充実の旅時間
ツアー総合情報

| ブリティッシュコロンビア州バーノン

カラマルカ湖/エドズ モバイル カヤック

観光シーズン

バーノン基本情報

ベストシーズン：5月1日～10月31日
ケロウナ国際空港からお車で30分

ノースウェスト
テリトリーズ州

ユーコン準州
ホワイトホース

ブリティッシュ
コロンビア州
プリンス
ジョージ

バンクーバー
ビクトリア
シアトル

お車

ホテル 26軒 | 客室 1400室

バンクーバーから4時間半
カルガリーから7時間
シアトルから7時間

独立系ホテル：スパークリング ヒル リ
ゾート、プレデター リッジ リゾート

アルバータ

エドモントン
カルガリー

カムループス

ピーク7月および8月
ショルダー5月～6月と9月～10月
オフ11月～4月

バーノン
ケロウナ

アメリカ合衆国

飛行機
バンクーバーから55分
ビクトリアから1時間
シアトル、カルガリーから1時間5分
トロントから4時間15分

ブランドホテル：フェアフィールド イン＆
スイーツ、ベスト ウェスタン パシフィッ
ク イン、プレステージ イン＆スイーツ、
ホリデイ イン エクスプレス、サンドマン
イン＆スイーツ、プレステージ バーノン
ロッジ＆カンファレンス センター
ブランドホテル：スーパー8、デイズ イン
独立系ホテル：シルバー スター モーテ
ル、シェル モーテル、ポルソン パーク
モーテル、オカナガン ロイヤル パーク
イン、リビエラ ビレッジ グリーン ホテ

アクティビティ

健康＆ウェルネス
通年

ワイン/スピリッツ
通年

サイクリング
通年

熱気球
通年

壁画ツアー
通年

ウィンターカーニバル
2月

パラシュー
3月～10月

ハイキング
3月～10月

パラグライダー
3月～10月

カヌー
3月～10月

カヤック
3月～10月

ゴルフ
4月～10月

ボート
5月～10月

ファーム体験
5月～10月

パドルボード
5月～10月

スノーシュー
11月～4月

スノーモービル
11月～4月

スキー
11月～4月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月 10月 11月 12月

BX プレス サイダリー
マーテンズ ブリューパブ
オカナガン スピリッツ
デイビソン オーチャード
プラネット ビー

プラネット ビー ハニー
ファーム
アルパカ ファーム ツアー
サーモン ラン
マッシュルーム ウォーキング
ツアー
ファーマーズ マーケット

ダウンタウン壁画/STEVE AUSTIN

芸術＆
文化

農業体験/料理

ロング テーブル ディナー

ワイナリ― ツアー＆テイス
ティング
チーズファーム
壁画ツアー
猛禽類ショー
ゴースト ウォーキングツアー

蜂＆蜂蜜 個人/団体/学校
• プラネット ビー ハニー ファーム＆ハネムーン

カウボーイ牧場体験

ネイチャーツアー＆猛禽類ショー

個人/団体/学校

個人/学校/団体

ミードリー
アクティビティ：蜂蜜テイスティング、蜂蜜酒テイス
ティング、教育ツアー、ショッピング

•

•

スキー体験 個人/団体/学校
• シルバースターマウンテンリゾート
• ソブリンレイクノルディックセンター
アクティビティ：滑降スキー＆スノーボード、ノルデ
ィック/クロスカントリースキー、ファットバイキング、
スノーシュー、アイススケート、スノーチューブ、そり
乗り、レンタル、レストラン/パブ

バイクトレイルライド 個人/団体
• サンカントリーサイクルズ
• カラマルカ湖州立公園
• オカナガンレイルトレイル
• エリソン州立公園
• プレデター リッジ リゾート
• シルバースターマウンテンリゾート
アクティビティ：トレイル＆バイクパーク、自転車＆ギ
アレンタル、ガイド

果樹園・農園体験 個人/団体/学校
• デイビソン オーチャード
アクティビティ：トレインライド＆ファームツアー、
果物・野菜の収穫、マーケットベーカリー、アップル
ジュース、ローカル商品、カフェ

スタンドアップパドルボーディング
個人/団体

• カラビダサーフショップ
アクティビティ：スタンドアップパドル（SUP）＆自転車
のレンタル、SUPレッスン、カフェ

ヒストリック オキーフェ ランチ
アクティビティ：歴史的牧場、農場動物、ツアー、
カウボーイディナー、特別イベント、駅馬車体験、
ローピングレッスン、レストラン

ゴルフ 個人/団体/企業
• プレデター リッジ リゾート
• ザ ライズ
• スパルムチーンゴルフ＆カントリークラブ
• バーノン ゴルフ＆カントリー クラブ
アクティビティ：アクティビティ：ゴルフ 、ゴルフレ
ッスン、ダイニング、プレデター リッジ リゾートでの
サイクリング、ヨガ、フィットネスセンター、ファイ
ンダイニング

クラフトシードル、ビール、蜂蜜酒、
スピリッツ、ワイナリーツアー
個人/団体

•
•
•
•
•

BXプレスサイダリー
オカナガン スピリッツ
プラネット ビー ハネムーン ミードリー
ファームストロング シードル カンパニー

アラン ブルックス ネイチャー センター
アクティビティ：ネイチャーツアー 、ビューポイント

ボヤジャー カヌー＆サーモンツアー
個人/団体/学校

•

エレメンツ アドベンチャー カンパニー
アクティビティ：ガイド付きカヌーツアー

アルパカ ファーム ツアー
個人/団体/学校

•

キャメロット ヘブン アルパカズ
アクティビティ：ガイド付きツアー、カントリーストア

ウェルネス リトリート
ゴルフ個人/団体/企業

•

スパークリング ヒル リゾート
アクティビティ：ウェルネス＆フィットネスプログラム、
クルスパ、ハイキング、ヨガ、ファインダイニング

カヤックレンタル 個人
• エドズ モバイル カヤック
アクティビティ：レンタルするカヤックは
お届けします

シーニックシップ－ワイナリー 8箇所（レイクカン
トリー）
アクティビティ：テイスティング＆ツアー 、 ファーム
ストロングシードルカンパニー、グレイモンク、チェイ
ス、アローリーフ、エクス・ニヒロでのお食事
ツアー会社：モジョツアーズ、SIPハップンズ 、 ビー
チバムツアーズ、チアーズオカナガンツアーズ

ウェイクサーフィン 個人
• トリッキー ウェイクサーフ スクール

アクティビティ付きワインツアー
個人/団体

アクティビティ：歴史的住宅ツアー 、アーティストイ
ンレジデンス 、 アフタヌーンティー

•
•

壁画ツアー個人/団体
• ダウンタウン バーノン

モジョツアーズ

チアーズオカナガンツアーズ
アクティビティ：自転車、ポンツーン、カヤック

アクティビティ：ウェイクサーフィンのレッスン 、
ウォータースポーツのレッスン

アフタヌーンティー 個人/団体
• マッキーレイクハウス

アクティビティ：28の壁画を巡るツアー

テスラレンタル個人/企業
• パワー トリップス
アクティビティ：高級電気自動車のレンタル

個人、学校、団体、あらゆるお客様のツアー企画をサポートいたします。
ブリティッシュコロンビア州バーノンへのツアーに関するお問い合わせは、こち
らへ：観光マネージャー Ange Chew：achew@vernon.ca または 250.550.3649

tourismvernon.com/explorevernon

