ENJOYILLINOIS.JPで旅の予定をたてましょう！

イリノイ州公式トラベルガイド
ENJOYILLINOIS.JP

シカゴ

365日24時間、にぎやかで活気に満ち
たワールドクラスの都市へようこそ。
超高層ビルが立ち並ぶ、目を見張るようなスカ

イラインを背景に、紺碧のミシガン湖畔に位置
する活気あふれる都市、シカゴ。ダウンタウン

の文化的行楽地でアートに触れたり、世界的に

有名なミュージアムを堪能することもできます。
歴史豊かなシアターでブロードウェイショーを

観劇しても、大観覧車センテニアル・ウィールに
乗って市街を一望しても良いでしょう。マグニフ
ィセントという言葉がぴったりな、1マイルにわ
たり立ち並ぶ格調高いデザイナーストアで、午

後はショッピングを楽しみましょう。湖の風景

を満喫しながらサイクリング、あるいは砂浜でリ
ラックスしたり。そして、名物のディープディッシ
ュ・ピザから、食通をもうならせるミシュランの

星付レストランまで、ありとあらゆる味覚が楽し
めます。シカゴには楽しみが目白押しです。

もりだくさんの驚きと感動
• ミシガン湖

• スカイデッキ・シカゴ

• レイクフロント・トレイル

• 360 Chicago

• ノースアベニュー & オーク
ストリートビーチ

• マグニフィセントマイル

• ネイビーピア

ミレニアムパークのクラウドゲート

• ミレニアムパークのクラウ
ドゲート
• リンカーンパーク動物園

• シカゴリバーウォーク
• バッキンガム噴水
• 606 トレイル
• マギーデイリーパーク

• シカゴヘリコプター体験

ネイビーピア

スカイデッキ・シカゴ

ミシガン湖
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シカゴの
建築

新しい角度から目がくらむほど眩
しい都市を見る
シカゴは、
ミース・ファン・デル・ローエやダニエ

ル・バーナム（初の超高層ビルの設計者）など、

伝説の建築家の手による素晴らしい建築物と美

しいスカイラインで世界的に知られています。

そして、
こうした建築を間近で見る方法もたくさ
んあります。珠玉の建築物が集う街並みの中心

を、音声ガイド付きリバークルーズで遊覧してみ

ましょう。湖畔に沿ってセグウェイを走らせたり、
バイクハイキンググループに参加することもで

きます。曲がりくねったシカゴ川で、パドルを漕

いでカヤックを楽しむのも良いですし、昔ながら
の乗り降り自由なトロリーに乗って行きたい場
所を訪れても良いでしょう。

もりだくさんの驚きと感動
• シカゴ建築財団の
リバークルーズツアー
• シカゴセグウェイツアー
• ボビーズ・バイクハイキング
• アーバン・カヤック
• シカゴトロリーツアー

ボビーズ・バイクハイキング

CAFリバークルーズ

• ビッグバスツアー・シカゴ

歴史豊かなウォータータワー
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• バイク & ロール・シカゴ
• 湖岸観光
• シカゴカルチャーセンター/
ティファニードーム
• 歴史豊かなウォータータワー
& ポンプ場
• フランク・ロイド・ライトの
ロビーハウス
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シカゴの
美術館

充実した展示の美術館や博物館
をお見逃しなく。
シカゴには世界有数の美術館があります。モ

ネ、ピカソ、
ウォーホルの傑作が一度に鑑賞でき

るすばらしい街です。現代彫刻が並ぶ、緑豊か

なテラスガーデンを散策しましょう。湖畔の博物
館では、イルカが涼しげな真っ青のプールで飛

び跳ねるのを見たり、凶暴なT.レックスの横を恐

る恐る通り過ぎたり、エジプトのお墓を探索した

り。そして最先端のスカイシアターの座席から

宇宙へ飛び立ちましょう。あるいは、大科学博物

館へ行って、地下の炭鉱を乗り物に乗って探検し

たり、潜水艦の内部を調べたりはいかがですか？

もりだくさんの驚きと感動
• シカゴ美術館
• シカゴ現代美術館
• シェッド水族館
• フィールド自然史博物館
• アドラー・プラネタリウム
• シカゴ科学産業博物館
• シカゴ歴史博物館
• ドライハウス・ミュージアム

フィールド自然史博物館

シカゴ美術館

シェッド水族館

シカゴ化学産業博物館
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• ドゥサブルアフリカ系
アメリカ人歴史博物館
• ペギー・ノートバート
自然博物館
• 国立メキシコ美術博物館
• シカゴ子供博物館
• Go Chicago カード
• CityPass Chicago
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シカゴの
スポーツ

シカゴの優勝チームを応援しまし
ょう。
スポーツファンのあなたにシカゴはぴったり

の都市。
メジャー優勝経験を持つシカゴの2球
団が街の南北両端で行う野球の試合では、超

人的なホームランや夜空に輝く花火が見られ

ます。ユナイテッドセンターに出かければ、
日

によってバスケットボールの試合で選手がみ

せる卓越した運動能力や、
アイスホッケー選手
の超高速の動きを鑑賞することができます。あ

るいは美しい湖畔のスタジアムの芝生の上で

繰り広げられるアメリカンフットボールのアク

ションを目の当たりにしたり、ホームフィールド

ならではの、ペースの速いサッカーゲームに歓
声を送りましょう。

もりだくさんの驚きと感動
• シカゴ・カブス 野球
• シカゴ・ホワイトソックス
野球
• シカゴ・ブルズ
バスケットボール
シカゴ・カブス

• シカゴ・ベアーズ
フットボール
• シカゴ・ファイアー サッカー
• シカゴランド・スピードウェイ
で開催されるオートレース

• シカゴ・ブラックホークス
ホッケー

写真提供：Choose Chicago

シカゴ・ブラックホークス

写真提供：シカゴ・ブラックホークス

シカゴ・ベアーズ

写真提供：Choose Chicago

シカゴ・ブルズ

写真提供：シカゴ・ブルズ
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シカゴの

エンターテイ
メント
シカゴのナイトライフを探索。

毎晩休みなく劇場がライトアップされるシカゴ

で、退屈することは絶対にありません。歴史のあ

るダウンタウンの劇場街でブロードウェイショ

ーを鑑賞しましょう。未来のスターコメディアン
たちの即興で笑ったり、
ブルーマン・トリオの思

いもかけない騒動に驚いたり。ただし、ポンチョ

なしで最前列には座らないように（本当に！）。国

内最高のブルース音楽を生で聴くのも良いでし

ょう。あるいは喧騒を抜け出して、悪名高い禁酒
法時代の過去を持つ、隠れ家的なジャズクラブ

で、官能的なキャバレー歌手の歌声に耳を傾け

ましょう。

もりだくさんの驚きと感動
• シカゴのブロードウェイ

• グリーンミル・ジャズクラブ

• シカゴ劇場

• アンディーズ・ジャズクラブ &
レストラン

• セカンドシティ
• ブルーマングループ
• バディ・ガイレジェンド

ミシガンアベニュー

• ハウス・オブ・ブルース
• キングストン・マインズ

ブルーマングループ

シカゴ劇場

写真提供：Choose Chicago

• キットカット・ラウンジ &
サパークラブ
•ミ
 レニアムパークのジェイ・
プリツカー・パビリオン

• B.L.U.E.S.

• シカゴシンフォニー
オーケストラ

• ブルー・シカゴ

• リリック・オペラ・オブ・シカゴ
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シカゴの
ダイニング
食い倒れの街、シカゴ。

グルメなあなたにとって、シカゴはグルメ天

国です。最上級の腕前と豊かな才能を誇る、
こ
の街のミシュランスターシェフが提供する素

晴らしい食事をお楽しみください。
シカゴ生ま

れの厚くてチーズたっぷりのディープディッシ

ュ・ピザをおいしくいただきましょう。軽食に

はホットドック。玉ねぎ、薬味、
トマト、ピクルス

スピア、
スポートペッパー、マスタードを盛り

付けた、
まさに芸術のような逸品です（ケチ

ャップは付けないで）。そして、煎りたてのポッ

プコーン売り場の列に並んで、甘いキャラメル

と塩味のチェダーチーズがミックスした、
とろ
ける口当たりをお楽しみください。

もりだくさんの驚きと感動

Shanghai Terrace

The Publican

Lou Malnati’s Pizzeria
写真提供：Choose Chicago

Lula Cafe

• Alinea

• Lou Malnati’s Pizzeria

• Au Cheval

• Lula Cafe

• Berghoff Restaurant

• North Pond

• Blackbird

• Pequod’s Pizza

• Boka

• Piccolo Sogno

• Garrett Popcorn Shops

• Pizzeria Uno

• Gibsons Bar & Steakhouse

• Portillo’s

• Gino’s East

• The Publican

• Giordano’s

• Shanghai Terrace

• Girl & the Goat

• Spiaggia

• Grace

• Topolobampo

• Longman & Eagle

• Tru
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シカゴで
ショッピング

シカゴの高級ブティックやおしゃれな
デザイナーブランドのショッピング。
思い切りショッピングをしたいあなたに、
シカゴ

とその近郊は最高にぴったりな場所です。マグ

ニフィセントマイルとして知られるノースミシガ

ンアベニューで、終日たっぷりショッピング。旗艦
店が並ぶ美しい大通りや、高級ブティックが入っ

ている高級ショッピングモールを散策しましょ

う。マグマイルのすぐそばには、
ファッション業

界の有名店があるオークストリートです。
ステー

トストリートでは、
ダウンタウンの歴史的建造物
の中におしゃれなお店が入居しています。びっ

くりするほどお買い得なデザイナーズ商品を見
つけるには、郊外までちょっと足を伸ばして、各

地区最大のアウトレット・モールへお立ち寄りく
ださい。

もりだくさんの驚きと感動
• マグニフィセントマイル
• オークストリート
• ステートストリート
• ウォータータワープレイス
メイシーズ・ステートストリート店

写真提供：Choose Chicago

• 900 ノースミシガンショップス
• ノースブリッジの店舗
• ガーニーミルズ、
ガーニー

マグニフィセントマイル
写真提供：Choose Chicago

ファッション・アウトレット・オブ・シカゴ
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• ウエストフィールド・オールド・
オーチャード、
スコーキー
• ウッドフィールドモール、
ショームバーグ
• ファッション・アウトレット・
オブ・シカゴ、ローズモント
• シカゴ・プレミアム・アウトレッ
ト、オーロラ
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シカゴ
近郊

街を出て、まったく新しい
発見をする。
かわいい花々が咲き誇る植物園で季節の

美しさに感動したり、樹木の生い茂る州立
公園をハイキングしたり、水しぶきをあげ

る滝を探索したり。
ドキドキするようなジ

ェットコースターに乗って、巨大なウォー

ターパークで水遊びしましょう。風を切っ

てスピードウェイを走るレーシングカーを

応援して、一日を過ごすこともできます。偉

大な建築家フランク・ロイド・ライトやミー

ス・ファン・デル・ローエがデザインした歴
史ある家を見学するのも良いでしょう。
リ
バーサイドの博物館では恐竜に出会うこ

とができます。
アメリカの初の国家遺産地
区であるI & M運河の散策や、夜にはコン

サートの鑑賞や、エキサイティングなカジ

ノでの運試しも楽しめます。

スターヴド・ロック州立公園、
ユーティカ
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アンダーソン日本庭園、
ロックフォード

もりだくさんの驚きと感動
• バーピー国立歴史博物館、
ロックフォード

• MB フィナンシャルパーク・アット・
ローズモント、ローズモント

• アンダーソン日本庭園、
ロックフォード

• フランク・ロイド・ライト・ホーム &
スタジオ、オークパーク

• フランク・ロイド・ライトによる
ローレンハウス、ロックフォード

• ブルックフィールド動物園、
ブルックフィールド

• シックスフラッグス・グレートアメリ
カ & ハリケーンハーバー、
ガーニー

• モートン植物園、
リスレ

• キーライムコーブ・インドア・ウォー
ターパーク・リゾート、
ガーニー
• ラビニアフェスティバル、
ハイランドパーク
• シカゴ植物園、
グレンコー

• ファンズワース邸、
プラノ
• シカゴランド・スピードウェイと
ルート66レースウェイ、
ジョリエット
• I & M運河国家遺産地区
• スターヴド・ロック州立公園、
ユーティカ

• バハイ・ハウス・オブ・ウォーシップ、
• スカイダイブ・シカゴ、オタワ
ウィルメット
• リバースカジノ、デスプレーン

シカゴ植物園、
グレンコー
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ファンズワース邸、
プラノ

フランク・ロイド・ライト・ホーム＆スタジオ、
オークパーク

ルート
66

歴史豊かなルート66を旅し
て、ノスタルジックなアメ
リカ文化の一面に触れる。

シカゴを起点にサンタモニカまで全国を
横断する、
この多くの物語を持つイリノ

イ州の道では、時間が心地よく止まって
いるかのようです。
このマザーロードの

探検に出かけましょう。笑顔の宇宙人や

巨大なケチャップボトルなど、一風変わっ
た道端の撮影スポット
（インスタにぴった

り！）で、ルート66の魂を生き生きと守り続

けるフレンドリーな人々に出会えるでしょ

う。時代を語る素晴らしい品々でいっぱい
の博物館に足を伸ばしたり、自家製スペ

シャルを提供する美味しいレストランに

立ち寄ってみましょう。そして、ロードトリ

ップがアメリカを知るための手段だった
時代の、いろいろな伝説に耳を傾けてく
ださい。

歴史豊かなルート66
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コージードッグ・ドライブイン、
スプリングフィールド

もりだくさんの驚きと感動
• 歴史豊かなルート66
• バッキンガム噴水、
シカゴ
•ル
 ー・ミッチェルズ・レストラン、
シカゴ
• ジョリエット・エリア歴史博物館、
ジョリエット
•リ
 アルト・スクエア劇場、
ジョリエット
• ジェミニジャイアント、
ウィルミントン
• アンブラーズ・テキサコ給油所、
ドワイト
• スタンダード給油所、オデル
• イリノイ・ルート66・ホール・オブ・
フェイム博物館、ポンティアック
• ポンティアック-オークランド自動車
博物館, ポンティアック

• クルージング・ウィズ・リンカーン
on 66 ビジターセンター、
ブルーミントン
• パームズ・グリル・カフェ、
アトランタ
• ポール・バニアン・ホットドッグ像、
アトランタ
• 世界最大のほろ馬車、
リンカーン
• コージードッグ・ドライブイン、
スプリングフィールド
• オリジナル・ブリック・ロード、
オーバーン
• アリストン・カフェ、
リッチフィールド

イリノイ・ルート66博物館、ポンティアック

• ヘンリーズ・ラビット・ランチ、
ストーントン
• 世界最大のケチャップボトル、
コリンズビル
• チェーン・オブ・ロックスブリッジ、
マジソン
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スタンダード給油所、
オデル

ジェミニジャイアント、
ウィルミントン

メイドイン

イリノイ
イリノイ州のクリエイター・
職人・芸術家に出会う。
州内のあらゆるタイプのユニークなレス

トラン、醸造所、職人を訪ねて、イリノイ
州の職人の魂に直接触れてみてくださ

い。手作りビールと少量生産のバーボン

を味わい、ガラス吹き職人が作る見事な

花瓶を見て、
シェフが自らの手で収穫した
材料で作る料理に舌鼓を打ちましょう。

「より大きなものがより良いものだ」
と信

じるアーティストの、特大の作品を見てく
ださい（まず手始めは、世界最大の風鈴

やロッキングチェアから）。古い時代の技

術を使って水に浮かぶ芸術作品を作り出

す、
ミシシッピ川のそばのカヌー職人を訪
れるのも良いでしょう。

ブローム・ブラザーズ・ディスティリング、
ガリーナ

写真提供：Garth Fuerste
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トラアソン・グラス、
ピオリア

スティーブ・メドウズ・フォークアート・
ギャラリー、パレスタイン

もりだくさんの驚きと感動
• ブローム・ブラザーズ・ディスティリ
ング、
ガリーナ

• ファンクスグローブ・ピュアメイプル
シロップ、
シャーリー

• ロックフォード・アートデリ、
ロックフォード

• カスタムカップ・コーヒー、
スプリングフィールド

• ウイスキー・エーカーズ・ディスティ • オーベッド & アイザック・マイクロ醸
リング Co.、デカルブ
造所 & レストラン、
スプリングフィールド & ピオリア
• ヘリテージ・バイシクル、
シカゴ
• ビッグ・シングス・イン・ア・スモー
• レボリューション・ブルーイング、
ル・タウン、ケーシー
シカゴ
• ファイヤーフライ・グリル、
• ナバロカヌー Co.、ロックアイランド
エッフィンハム
• タングルド・ルーツ・ブルーイング・ • スティーブ・メドウズ・フォークアー
カンパニー、オタワ
ト・ギャラリー、パレスタイン
• イリノイ・スパークリング Co.、
ユーティカ
• トラアソン・グラス、ピオリア
• エピファニー・ファーム、
ブルーミントン
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タングルド・ルーツ・ブルーイング・カンパニー、
オタワ

• ミシシッピ・マッド・ポッタリー、
アルトン
• スクラッチ・ブルーイング・カンパニ
ー、
アバ

ファイヤーフライ・グリル、
エッフィンハム

スクラッチ・ブルーイング・カンパニー、
アバ

スプリン
グフィー
ルド

歴史を変えた米国大統領エイブラ
ハム・リンカーンの軌跡をたどる。
スプリングフィールドの大統領博物館で、
リンカ

ーンの驚きの人生について学びましょう。
この博
物館では、旅する弁護士としての日々から、大統
領としてホワイトハウスに至るまでの彼のルー

ツを、
リアルなエピソードやすばらしい特殊効

果、そして珍しい工芸品を使ってたどることがで

きます。若きリンカーンのキャリアが始まったフ

ロンティアタウンを、当時の衣装をまとった村人
たちと一緒に訪ねてみませんか？彼が事件を担

当し、感動的な演説をした堂々たるステートビル
のホールを歩いてみましょう。1800年代当時の

姿をとどめるリンカーンの家を見学した後は、大
統領の記念墓で敬意を表しましょう。

もりだくさんの驚きと感動
リンカーンの墓

• エイブラハム・リンカーン
大統領図書館・博物館

• ヴェーチェル・リンゼイの家
州立史跡

• リンカーンの家国立史跡

• リンカーンの幽霊ウォーキン

• リンカーンの墓

グツアー

• 旧議事堂歴史地区

• ヒストリー・カムズ・アライブ

• イリノイ州州都

• リンカーンニューセーラム
州立史跡、ピーターズバーグ

• ダナ・トーマスの家
• イリノイ州立博物館

リンカーンの家国立史跡

エイブラハム・リンカー
ン大統領博物館

enjoyillinois.jp
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ガリーナ
この優美なリバータウンの歴史
を堪能しましょう。

ガリーナのメインストリートは、南北戦争時代の
由緒ある建築のおかげで、現在は125軒以上の

魅力的なお店、ギャラリー、
レストランが軒を連
ねる米国でも最高のストリートと賞賛されてい

ます。
メインストリートを散策して、手作りの陶器
や職人が作るチョコレートなど、地元ならでは

の物を見つけましょう。あるいは、郊外に出かけ
れば、絵のように美しいブドウ園で受賞歴のあ

るワインをテイスティングできます。ガリーナを
見下ろす丘の中腹に位置する広いB & Bで夜を

過ごしたり、チャンピオンシップ・ゴルフコース

を備えた広大なリゾートに出掛けましょう。

もりだくさんの驚きと感動
• メインストリート、
ガリーナ
• イーグルリッジ・リゾート &
スパ
• ガリーナ・オン・ザ・フライ
• ガリーナ・トロリー・ツアー
• フィーバー・リバー・アウトフィ
ッターズ

写真提供：Robert Keeling

メインストリート、
ガリーナ

• マスバックリッジ・ワイナリー、
エリザベス
• ロッキーウォーターズ・ヴィ
ンヤード & ワイナリー、
ハノーバー
• チェストナッツ・マウンテンリ
ゾートでセグウェイツアー

• ガリーナ・ブルーイング・カン
パニー

• チェストナッツ・マウンテンリ
ゾートでソアリング・イーグ
ル・ジップライン

• ミスキティーズ・グレープ・エ
スケイプ

• ロング・ホロー・カノピーツ
アー

• ガリーナ・セラーズ・ヴィンヤ

• ユリシス・S・グラントの家

ード & ワイナリー

イーグルリッジ・リゾート & スパ

ミスキティーズ・グレープ・エスケイプ

ロッキーウォーターズ・
ヴィンヤード &
ワイナリー、ハノーバー

enjoyillinois.jp
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グレート・
リバーズ・

カントリー
景勝地を結ぶ水路をクルーズ
で下る。
風光明媚なグレート・リバー・ロードを駆
け抜け、広大なミシシッピ川にカメラを

向けましょう。冬の州立森林公園をハイ

キングすれば、白頭ワシに出会えるかもし
れません。
また、森の中をくぐり抜ける大

興奮のジップラインからは、
まるで鳥にな

ったような景観が楽しめます。あるいは、
イリノイ州を世界に知らしめた探検家と
革新者についてじっくり学んでみましょ

う。かつてはネイティブアメリカンの古代

文化を残していた神秘的な墳丘を登って
みたり、川沿いのクルーズでリラックスし

た気分でデッキから景色を満喫するのも
素敵ですね。

グレート・リバー・ロード

enjoyillinois.jp
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スピリット・オブ・ペオリア、ペオリア

もりだくさんの驚きと感動
• ミシシッピパリセード州立公園、
サバンナ
•デ
 ・イミグラント風車、
フルトン
• ジョン・ディアー・パビリオン、
モリーン

• グラフトン・ジップライン、
グラフトン
• ミシシッピ川の岬、
アルトン
• ナショナル・グレート・リバーミュー
ジアム、
アルトン

• メルビン・プライス・ロックス &
• セレブレーション・リバークルーズ、 ダム、
アルトン
モリーン
• ルイス・アンド・クラーク・コンフルエ
• キャタピラ・ビジターセンター、
ンス・タワー、ハートフォード
ぺオリア
• ルイス・アンド・クラーク州立史跡、
• スピリット・オブ・ペオリア、ペオリア ハートフォード
•ペ
 ア・マーケット州立公園、
グラフトン
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タラ・ポイント・イン & コテージ、
グラフトン

• カホキア墳丘群州立史跡、
コリンズビル

ジョン・ディアー・パビリオン、
モリーン

グラフトン・ジップライン、
グラフトン

イリノイの
年間行事

楽しみ盛りだくさんのフェスティバルやイベント
を早速旅行予定表に入れましょう。

夏（6月－7月－8月）

秋（9月－10月－11月）

シカゴ・ブルース・フェスティバル
（シカゴ）

シカゴ・グルメ（シカゴ）

シカゴ・プライド・フェスティバル &
パレード（シカゴ）
スーパーマン・セレブレーション
（メトロポリス）
ブルース・オン・ザ・フォックス・
フェスティバル（オーロラ）
テイスト・オブ・シカゴ（シカゴ）
世界最大のケチャップボトル・
フェスティバル（コリンズビル）
イリノイ・ステート・フェア
（スプリングフィールド）
ロラパルーザ（シカゴ）
シカゴエアー & ウォーター・ショー
（シカゴ）
シカゴ・ジャズ・フェスティバル
（シカゴ）

シカゴ・建築ビエンナーレ（シカ
ゴ）
国際ルート66マザーロード・フェス
ティバル、
（スプリングフィールド）
モートン・パンプキン・フェスティ
バル（モートン）
シカゴランド・スピードウェイ
NASCARスプリントカップ・ウィーク
エンド、
（ジョリエット）
バンク・オブ・アメリカ・シカゴ・
マラソン（シカゴ）
ヌーボー・ワイン・ウィークエンド
（ガリーナ）
マグニフィセントマイル・ライツ・
フェスティバル（シカゴ）
イースト・ぺオリア・フェスティバル
オブライツ（イースト・ぺオリア）

冬（12月－1月－2月）

春（3月－4月－5月）

クリストキント・マーケット （シカゴ）

ミッドウェイビレッジ博物館
ソックモンキー・マッドネス
（ロックフォード）

Chi-Town ライジング（シカゴ）
スターヴドロック白頭ワシ・トロリ
ー・ツアー（ユーティカ）
ペア・マーケット州立公園白頭ワ
シの日（グラフトン）
イリノイ雪の彫刻コンテスト
（ロックフォード）
チャイニーズ・ニュー・イヤー
（シカゴ）
シカゴ・レストラン・ウィーク
（シカゴ）
enjoyillinois.jp

聖パトリック記念日（シカゴ）
ワイン愛好家の週末（ガリーナ）
オランダ記念日フェスティバル
（フルトン）
イリノイ州ルート 66 レッドカーペ
ット回廊フェスティバル（ジョリエ
ット～ワンダ間）
ファンクスグローブ・メイプルシ
ロップ・エクスペリエンス
（マクリーン）
37

イリノイ州マップ

距離チャート
（シカゴから）

アルトン
オーロラ

287マイル 462km
42マイル

67km

カーボンデール

332マイル

534km

シャンペーン

138マイル

534km

ガリーナ

164マイル 264km

ガーニー

40マイル

65km

ジョリエット

47マイル

76km

メトロポリス

367マイル

591km

オークブルック
ピオリア
ポンティアック
クアッド・シティーズ

19マイル

31km

166マイル

267km

98マイル

158km

165マイル 266km

ロックフォード

89マイル

143km

ローズモント

17マイル

28km

スコーキー

15マイル

24km

スプリングフィールド 202マイル

325km

ユーティカ

148km

92マイル

州内鉄道路線
イリノイ・ゼファー号・
カール・サンドバーグ号
シカゴ〜ゲイルズバーグ〜
クインシー
リンカーン号
シカゴ〜ブルーミントン／
ノーマル〜スプリングフィ
ールド〜セント・ルイス
イリニ号・サルーキ号
シカゴ〜シャンペーン〜カ
ーボンデール

数字で知るイリノイ州

1 南イリノイ州にある国立森林公園の数
7	アメリカ風景街道（美しい景観の 道
路）の数
8	飲食と宿泊用施設を持つ州立公園
の数
26	マイル/42km ミシガン湖の湖岸線の
長さ
33	シカゴにあるビーチの数
400	マイル/644km 州内を走るルート66
の長さ
550	マイル/885km 州内を流れるミシシッ
ピ川の長さ

ノート

enjoyillinois.jp
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