ツアーオプション
バーノンとその近郊

充実のツアー体験
ブリティッシュコロンビア州バーノン

マーテンブリューパブトップ10
BXプレス サイダリー3世代
テイスティングルームの1つに選出されたク にわたって受け継がれている果樹園で栽培
ラフトビールのマイクロブルワリー。テイス されたリンゴから作られた巧のハード・シ
ティングやランチをご提供しています。
ードルを試飲できます。
年中無休。お問い合わせ：
Events.MartenBrewpub@gmail.com

アランブルックスネイ
チャーセンターオカナガン地域ならでは

プラネット ビー

の多様な自然遺産を、その景色や、対話型
の情報、動物プログラム、地域内の自然の
展示など通して、直接見て学ぶことができ
ます。同センターはオカナガン渓谷とコー
ルドストリーム渓谷が合流する小高い草原
という理想的にロケーションに位置してい
ます。施設敷地内からは、3つの湖と5つの
生態系が見ることができます。
4月～10月、お問い合わせ：abnc.ca

ヒストリック オキーフェ ランチ

四季を通して美しい湖と壮大な山々を満
喫できるバーノンでは、アグリツーリズ
ムからアウトドアアドベンチャーまで、
ツアーでお楽しみいただけるさまざまな
アクティビティをご提供しています。
規模団体
（40名以上）

個人

中規模団体
（28名未満）

体験をカスタ
マイズ可能

子供向け/教育向け

バーノンファーマーズマ
ーケット4月〜10月、毎週月曜日と木曜日
の午前8時〜午後1時に開催。150店以上が
出店され、地元産の果物、野菜、チーズ、
肉、職人、移動式屋台、地元タレントを満
喫できる活気あるファーマーズマーケット
をぜひご体験ください。冬季期間中
ファーマーズマーケットは屋内へと移動し、
金曜日の午前11時～午後3時まで開催しま
す。無料です。

事前予約ツアーのみ。団体最大人数：30名。
一名様5ドル。
お問い合わせ：hello@thebxpress.com
rdanielsson@predatorridge.ca

プレデター リッジ リ
ゾート プレデターリッジを中心にして、
15km先にある有名なシーニック・シップ・
ワインルートをはじめ、オカナガンのあら
ゆる名所を巡ることができます。 ツアーに
参加するときは自転車レンタルやエリート
マイルシャトルが便利です。 13kmの自転車
トレイルがあるほか、水曜日から日曜日ま
でオカナガン レイル トレイル シャトルが運
行しています。 4つのテニスコートと4つの
ピックルボールコートを備えた最先端のラ
ケット施設をぜひご覧ください。 ファイン
ダイニングからアウトドアでのアドベンチ
ャーまで、幅広くご満喫いただけます。最
大団体人数：170名。一名様124ドルから。
ビクトリアデーの週末～レイバーデーの週
末。オプション：ランチ／ディナー。
お問い合わせ:rdanielsson@predatorridge.ca

プラネットビーとハネムー
ンミードリー オカナガンでおよそ20年に

ヒストリックオキーフェ わたって家族経営し、ミツバチの素晴らしい

ランチ西洋文化を現代に伝える、歴史ある 世界を発見する機会を提供し続けています。

大牧場。約20万平方メートルを誇る敷地内で 事前予約 ツアーのみ。団体最大人数： 55
壁画ツアー 28の壁画がバーノ は、解説付きツアーや乗馬・駅馬車体験、職 名。入場料および10～15分間のプレゼンテ
ーション無料。より長い教育向けプレゼン
ンの歴史を描写しています。夏にはダウンタ 人との会話を楽しむこともできます。
テーション一名様5ドル、蜂蜜酒テイスティ
ウンバーノンアソシエーションによるガイド 最 大 団 体 人 数 ： 100 名 。 一 名 様 10 ド ル か
ング一名様3ドル。年中無休。
ら。5月～9月。オプション：トラクター／
付きウォーキングツアーが開催されます。
お問い合わせ：edwin@planetbee.com
駅馬車体験、お食事／軽食。
年中無休。お問い合わせ：
お問い合わせ：events@okeeferanch.ca
downtownvernon.com

1.800.665.0795 | tourismvernon.com

パワートリップス高級電気自動
車のレンタル。テスラモデルSのパワーとパ
フォーマンスをお楽しみください。
事前予約ツアーのみ。powertrips.ca
お問い合わせ：ryan@powertrips.ca
マーテン ブリューパブ

ザ ライズ

デイビソン オーチャード
NANCY SHIELDS

エレメンツアドベンチャーカンパニー

グレイモンクワイナリー オカナ
ガン湖を望むワインブティックと世界クラ
スのレストラン。山脈、ブドウ園、湖の素
晴らしいパノラマビューをお楽しみいただ
けます。
最大団体人数：20名。一名様5ドルから。
通年。お問い合わせ：
wineshop@graymonk.com

オカナガン熱気球 経験
豊かな旅行者も驚かされる、湖、山、ブド
ウ園の壮大な景色をお楽しみください。家
族経営で、約20年間にわたってオカナガン
渓谷からの飛行をご提供し、6人乗り熱気球
「オーロラ」を運行しています。通年。事
前予約ツアー。
最大団体人数：6名。 一名様300ドルから。

オカナガン スピリッツクラフ お問い合わせ：info@okballooning.com
デイビソンオーチャード
栽培している農産物やその栽培方法、そして家 トディスティラリークラフト蒸留酒の技
ワイン＆ウォーター 有名な湖の
族で受け継いできた登園の今日までの歩みにつ

術についてご紹介します。テイスティングバ 一つでのアクティビティを合わせた現地のワ
ーでは、受賞歴のあるスピリッツの数々をテ イナリーツアーで最高のオカナガンを楽しめ
一名様7ドル。5月1日～10月31日。オプショ イスティングできます。
ます。新しくオープンしたオカナガンレイル
ン ： パ イ / ラ ン チ 。 お 問 い 合 わ せ ： 通年。6名様以上の団体様はツアーの事前予 トレイルでは、ターコイズブルーのカラマル
office@davisonorchards.ca
約が必要。テイスティング一名様5ドル。お カ湖を眺めながらサイクリングができます。
問い合わせ：vernon@okanaganspirits.com
ボートクルーズでのリラックスした時間やカ
ゴルフインバーノン 早く訪れる
ヤックでの探検も楽しめます。
温暖な春、長く暑い夏、穏やかな秋の風。
ソブリン レイク ノルディッ • モジョ ツアーズ
壮観な中でゴルフをご堪能いただけます。 ク センター冬季のみ利用できるシルバース
mary-jo@mojotours.com
バーノンでは、スキルやご予算に応じた幅
ター州立公園内のワンダーランドで、息をの
mojotours.com
広いコースをご提供。各コースはその地形
むようなスキーやスノーシューコースを巡り • チアーズオカナガンツアーズ
の特徴を活かした独特の設定です。ブリテ
info@cheersokanagantours.com
ましょう。カスタムパッケージ・製品を利用
ィッシュコロンビア随一のゴルフをぜひご
できます。
体験ください。
シーニック シップケロウナとバ
最大団体人数：40～50名（1週間前に要通
ーノンの間に位置するシーニック・シップ
• プレデターリッジ predatorridge.com
知）。11月〜4月。オプション：ランチ/ディ
ワインルートには、オカナガン随一のワイ
• ザライズ therisegolf.ca
ナ ー 。 お 問 い 合 わ せ ： Troy Hudson,
ナリーが複数あります。scenicsip.ca
• スパルムチーンゴルフ＆カントリークラブ 1-877-768-5253
spallumcheengolf.com
• 50th パラレル 50thparallel.com
• バーノンゴルフ＆カントリークラブ
シルバースターマウン • エインシェントヒル
vernongolf.com
テンリゾートスキー愛好者を魅了するシャ
ancienthillwinery.com
• ヒルビューゴルフコース hillviewgolf.ca
ンパン色に輝くパウダースノーと変化に富む • アローリーフセラーズ
arrowleafcellars.com
エレメンツアドベンチ 地形。ブリティッシュコロンビア州で3番目
の規模である1,000万平方メートル超の広さ • ブラインド タイガー
ャーカンパニー 野生のマッシュルームを を誇るこのスキー場には、あらゆる種類のス
blindtigervineyards.ca
収穫したり、サーモンランの間にシュスワ キーヤーが集まります。色とりどりの山の中
•
エックスニヒロexnihilovineyards.com
ップ川へと下る秋のカヌーの旅をお楽しみ 腹部に位置し、ゲレンデへの真のスキーイン
• グレイモンクwww.graymonk.com
ください。
とスキーアウトができます。カナダ初のオー
事前予約ツアーのみ。大人75ドル、子供20 ルインクルーシブリフト券により、ご家族連 • イントリーグワインintriguewines.com
ドル（マッシュルームツアー）、または子 れに優しいお手頃価格でお楽しみいただけま • ザチェイスthechasewines.com
いてご紹介します。事前予約ツアーのみ。

供35 ドル （ サ ーモン ツアー 、 10 歳以 上 の す。通年。
み）、団体割引が受けられます。2018年9月 お問い合わせ：groups@skisilverstar.com
20日～10月20日。
お問い合わせ：
info@elementsadventures.com

キャメロットヘブンア
ルパカズアルパカ牧場とカントリーストア
で、愛らしいアルパカを観察したり学ぶこと
ができます。事前予約ツアーのみ。
一名様20ドルから。5月中旬～9月中旬。
お問い合わせ：info@camelothaven.com

1.800.665.0795 | tourismvernon.com

