2022 年 8 月 10 日

ニューヨーク市観光局がお届けする観光客向けのトラベルガイド
「ニューヨーカーのように歩くクイーンズ」

☛ 「Get Local NYC～ニューヨーク市を知り尽くそう～」キャンペーンの一環として、

ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

テニス全米オープン開催地からロッカウェイ・ビーチまで、

日 本オ フィ ス
トレ ード・マ ーケテ ィングに
関 するお 問い合わせ

ニューヨーク市観光局が旅行者やローカルの人々向けに、クイーンズ・ガイドを発表

☛ 世界各国の本格的な料理や、ユニークな芸術文化施設、美しいビーチ、素晴らしい眺め
のリバーフロント・パークなど、クイーンズでの 1 デイ・トリップをお楽しみください
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アメリカ合衆国・ニューヨーク市の公式ツーリズム・マーケティング機関であるニューヨーク市観光局
（正式英語団体名: NYC & Company、プレジデント＆CEO: フレッド・ディクソン）は、今年 3 月に
発表した新キャンペーン「Get Local NYC～ニューヨーク市を知り尽くそう～」の第 5 弾として、旅行
客やローカルの人々に向けて、「ニューヨーカーのように歩くクイーンズ」と題したクイーンズ・トラベ
ルガイドを発表しました。

リ リースに 関する お問 い合わせ

クイーンズを満喫するならば、世界 4 大大会のひとつであるテニス全米オープンや、ニューヨーク・メッ

およ びプ レス担当

ツの本拠地であるシティ・フィールドでの試合観戦を中心に、ぜひ旅を計画してみてください。夏なら
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ば、水着を着て、ロッカウェイ・ビーチに繰り出しましょう。地下鉄に乗って、ジャクソン・ハイツやフラッ
シングに行き、世界各国の料理を楽しむのも良いでしょう。クイーンズには、映像博物館、ソクラテ
ス彫刻公園、ノグチ美術館、MoMA PS1 など、世界的にも著名な美術館や芸術施設がありま
す。
ニューヨーク市観光局のプレジデント＆CEO のフレッド・ディクソンは、「クイーンズは、少なくとも
138 の言語が話され、世界で最も民族的に多様な都市地域としてギネス世界記録を保持してい
ます。観光客にとってクイーンズは、世界中の様々な文化の本格料理をこの一か所ですべて堪能
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できるという、ニューヨーク市ならではの多様性を体験できる素晴らしい場所です。また、世界的に
著名な全米オープンテニスを観戦したり、1964 年の万国博覧会にタイムスリップしたり、ロッカウェイ
でビーチ・デイを楽しむのも良いでしょう。あるいは、ジャズの巨匠ルイ・アームストロングの故郷を訪
ねたり、MoMA PS1 で現代美術を鑑賞したり、バーやビール工場でナイトライフを楽しんだりなど、ク
イーンズは究極のデスティネーションなのです。」とコメントしています。

交通アクセス: クイーンズへのアクセスは、飛行機、フェリー、バス、地下鉄など、実に様々です。
地下鉄の 7 系統は、クイーンズの街を楽しむのに最適な移動手段の一つです。Times Square 駅、
Fifth Avenue 駅、Grand Central 駅から Court Square 駅まで行き、ロングアイランド・シティにある
現代美術館、MoMA PS1 を訪れてみてはいかがでしょう。また、7 系統の Jackson HeightsRoosevelt Avenue 駅で下車すると、ラテンアメリカやアジア系の飲食レストラン＆ショップが立ち並
ぶ活気ある地域を散策できます。ニューヨーク・メッツ戦や全米オープンテニスの観戦には、7 系統
の Mets-Willets Point 駅下車が便利です。アジア料理、ショッピング、ニューヨークの歴史を知りた

い方は、終点の Flushing 駅をご利用ください。アストリアに行くなら N 系統と W 系統で、ロッカウェ
イに行くならば A 系統で、フォレスト・ヒルズやジャマイカ地区に行くなら、M/R/F 系統が便利です。
ニューヨーク市へお越しの際は、クイーンズにあるラガーディア空港またはジョン・F・ケネディ国際空港
のいずれかに発着となります。空港からは、タクシーやライドシェア、高速バスが利用できます。A 系
統の Howard Beach-JFK 駅からジョン・F・ケネディ国際空港へは、AireTrain（5 ドル）が利用でき
ます。ラガーディア空港への公共交通機関は、地下鉄 7 系統の Jackson Heights 駅または
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

Woodside 駅から Q70 SBS LaGuardia Link のバスに乗ります。

日 本オ フィ ス

NYC フェリーのいくつかのルートは、マンハッタンとブルックリンから片道 2.75 ドルでクイーンズに乗り入

トレ ード・マ ーケテ ィングに

れており、クイーンズ地区のロングアイランド・シティ、アストリア、ロッカウェイにも停まります。

関 するお 問い合わせ
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ホテル: クイーンズには、Hilton、Hyatt、IHG、Marriot などの大手ブランドホテルから、ロングアイラ
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ンド・シティにある Paper Factory Hotel や Boro Hotel、都会のビーチ・リトリートと称される The
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としては The Renaissance New York Flushing Hotel as Tangram が 8 月 8 日にオープンしまし

Rockaway Hotel & Spa などのブティックホテルまで、100 軒以上のホテルがあります。最新の話題
た。また、空港から 3km 圏内には、Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World New York City
など、数多くのホテルがあります。ジョン・F・ケネディ国際空港にある TWA Hotel は、建築家エーロ・
サーリネの名作と言われる TWA フライトセンター内にあり、ケネディ空港で最も人気のあるホテルの

リ リースに 関する お問 い合わせ

1 つです。TWA Hotel のルーフトップ・プールからは、離陸するジェット機を眺めることもできます。

およ びプ レス担当
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周辺地区の紹介: クイーンズには 91 の地域があり、他のどの区よりも多く、面積も 260 平方マイル
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ションです。
● ロングアイランド・シティ（LONG ISLAND CITY）: フェリーでロングアイランド・シティに行くには、イ
ーストリバー越しに美しいマンハッタンの景色が望める広大なガントリープラザ州立公園（Gantry
Plaza State Park）で下船します。この公園は、復元された産業用ガントリー（重機などを支える
構台）にちなんで名づけられました。これらの構造物は、約 100 年前に鉄道車両のフロートや艀
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（はしけ）の積み下ろしのために、このウォーターフロントに建てられたものです。また、この公園に
は、かつてボトリング工場にあった巨大な赤いペプシコーラの看板も保存されており、地元のランドマ
ークとして親しまれています。
MoMA PS1 は、米国最大級の現代美術施設であるマンハッタン近代美術館の関連施設です。
ガントリープラザ州立公園から 1.6km 弱、地下鉄の Court Square 駅（7/E/M/G 系統）からわ
ずか数ブロックの場所に位置しています。MoMA PS1 では、展覧会のほか、パフォーマンスやコンサ
ートも開催されており、館内にはギリシャ料理レストランもあります。
ロングアイランド・シティでお酒を楽しむなら、人気のクラフトカクテルバー「Dutch Kills」がおすすめ
です。ビールなら、「Big aLICe Brewing」、「Fifth Hammer Brewing」、そして「ICONYC」のタップル
ーム（ビール専門バー）とビアガーデンがおすすめです。ロングアイランド・シティは、アジアの食と文
化の中心地でもあります。ミシュランガイドに掲載された四川料理の「Hupo」、タピオカミルクティー
やスイーツが人気の「Möge Tee」と「MTea LIC」、ベトナム料理の「Cyclo」、タイ料理の「Tuk Tuk」、

日本料理の「Sapps」、ギョーザ＆台湾料理の「Yumpling」、食材や食料品であれば「Koufuku
Mart」などのダイニングが揃っています。
スニーカー好きなら、アジア人が経営するストリートウェアとシューズの店「Extra Butter」、コミック・フ
ァンなら「Royal Collectibles」がオススメです。そして、ユニークな観光地であれば、Underpenny
Plane and Cast Iron Museum を訪れてみましょう。装飾された貯金箱や、鋳鉄製のベル、木製飛
行機、馬車用のおもちゃなど、19 世紀のアンティーク芸術品を展示する博物館です。展示品もあ
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局
日 本オ フィ ス

れば、販売品もあります。
● カルチャー・ラボ LIC（Culture Lab LIC）は、ニューヨーク市のアーティストや非営利団体を支援

トレ ード・マ ーケテ ィングに

し、スペース、リソース、コミュニティの場を提供しながら、ニューヨーク市内はもちろん、国内外のあら

関 するお 問い合わせ

ゆるジャンルのアートを紹介する、芸術と文化の中心地です。また、地域社会に前向きな変化を
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もたらしているグループや個人を直接支援し、すべてのプラットフォームにおいて公平性、多様性、
包括性を支持することに専心しています。
● アスト リア（ ASTORIA）: アスト リアには、本格的なギリシャ料理を提供する「 Stamatis
Restaurant」、「Telly’s Taverna」、「Taverna Kyclades」、「Agnanti」といった、人気スポットがあり
ます。しかし、この界隈には 3 つのユニークな芸術施設もあります。
映像博物館（The Museum of the Moving Image）は、映画、テレビ、デジタルメディアの歴史に
特化した博物館です。そのコレクションには、年代物の映画用機材、著名な映画・番組の衣装や

リ リースに 関する お問 い合わせ

小道具、ビデオゲームなどの体験型アクティビティ、『ウォーキング・デッド』などの人気ドラマに関する

およ びプ レス担当

展示、さらにマペットの人形師ジム・ヘンソンの上映や展示などがあり、この地域の映画製作の歴
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史を物語るものでもあります。この博物館は、1920 年代の映画スタジオの一部を利用した建物
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で、『セサミストリート』などを制作する映画・テレビ制作スタジオ、Kaufman-Astoria Studios の向
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下車か、N 系統または W 系統で 36th Avenue 駅下車が便利です。

かいに位置しています。地下鉄で博物館に行くには、R 系統または M 系統で Steinway Street 駅

ソクラテス彫刻公園（Socrates Sculpture Park）は、アストリア・フェリー乗り場近くのウォーターフ
ロントの屋外公園で、大規模な現代美術作品やマルチメディア・インスタレーションを展示していま
す。この公園の向かいにあるノグチ美術館（Noguchi Museum）は、日系アメリカ人芸術家であ
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るイサム・ノグチの自宅兼アトリエだった場所で、彼の作品を展示しています。ノグチは、モダニズム
の石彫刻、景観建築、そして幾何学的な形をした手作りの提灯「AKARI」シリーズで有名です。ノ
グチの代表的なデザインである「AKARI」は、白い球体のリブを模倣したものが多く、照明器具のシ
ェードとして使われるなど、実用性と美しさを兼ね備えた、モダンインテリアの代表的な作品となって
います。
アストリアには他にも、「Bohemian Hall & Beer Garden」、西アフリカ料理のレストラン「Nneji」と姉
妹店の ギフ トショップ 「 Ibari」 、パ フォーマ ンス会 場兼 コ メ ディー ク ラブ「 Q.E.D」 、ナ イ ト ク ラブ
「Amadeus」、高級バー「The Last Word」、DJ やドラァグ・ショーが楽しめるゲイバー「Icon Astoria」
などがあり、訪れるべきスポットがたくさんあります。
● サニーサイド（SUNNYSIDE）・ジャクソン・ハイツ（JACKSON HEIGHTS）・ イースト・エルムハ
ースト（EAST ELMHURST）: 7 系統の地下鉄で、クイーンズ区に入ってすぐの駅のひとつが、サニ
ーサイドの 40th Street-Lowery Street 駅です。周辺には、「Nita’s European Bakery」や、

「Alewife Brewing」といった飲食店や、Thalia Spanish Theatre があり、このライブ会場では英語と
スペイン語でのライブパフォーマンスが行われています。
次の停車駅は Jackson Heights-Roosevelt Avenue 駅。ジャクソン・ハイツの住民の 3 分の 2 は外
国生まれであるため、カフェ、レストラン、サイドウォークのスタンドは、世界各国の料理が楽しめる食
のパラダイスと化しています。また、ジャクソン・ハイツには、ニューヨーク市内最大級の LGBTQ+コミュ
ニティがあります。
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

ラテンアメリカ系レストランでは、「La Gran Uruguaya Café - Bakery and Restaurant」や、ペルー料

日 本オ フィ ス

理の「Urubamba Restaurant」、フローズンスイーツが人気の「El Palacio de los Cholados」、ベネ

トレ ード・マ ーケテ ィングに

ズエラのコーンミール・パテが食べられる「Arepa Lady」、アボカド＆シュリンプカクテルが美味しい

関 するお 問い合わせ

「Mariscos El Submarino」などがあります。また、高架下を散策して、屋台フードを試してみるのも
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いいでしょう。
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ジャクソン・ハイツには、「Lhasa Fast Food」、「Mustang Thakali Kitchen」、「Himalayan Yak」、
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avenues の間の 74th Street 周辺を中心に、リトル・インディアとして知られる、活気あるコミュニテ

「Phayul」といったチベット＆ネパール料理レストランも集まっており、Roosevelt Street と 37th
ィがあります。インド料理レストラン＆食堂では、「Jackson Diner」、「Delhi Heights」、「Dosa
Delight」などがあります。ショップであれば「India Sari Palace」や、スパイスや食料品を扱う店
「Patel Brothers」、宗教用品を扱う「Butala Emporium」、他にも多数の宝石があります。

リ リースに 関する お問 い合わせ

他にも、中東の人気スポット「El Toum」、タイ料理の「Sompong Thai」や「Arunee」、日本料理の

およ びプ レス担当

「Tomo」など、世界各国の料理が味わえるレストランが多数あります。そして、「Queensboro
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Restaurant」では、世界中の料理が楽しめる多彩なメニューを取り揃えています。73rd Street と
74th street の間にある 37th Road の歩行者天国は、Diversity Plaza というその名にふさわしい、
多国籍の人々が行きかう広場となっています。
パンケーキやハンバーガーが食べたい人には、ジャクソン・ハイツにあるアメリカンダイナー「Jax Inn」が
オススメです。Jackson Heights Shopping Center（実は近隣地区のイースト・エルムハーストにあ
ります）には、人気のビストロ「Eloise」やパティスリー「Cannelle Patisserie」があり、フランス料理を
楽しむことができます。イースト・エルムハーストのもうひとつの人気店は、「Cassidy’s Ale House」で
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す。
ジャクソン・ハイツにあるイバーやクラブであれば、「Friends Tavern」、「Hombres Lounge」、ラテン
系ゲイクラブの「True Colors」や「New Club Evolution」などがあります。LGBTQ+のコミュニティと文
化センターである Queens Pride House はジャクソン・ハイツにあり、毎年クイーンズ・プライド・パレ
ードもこの地区で開催されています。
ジャクソン・ハイツにも歴史地区があり、チューダー様式、ロマネスク様式、ルネサンス様式の庭園を
備えた邸宅が保存されています。この歴史地区に、1938 年にアメリカでは定番のボードゲーム『ス
クラブル』を発明したアルフレッド・モッシャー・バッツ氏を称えるユニークな道路標識があります。81st
Street と 35th Avenue の角にあるこの標識は、スクラブルのタイルを模したもので、「Avenue」の「A」
と「35th Street」の「th」それぞれに数値が表示されています（この標識はスクラブルの 14 ポイントに
相当するそうです）。
● コロナ（CORONA）: フラッシング・メドウズ・コロナ・パーク（Flushing Meadows Corona
Park）、USTA ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニス・センター（Billie Jean King National

Tennis Center）、そしてニューヨーク・メッツの本拠地であるシティ・フィールド（Citi Field）へは、7
系統の地下鉄で Mets-Willets Point 駅をご利用ください。テニス競技場は、世界 4 大大会のひと
つである全米オープンで新星選手や世界的に有名な選手を見ることができる素晴らしい場所で
あるだけでなく、食事を楽しむにも最適な場所です。敷地内の「Food Village」では、ハワイ料理の
ポキ丼やカレー、コーシャ（ユダヤ教徒が食べて良いとされる食品）を使ったパストラミ・サンドイッチ
やバーベキューなど、バラエティ豊かなメニューを取り揃えています。
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

1964 年にフラッシング・メドウズ・コロナ・パークで万国博覧会が開催されましたが、公園内や周辺

日 本オ フィ ス

にあるクイーンズのランドマークや施設の多くが、この博覧会に関連しています。万国博覧会の直

トレ ード・マ ーケテ ィングに
関 するお 問い合わせ

後にオープンしたニューヨーク科学館（New York Hall of Science）の外には、高さ約 900m の
NASA ロケットが 2 基立っています。ユニスフィア（Unisphere）は、万博のために作られた 12 階
建ての高さに匹敵する鉄製の地球儀で、クイーンズとニューヨーク市のシンボルとなっています。この
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地球儀は、映画『スパイダーマン: ホームカミング』や、『メン・イン・ブラック』、『アイアンマン 2』などにも
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登場しています。
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クイーンズ美術館（The Queens Museum）は、1939 年の万国博覧会に建てられた建物内に
あります。最も有名な展示は『ニューヨークの巨大パノラマ（The Panorama of the City of New
York）』で、1964 年の万国博覧会で公開されたニューヨーク市の縮尺模型です。1992 年にリニュ
ーアルされたこのパノラマは、1992 年以前に建てられたすべての建物（計約 90 万棟）と、すべて
の道路、公園、橋の模型が、1/1,200 の縮尺で展示されています。因みに、マンハッタン島の長さ

リ リースに 関する お問 い合わせ
およ びプ レス担当

は 21.3m、エンパイアステートビルの高さは 38cm です。
フラッシング・メドウズ・パークには、動物園、年代物のメリーゴーランド、そして障がいを持つ子供た
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ちのために作られた最初の屋外遊び場のひとつであるプレイグランド・フォー・オール・チルドレン
（Playground for All Children）もあります。春、夏、秋の特定の土曜日夕方には、クイーンズ・
ナイト・マーケット（Queens Night Market）が開催され、世界各国の家庭料理を販売する
人々が集まります。また、クイーンズ植物園（Queens Botanical Garden）も近くにあります。
また、75 年以上にわたってイタリアンアイスを販売してきた「Lemon Ice King of Corona」（テレビシ
リーズ『キング・オブ・クイーンズ』にも登場）や、ジャズ界の巨匠ルイ・アームストロングとその妻が
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1943 年から 1971 年に生涯を閉じるまで住んでいた歴史ある住宅が博物館となった「Louis
Armstrong House」もコロナでの”絶対に訪れたいスポット”となっています。
● フラッシング（FLUSHING）: 7 系統の地下鉄の終点は Main Street 駅です。1657 年、フラッ
シングの住民は、後にニューヨークとなるオランダ植民地の総督ピーター・スタイヴェサントに、宗教の
自由を要求する手紙を送りました。現代のクイーンズは、多様性を反映して何百もの教会、モス
ク、シナゴーグ、寺院があり、歴史の足跡を辿るにふさわしいスポットでもあります。フラッシング・フリ
ーダム・マイル（The Flushing Freedom Mile）では、1662 年にジョン・ボウンがスタイブサント知事
の命令に反してクエーカー教徒の集会を開いたボウン・ハウス（Bowne House）や、奴隷から逃
れたアフリカ系アメリカ人を保護した地下鉄道跡のマケドニア AME 教会（Macedonia A.M.E.
Church）など、この地域の歴史に関連する 21 の史跡を辿ることができます。
現在、フラッシングはアジア系アメリカ人が多く住む地域となっています。地下鉄の Flushing 駅から
すぐのニューワールド・モール（New World Mall）には、タイ、ベトナム、中国、韓国、日本、ウイ
グルのフードコートがあることで有名です。その他、「Ten Ren Tea & Ginseng」、「Fay Da Bakery」、
「Tian Jin Dumpling House」、「Flushing Ice Cream Factory」、「San Soo Kap San」（韓国式バ

ーベキュー）、ヒンドゥー寺院内にある南アジア系ベジタリアン ・カフェテリア「Ganesh Temple
Canteen」もオススメです。アメリカン・コミックや玩具などのアニメグッズをお求めなら「Anime Castle」
へ、韓国系アメリカ人のジーン・ハンとジェキ・チョーが設立したブティック「Alumni of New York」では
高級スニーカーや、ヒップホップ＆ストリートウェアをお買い求めいただけます。
韓国式ウェルネスを体験するなら、フラッシングから約 8km、クイーンズのカレッジポイント（College
Point）地区にある「Spa Castle」を訪れてみてはいかがでしょう。およそ 2300 坪の敷地にある 5 階
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

建てのスパには、サウナ、プール、ジム、マッサージ、スクラブなどがあります。

日 本オ フィ ス

● ロッカウェイ（ROCKAWAY）・ジェイコブ・リース・パーク（JACOB RIIS PARK）・ジャマイカ湾

トレ ード・マ ーケテ ィングに

野生生物保護区（AMAICA BAY WILDLIFE REFUGE）: ニューヨーカーが都会の喧騒から離れた

関 するお 問い合わせ

いと思った時に、よく向かうのがロッカウェイです。大西洋に面したこの半島は、長さ約 8.8km、幅
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はわずか数ブロックで、大きな波はサーファーたちを引き寄せ、そして小さな町の雰囲気が素敵なエ
リアです。
ロッカウェイは 2012 年に発生した巨大ハリケーン・サンディにより大きな被害を受けましたが、今では
海沿いのボードウォークは再建され、そのビーチには毎年数百万人の観光客が訪れています。
Beach 68-71 streets、Beach 87-91 streets、そして Beach 110-111 streets にはサーフィン指定エ
リアがあり、サーファーが波に乗る様子を眺めるのも楽しいですし、初心者サーファーにはレッスンもあ
ります。ビーチや側道にある売店では、小さなローカル店がおいしい料理を提供しています。

リ リースに 関する お問 い合わせ
およ びプ レス担当

NYC & Company

「Bungalow Bar」、「Uma’s」、「Rockaway Beach Surf Club」などが人気の食事処です。
ロッカウェイへは A 系統の地下鉄またはフェリーで行くことができます。マンハッタンのウォール街から約
1 時間の船旅はわずか 2.75 ドル（9 月 12 日からは 4 ドルに値上げ）で、フェリーからは、ロウワ
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ー・マンハッタン、コニーアイランド、そして時にはイルカの群れが外海で戯れる壮大な景色を楽しむ

PR アカウントディレクター 伊藤宏和
nycgo_pr@audacejapan.com
ito@audacejapan.com
M 090-6566-6535

側に停泊し、そこから 108th Street に沿って少し歩けばビーチに辿り着きます。フェリーの運航は夕

ことができます。このフェリーへは、ブルックリンからでも乗船できます。フェリーはロッカウェイ半島の湾
方早めに終了するので、帰りの時刻にはご注意ください。
ロッカウェイの路上パーキングは、ビーチシーズンのみに限られていますが、半島の南東側にあるジェ
イコブ・リース・パーク（Jacob Riis Park）には、大きな有料駐車場があります。この公園はゲート
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ウェイ国立保養地（Gateway National Recreation Area）の一部なので、ロッカウェイの他の場
所で見られるようなローカルの雰囲気はありませんが、美しいビーチと素晴らしい屋台があります。ジ
ェイコブ・リース・パークへは、ロッカウェイのフェリー乗船場から無料シャトルバス、または Q35 バス、
Q53 バスから Q22 バスでも行くことができます。
ジャマイカ湾野生生物保護区（JAMAICA BAY WILDLIFE REFUGE）は、ゲートウェイ国立保養
地の敷地内にあります。片方はクイーンズのハワード・ビーチ地区、もう片方はロッカウェイと、橋
で結ばれた島にあります。この野生生物保護区では、300 種以上の鳥類が確認されています。ハ
イキングトレイルやパークレンジャーによるアクティビティ、手漕ぎの水上ボートライドが楽しめる池もあ
ります。公共交通機関を利用する場合は、Q53 バスで Cross Bay Boulevard-Wildlife Refuge ま
で行くか、A 系統で Broad Channel 駅で下車してください。
ジェイコブ・リース・パーク、ロッカウェイ、ジャマイカ湾野生生物保護区を訪れる人は、自転車用レ
ーンや自転車、スケート、歩行者用のマルチユースパスを利用することもできます。National Park

Service Jamaica Bay Greenway map の赤と緑のルートを探すか、ブルックリンの隣接地区を含
むこのエリアの 18-mile bike loop の全ルートまたは一部を走ることをぜひ検討してみてください。
● レゴ・パーク地区（REGO PARK）・フォレスト・ヒルズ（FOREST HILLS）: ウズベキスタン、タジ
キスタン、トルクメニスタン出身の約 5 万人のブハーリー系ユダヤ人が、ここ数十年の間にクイーンズ
のレゴ・パーク地区とフォレスト・ヒルズの一部を中心に定住しています。そのため、この地域には”ク
イーンシスタン（Queensistan）”という新しいニックネームが付けられました。また、「Shashlichnaya
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局

Restaurant」や「Rokhat Kosher Bakery」など、評判の高い飲食店も誕生しています。レゴ・パー

日 本オ フィ ス

ク地区では、クニッシュ（ユダヤ系デリで食べられるパイ）で有名な「Knish Nosh」や、通りの向か

トレ ード・マ ーケテ ィングに
関 するお 問い合わせ
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いにあるハンガリー・ベーカリー「Andre's Hungarian Bakery」が有名です。レゴ・パーク地区への最
寄り駅である 63rd Drive 駅へは、M/R 系統の地下鉄をご利用ください。
レゴ・パーク地区のすぐ東にあるフォレスト・ヒルズには、ポップカルチャーで有名なスポットがいくつか
あります。映画『スパイダーマン』のファンなら、主人公のピーター・パーカーがフォレスト・ヒルズに住ん
でいたことを思い出すかもしれません。また、1964 年にはビートルズがフォレスト・ヒルズ・スタジアム
（Forest Hills Stadium）でコンサートを行いました。また、米人気ロックバンドのデス・キャブ・フォ
ー・キューティーや、ニューヨーク市出身の 3 人組オルタナティヴ・ロックバンド・ヤー・ヤー・ヤーズのコ
ンサートが予定されているほか、ハイム、ザ・ルーツ、シェリル・クロウなどのロック歌手やヒップホップグ
ループが出演するショー「The Big Climate Thing」も開催されるなど、このスタジアムでは今でも充実
したイベントスケジュールが組まれています。

リ リースに 関する お問 い合わせ
およ びプ レス担当

伝説のパンク・ロック・バンド、ラモーンズのメンバーはフォレスト・ヒルズ高校で出会い、99th Street
付近の 66th Road と 66th Avenue の間にある Thorneycroft Ramp では、このバンドを描いた壁
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画が見られます。
● リッジウッド（RIDGEWOOD）: 「Gottscheer Hall」は、リッジウッドで 1 世紀近くドイツ料理とビ
ールを提供してきましたが、「Pupusas Ridgewood」（サルバドールの詰め物風トルティーヤ）、
「Cachapas y Mas」（ベネズエラのストリート・フード）や、ドミニカ人経営の「Cafe Moca」、「Listo
El Chimi」、「Chiquita's」、「Super Pollo」（エクアドルのロティサリー・チキン）、「Las Chilangas」
（メキシコ料理）、女性が経営する LGBTQ+フレンドリーなバー＆レストラン「Tequila Time」など、
近隣のラテン系コミュニティの成長を反映した新しいレストランも多くあります。このエリアには、ギフト
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やアクセサリー、ジュエリーを取り扱う「Stay Forever」やレコードショップ「Deep Cuts」などのローカル
店もあります。M 系統の地下鉄で Forest Avenue 駅、または L 系統で Myrtle-Wyckoff 駅
（Myrtle-Wyckoff 駅は実際にはブルックリンにありますが、そこからリッジウッドまでは歩いてすぐで
す）をご利用ください。
● リッチモンド・ヒル（RICHMOND HILL）: リトル・ガイアナは、クイーンズに数多くある民族の飛び
地の一つで、リッチモンド・ヒルとオゾン・パーク（Ozone Park）にあります。この地域には、トリニダ
ード島などカリブ海地域にルーツを持つニューヨーカーも多く住んでいます。Liberty Avenue と
Lefferts Boulevard 沿いには、「Little Guyana Bake Shop」、「Trini Delite Roti Shop」、「TrinCiti
Roti Shop」、「Bakewell Bakery & Restaurant」、「Shivram’s Bakery」、「Sybil’s」など、多くの飲
食店が軒を連ねています。サリーを売る店は、インド系ガイアナ人やトリニダード人のルーツが反映
しています。A 系統の地下鉄で Lefferts Boulevard 駅が便利です。
● ジャマイカ地区（JAMAICA）・セント・オールバンズ（ST. ALBANS）: クイーンズのジャマイカ
地区には、アフリカ系が経営するレストラン、ショップ、カルチャースポットが数多くあり、この地区のア

フリカ系アメリカ人とアフロ・カリビアン人のアイデンティティを物語っています。カリブ海料理であれば、
「The Door」、「Genesis Restaurant」、「Bebe Fritay」、「Jamaican Flavors」などのレストランがオ
ススメです。「DeeGee's Vegan 360」ではビーガン料理を、「Burgers Tacos Wings & Seafood」で
は Soul Sundays メニューをお試しください。夜のお出かけには、おいしい料理と音楽が楽しめるラウ
ンジ「Vibes」を訪れてみてください。クイーンズをテーマにしたグッズを扱う「Rotten Apple Wear」や、
レゲエとソカ（トリニダード・トバゴ発祥のポピュラー音楽）のレコード・レーベルの本社があるレコー
ニ ュ ー ヨー ク市 観光 局
日 本オ フィ ス
トレ ード・マ ーケテ ィングに
関 するお 問い合わせ

ドショップ「VP Records」も要チェックです。
キング・マナー博物館（King Manor Museum）や、反奴隷制度の提唱者で合衆国憲法の署
名者にちなんで名付けられたルーファス・キング・パーク（Rufus King Park）では、アメリカの歴史
に浸りましょう。公民権運動家にちなんで名付けられたロイ・ウィルキンス公園（Roy Wilkins
Park）では、ジャマイカ・ジャーク・フェスティバル（Jamaica Jerk Festival）などのイベントが開催
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されています。ウィルキンス公園は、ブラック・スペクトラム・シアター・カンパニー（Black Spectrum
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Theatre Company）の本拠地でもあります。
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ジャマイカ地区には、バングラデシュ人のコミュニティも多くあります。「Riwaz」では、宝石や、民族衣
装のサリーやサルワール・カミーズなどの展示品を鑑賞し、「Ghoroa」や「Dhaka Sweets」などの飲
食店を覗いてみてください。
近くのセント・オールバンズでは、20 世紀初頭のチューダー様式やネオ・コロニアル・リバイバル様式

リ リースに 関する お問 い合わせ
およ びプ レス担当

の邸宅がたち並ぶ、美しいアディスレイ・パーク歴史地区（Addisleigh Park Historic District）を
散策してみてはいかがでしょうか。ジャッキー・ロビンソン、レナ・ホーン、エラ・フィッツジェラルド、カウン
ト・ベイシーなど、多くの有名なアフリカ系アメリカ人がかつてここに住んでいたそうです。
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※クイーンズについてさらに詳細を知りたい方は、QUEENS LIKE A NEW YORKER をご覧ください。
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ニューヨーク市観光局（NYC & Company）
ニューヨーク市にある 5 つの行政区（ブロンクス、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズ、スタテンアイランド）全域
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の観光推進および経済発展、そしてイメージ向上を目的とした、ニューヨーク市の公式ツーリズム・マーケティング
機関です。公式 HP: www.nycgo.com

クイーンズおよび周辺エリアの画像データ:
https://spaces.hightail.com/space/D1EkpUbczy
「ニューヨーカーのように歩くクイーンズ」キャンペーン画像:
https://spaces.hightail.com/space/BdQFYt74af
これらのメディア資産をダウンロードすることにより、利用者は以下の条件に同意したものとみなされます:
ニューヨーク市観光局（NYC & Company）は、プレス用途に限り、その使用を許諾しています。提供するメディア資産のす
べてまたは一部を報道目的以外に使用すること（メディア資産の複製、配布、販売を含むが、これに限定されない）は禁
止されています。また、ニューヨーク市観光局の許可なく、メディア資産を商業目的で使用したり、いかなる形でもリブランディ
ングすることはできませんのでご注意ください。

