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そこは 見ぬ絶景の宝庫
ユ ー コ ようこそ !

カナダ極北の地、米国アラスカと北極海に接するユーコンは日本の 1.3倍 という途方もない広さを持つ準

州であり、そのほとんどが氷河と、氷河が作り出した手つかずの大自然そのもののネイチヤーランドです。

その雄大さは旅人の魂を揺さぶります。
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カナダ北端に位置する 3準 州のひとつで総面積は48万 3000

平方キロ。標高 5959メ ートルのマウント ローガンを最高峰と

する高い山々に囲まれていま硯 準州都は人口約 2万 5000人

ほどのホワイトホースで、2番 目の都市は ドーソン シテイの約

1500人。準州全体の人口を合わせても約 3万 4000人 という

人口希薄の地で現 準州北部、北緯 66度より北が北極圏でツン

ドラ地帯が広がりま現 19世紀後半にドーソン シテイ近くで金

が発見されたことが伝わると、世界中から金を求める人たちが

殺到しゴールドラツシユが起こりました。各地にその繁栄のよす

がを見ることができますD
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雪が降る日もあり、寒い日が続くも

のの、少しずつ日照時間が長くなり、

極地にも春がやってきます。
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木々が色づき始め、1日 1日 と冷え

込むようになります。極地ならではの

ツンドラの紅葉が見もの。夜が長く

なってくるので、オーロラが見えるこ

ともあります。
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日照時間が1年のうちでもっとも長

い時期で、北部は白夜となります。
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ユーコンのもっとも長い季節。内陸

部ではかなり気温が下がることもあ

ります。降雪量も多く、大ぞり、スノー

モービルなどの各種ウインター・アク

ティビティが楽しめます。夜の時間

が長くなるのでオー回ラ観測にはもっ

とも適した季節でもあります。



みどころ

果てしなく広がる手つかずの大自然がユーコン最大の魅力。原

野を貫くハイウェイを行けば、どこを訪れてもその雄大さに息を

飲むほど。

準州都でユーコン最大の都市。バンクーバーからの航空便が乗

り入れ、カナダと米国アラスカ州を結ぶアラスカ ハイウェイが

走り、ユーコン観光の玄関口となりますDゴールドラッシユの頃を

展示したマックブライト博物館、ドーソン シティまでクロンダイ

ク川を行き来した外輪船SSクロンダイク号、美しいマイルズキャ

ニオンがみどころ。                    ・

ホワイトホースの北、約540キ ロメートルにある世界遺産に指

定された準州第2の街。ゴールドラッシユの頃は西部カナダ最大

の町として栄え、今も当時のたたずまいを残し、古き良き時代の

カジノや劇場もありま硯 緯度が高しヽため、夏至の頃は自夜とな

ります。

ユ■‐コン観光|のハイライト

ユ‐コンを満喫するお勧めコ‐スは「コ:―ルデン・サTIクル・ルー

ト
|メ11亀ZttLつ已負亀堪1:,;要劣:ラ|`イス1呵亀猛ダ

キャグウェイヘ向かいま現 途中から千尋の谷を行くスリリング

な観光鉄道、ユーコン&ホワイトパス鉄道に乗るのも良いでしよ

う。国境を越えて米国アラスカ州スキャグウiイ ヘ入ると、そこ

はゴールドラツシユの歴史に刻まれた港町。ここからヘインズま

では美しいフィコルド海岸を行く1日寺問ほどの船旅で魂 陸路に

戻り、ヘインズ ジャンクシヨンまでのチルカット峠を越える道の

周辺は野生動物の宝庫:再 |びカナダに入ると、クルアニ国立公園

帰還。1周 586キ Elメニトル(1約 5由簡め少ラーシド当■スき魂 ‐

準州南西部、米国アラスカ州にまたがる山岳国立公園。世界遺産

に指定。標高 2500メ ートルを超える山脈の中には広大な氷河

が数多く存在し、遊覧飛行で見ることもできま魂 標高5959メ ー

トルのマウント・ローガンはカナダ最高峰。

ドーソン シティの南 40キ ロメートルの地点とノースウエスト準

州のイヌビツクを結ぶ全長 736キ ロメートル、カナダで唯―の

北 1077圏 をまたぐ壮大なデンプスター ハイウェィがテュームストー

ン準州立公園を貫きま視 8月 中旬から9月 にかけては患を飲

むほどのツンドラの紅葉が広がりま魂

ユーコンのオーロラ

極北の地ユーコンではオーロラを見ることができますЭオーロラ

は冬のみならず完全に太陽が沈む夜があり、天候などの条件が

揃えば秋から春のいつでも観 )貝」することができま現 観測に最

適な照明の少ない湖畔や山間のロッジなどで行なう観 )貝」ツアー

もありますЭ



ユーコンヘのアクセス

成田からエア・カナダか」ALの直行便でバンクーバーヘ。

バンクーバーからホワイトホースヘはエア カナダとエア・

ノースが 1日 4便、所要 2時間 25分 で結び、成田からは

バンクーバー経由の割引運賃がありますDまたアルバータ

州のカルガリーやエドモントンからの運航もありますD

|1/

′ ‐ 1 1
Legend

OQロロG″ kヽon

☆ Capital city― A aSka

ユーコン内の交通

広い面積にもかかわらず公共交通機関は極めて限られ

ますDホワイトホース～ドーソン シテイ間にはエア ノー

スが 1日 1便 (土 日運体)、 所要 1時間 15分。レンタカー

もありますが極地でのドライブとなるため、十分な情報

入手を心がけましょう。少人数の旅ならホワイトホースで

ミニバンをチヤーターできます)
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:I露 1枕kon        都市や主な町にはホテル、モーテルがありますがベッド

数は限られており、季節営業のところもあるので予約は

必須で現

ユーコン旅行情報

冬のオーロラツアーを除いて 日本発着の大手旅行会社

のパツケージツアーは多くはありません。ハイキングや力

ヌーなどのパッケージツアーは専門の旅行会社が販売し

ていますЭ旅慣れた人には、自由度の高い個人 (オーダー

メイド)旅行の方がお勧め。旅行情報はユーコン準州観
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ホームページ

かユーコン準州観光局日本語

|■ |■  をご覧下さい。
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