこにあるトレイルです。小さい子も気軽に登っていまし

Parker
Ridge
Trail
パーカー リッジ トレイル

た。装備もそこまで要らず気軽に登れますので、
初心者におすすめです。
Steve Wさんの投稿写真

口コミ情報募集中！
日本ユースホステル協会では、
ユースホステルやユースゲストハウスをご利用頂いた方からの
口コミ情報を随時募集しています。
口コミはトリップアドバイザー社の提供するアプリやホーム
ページの他、
日本ユースホステル協会ホームページからも投稿が可能です。
掲載情報はTripAdvisor LLC がすべての版権を保有しています。
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アプリをダウンロードして

口コミを投稿してください！

White
Mountain
Adventures

カナディアン・ロッキーの
人気自然ツアー

ホワイト・マウンテン・
アドベンチャー

写 真 の 撮り方 を 学 ん だり、カナディアン・
ロッキーの自然や歴史などに触れたり。よ
り積 極 的 に 、カナディアン・ロッキー に 親
しめます。

Rocky
Mountain
Photo
Adventures

『サンシャイン・メドウズ・
スノーシューイング
（西洋カンジキでのハイキング）』
投稿者

ロッキー山脈
写真アドベンチャー

Morgane H さん
投稿日

満足度

2017.04.07

英語、
スペイン語、
フランス語に堪能なガイドのサムが、
いろんな
事を詳しく教えてくれます。
お陰で素晴らしい一日となりました。
景色は息を呑むほどの美しさ。
でも、
のんびりした楽しい雰囲気
に溢れています。
おすすめレストランの夕食も美味しかったです。

Lindsey Wさんの投稿写真

『友人とのハイキング』
投稿者

klee51さんの投稿写真

『文句なしの写真教室』

southwind910 さん

満足度
投稿日

投稿者

2016.08.28

ポールとエバのガイドでバンフのハイキング
を最高に楽しんできました。二人の体験談

Nature in
Focus Hiking
Co. Tours

や、
バンフのエコ・システムや歴史、
伝説に至
るまでの豊富な話題と知識でずっと楽しませ

自然を満喫、
フォーカス・
ハイキング・ツアーズ

てくれます。
まるで友人にご近所を案内して
もらったような感じです。

Bob N さん

満足度

OuelletFamilyさんの投稿写真

カナディアン・ロッキーの
人気乗馬ツアー

投稿日

2016.09.28

マーク・アンローの写真教室は文句なしです。
プロに徹したマークの指導で、
写真撮影につ
いて110％学べます。
お陰で画面の構成力が
つき、
腕がぐっと上がりました。

馬 に 乗ってカナディアン・ロッキ ーを 巡る、と
いうツアーもあります。高 いところから眺 める
カナディアン・ロッキー はまた 格 別で 、川 渡り
など、徒歩では難しい体験もできます。

『素敵な体験でした』
投稿者

vanyoshi さん

満足度

投稿日

2015.09.07

旅行代理店の日本語ガイド同行のツアーで参加しました。
乗馬経験は引
き馬程度しかありませんでしたが、
1時間しっかりと楽しめました。
日本で
は経験できないような川渡りも経験できましたし、
何より馬上からの景色

Banff Trail
Riders
- Day Rides
バンフ・トレイル・ライダーズ
− デイ・ライズ

Andy Fさんの投稿写真

（ボウ滝やバンフスプリングスホテル、
ロッキーの山々）
が最高でした。

『素晴らしいガイド、素晴らしい馬！』
投稿者
満足度

painthorsegirlさんの投稿写真

Brewster
Adventures
ブリュースター・
アドベンチャーズ

painthorsegirl さん
投稿日

2016.09.08

優しくて、気が利いて、礼儀正しくて、責任感に溢れたガイドの鏡のような
オースティンと一緒に一日、
乗馬ツアーを楽しみました。
馬は我慢強く、
足取
りもしっかりしていて、
これまでに乗った馬たちの中でも最高ランクでした。
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つづきをダウンロード

（無料）

Hostelling Magazine vol.9
まとめてダウンロード
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