
ミーティングの成功を約束する街

バンクーバー
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バンクーバーへようこそ。ツーリズム業界を代表して、皆様をバンクー
バーに歓迎いたします。活気あるウォーターフロントから山の頂上まで
至るところで、ため息が出るような大自然の景色、スリルいっぱいの野
外アクティビティ、世界クラスのダイニング、国際的なアートとカルチャ
ー、素晴らしいホテルでの宿泊をお楽しみいただけます。

バンクーバーはグループのお客様に喜んでいただける、インセンティブ
旅行にぴったりの都市です。バンクーバーでのミーティングに参加した
方は心からリフレッシュして、素敵な思い出を胸に、ご家族、お友達や
ご同僚に話すのが待ち遠しいようなお土産話と一緒に帰途につかれ
ることでしょう。

バンクーバー観光局と業界のパートナー企業は共に協力して、ゲスト
にとって一生心に残る旅行を、プランナーの皆様がスムーズに計画し
ていただけるようお手伝いいたします。

グループの方々の興味がバンクーバーの自然の風景、感動的なアトラ
クション、活気に満ちた都市、世界クラスの施設など様々でも、貴社の
ビジネスを第一に考え、ご要望にお応えします。皆様をこの街でお迎
えできる日を楽しみにお待ちしております。

Ty Speer
バンクーバー観光局 局長兼最高経営責任者（CEO）
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世界でも指折りのイン 
センティブ旅行先
カナダ、バンクーバーへようこそ。素晴らしい海の景色、忘れられないア
ドベンチャー、卓越したホスピタリティサービスをどこでもお楽しみい
ただけるバンクーバーは、インセンティブ旅行に最適な都市です。参加
された社員の方はきっと、新鮮なアイデアと一生の思い出を胸にバンク
ーバーを後にされることでしょう。バンクーバー観光局はお客様のビジ
ネスを第一に考え、VIPゲスト向けの特別なおもてなしから、グループ全
体のためのカナダを体験するアクティビティまでをサポートし、印象的
なイベントの開催と成功をお約束します。
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推薦コメント
「1,300名が参加したバンクーバーでの2016年の全国ディーラー
会議は、大成功に終わりました。我が社にとって一番重要な年次
総会を、周囲の山並みと太平洋が美しいバンクーバーの自然の風
景が見事に演出してくれました。『バンクーバーは世界トップクラ
スの高級車メーカーにふさわしい旅行先だ』と断言しても、誰も
異論はないでしょう。」 

－ Hans U. Lupold氏（メルセデス・ベンツUSA）

「2017年のインセンティブ旅行ではバンクーバー観光局とパート
ナー企業に大変お世話になり、感謝しています。春の気候は素晴
らしく、バンクーバーでの体験はカナダの文化を実によく表してい
ると感じました。参加者は2,300名でしたが、市内と州内をスムー
ズに移動することができ、参加人数の多さはまったく障害になり
ませんでした。」

－ Ta-Kun Liu氏（国泰人寿）

「2,500名のインセンティブプログラムを開催するのに、『目を見
張るような自然』がプログラムに活気を与えてくれるバンクーバー
ほど理想的な場所は、他に選びようがありませんでした。」

－ James Koh氏（アムウェイ・ジャパン）

バンクーバー観光局のサービス

バンクーバーを知り尽くした観光局チームが、グループでの旅行の
計画をお手伝いいたします。バンクーバーのツーリズム業界、ホス
ピタリティ業界と連携して、プランナーの皆様の貴重な時間を無
駄にせず、またゲストに他の都市では味わえない体験を楽しんで
いただけるよう、旅行をサポートします。当局の無料サービスは会
場やアクティビティ選び、ホテル客室ブロックの管理に加え、参加
者に関心を持っていただくためのマーケティングリソースの提供
など、あらゆる側面に及びます。当局はプランナーの皆様のパート
ナーとして、バンクーバーへの旅行が、これまでにご計画になった
グループインセンティブやイベントの中で一番良い経験となるよ
う、全力を尽くします。

世界のスタートアップシティ 第1位

ピープル・パー・アワー

2017

世界のベストシティ

コンデナスト・トラベラー

2017

世界で一番「グリーン」な都市 

世界経済フォーラム

2017

北米で一番住みやすい都市（2010年以降）

マーサー・クオリティ・オブ・リビング調査

2017

北米の空港 第1位（2009年以降）

スカイトラックス世界空港アワード

2017

経済的潜在力を持つ北米の大都市 第1位

FDIマガジン

2017

世界で最も評判の良い都市

レピュテーション・インスティテュート

2017

新進のグルメ都市トップ10

ゴーゴーボット

2016

カナダのベストな旅行先（2004年以降）

トラベル・ウィークリー

2016

世界で最もグルメな都市

コンデナスト・トラベラー

2015

受賞歴
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レーティング

1. フェアモント・パシフィック・リム
 The Fairmont Pacific Rim

2. フォー・シーズンズ・ホテル・バンクーバー 
 Four Seasons Hotel Vancouver

3. ローズウッド・ホテル・ジョー ジア 
 Rosewood Hotel Georgia

5. フェアモント・ウォーターフロント 
 Fairmont Waterfront

4. トランプ・インターナショナル・ホテル＆タワー 
 Trump International Hotel & Towel

6.  JWマリオット・パルク・バンクーバー 
 JW Marriott Parq & The DOUGLAS

7.  パン・パシフィック・バンクーバー 
 The Pan Pacific Vancouver

8. ザ・サットン・プレイス・ホテル・バンクーバー 
 Sutton Place Hotel Vancouver

9. コースト・コールハーバー・ホテル 
 Coast Coal Harbour Hotel 

11. フェアモント・ホテル・バンクーバー 
 The Fairmont Hotel Vancouver  

12. ハイアット・リージェンシー・バンクーバー 
 Hyatt Regency Vancouver

13. メトロポリタン・ホテル・バンクーバー 
 Metropolitan Hotel, Vancouver

14. シェラトン・バンクーバー・ウォール・センター・ホテル 
 Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel

15. バンクーバー・マリオット・ピナクル・ダウンタウン・ホテル 
 Vancouver Marriott Pinnacle Downtown Hotel

16. ウェスティン・ベイショア・バンクーバー 
 The Westin Bayshore, Vancouver

17. センチュリー・プラザ・ホテル＆スパ 
 Century Plaza Hotel & Spa

18. ピナクル・ホテル・バンクーバー・ハーバーフロント 
 Pinnacle Hotel Vancouver Harbourfront

19. ホリデイ・イン＆スイート・バンクーバー・ダウンタウン 
 Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown

10. デルタ・バンクーバー・スイート (ウォスク・センター・フォー・ダイアログも含む） 
 Delta Vancouver Suites (including Wosk Centre for Dialogue)

合計客室数

377

372

156

147

489

517

503

396

220

225

556

644

197

733

438

511

240

442

245

団体用に確保可能な
最大客室数

250 

275

140

147

350

500

350

250

125

140

400

500

100

600

260

450

150

350

75 

ミーティングス 
ペース総面(m2)

1,394

1,976

915

1,394

2,229

6,039

3,901

1,129

743 

1,672

3,437

4,180

724

4,520

1,486

4,769

492

2,879

596

637

516

248

511

654

1,450

632

292

465

604 

1,059

1,295

179

975

616

1,441

325

736

325

最大の 
会議室(m2) 合計会議室数

9

12

7

7

14

29

20

16

8

11

16

29

7

35

12

35

3

19

4

収容人数 
（シアター形式）

500

700

250

442

780

1,800

700

330

400

270

1,500

1,650

150

1,350

600

2,000

275

800

225

収容人数 
（バンケット形式）

450

500

200

400

590

1,200

600

280

360

200

1,000

1,300

110

930

450

1,400

250

600

150

ホテル
ダウンタウン中心部に13,000室以上のホテル客室を有するバンクー
バーなら、お客様のグループに最適な施設がきっと見つかります。シ
ャングリラ、フェアモント、フォー・シーズンズなど国際的な高級ブラ
ンドから、快適で手頃な料金のスタイリッシュな地元ホテルまで、幅
広いチョイスから選べます。インセンティブ団体旅行に力を入れてい
て、プランナーの方がスムーズに旅行を手配でき、グループの皆様に
も快適な滞在を楽しんでいただけるよう全力で取り組んでいるホテル
を厳選し、右のリストにまとめました。バンクーバーダウンタウンの宿
泊施設は便利な立地が特徴です。ダウンタウン滞在中、徒歩圏内に
数多くのショップ、観光スポット、飲食施設があり、またスタンレーパ
ーク、グラウスマウンテン、キャピラノ・サスペンション・ブリッジなど
の観光スポットにも車ですぐに行くことができます。

ラグジュアリーホテル

VIPゲストのおもてなしはバンクーバーのラグジュアリーホテルにお
任せください。ゲストの皆様に特別な時間をお過ごしいただける、洗
練された都会的なホスピタリティをお届けします。フェアモント、ロー
ズウッド、フォー・シーズンズが提供するクラシックなカナダスタイル
の快適さ、またはシャングリラ、トランプ、パンパシフィックが持つ国
際的な知名度。どちらをお望みでも、バンクーバーのラグジュアリー
ホテルは大切なVIPゲストの皆様が一日の終わりにゆったりとくつろ
げる、やすらぎの場所を提供します。

* 表に記載の「団体用に確保可能な最大客室数」は変更される可能性があり、またシーズンとグループのニーズに応じて変わりますのでご注意ください。具体的な室数については、バンクーバー観光局までお問い合わせください。お客様の日程と条件に基づいてお答えします。

バンクーバーの宿泊施設のオプション
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バンクーバー・アート・ギャラリー

大理石の床、柱、階段を備えた20世紀初期の歴史的な建造物で、
コンテンポラリーアートと伝統美術の展示が行われています。

収容人数：250名（ダイニング）／500名（レセプション） 

バンクーバー水族館海洋科学センター

熱帯魚やサメ、カナダの海の様子を展示した「動くアートギャラリ
ー」で、海の生物に囲まれたフォーマルディナーやカクテルパーテ
ィーを開催しませんか。 

収容人数：350名（ダイニング）／1,400名（レセプション）

1-3. バンクーバー・コンベンション・センター
 4. バンクーバー・アート・ギャラリー
 5. BCプレイス・スタジアム
 6. バンクーバー水族館海洋科学センター

ロジャーズ・アリーナ

ホッケーチームのバンクーバー・カナックスの本拠地であり、一
流のコンサート会場としても知られる最先端のアリーナは、印象
的なイベント開催に最適。VIPゲスト用のエグゼクティブスペース
もあります。 

収容人数：1,000名（ダイニング）／1,500名（レセプション）

コモドア・ボールルーム

最新式の音響・照明システムと広いダンスフロアで名高いアール
デコ調の会場です。

収容人数：600名（ダイニング）／900名（レセプション）

1

32

54

ユニークな会場
多様な地理的条件を備えたバンクーバーでは、ウォーターフロント
から山の頂上、街の歴史と特徴を映す歴史的な建物まで、個性的な
スペースや会場がたくさん揃っています。シンプルなレセプションか
ら豪華な授賞式ディナーまで、様々なグループの催しにご利用くだ
さい。以下に、一部の施設をご紹介します。

バンクーバー・コンベンション・センター

山並みを背景にしたウォーターフロントのコンベンションセンター。 
数々の受賞歴を持つこの美しい施設には、大々的なイベントにも対応 
可能な最先端のテクノロジーが整っています。 

 ‒ 東棟収容人数： 
  5,040名（ダイニング）／11,297名（レセプション） 

 ‒ 西棟展示ホール収容人数： 
  11,400名（ダイニング）／14,933名（レセプション）

 ‒ 西棟ウォーターフロント・ボールルーム収容人数： 
  3,250名（ダイニング）／6,786名（レセプション）

BCプレイス・スタジアム

バンクーバーの複数のプロスポーツチームが拠点としている多目的ス
タジアム。改修を終えて間もないこの施設は、世界最大級の開閉式屋
根を備えています。

収容人数：7,000名（ダイニング）／12,000名（レセプション）
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テラス・ワールド・オブ・サイエンス

ウォーターフロントの近未来的な風景とユニークなギャラリー
を備えており、特別なイベントに理想的です。 

収容人数：750名（ダイニング）／1,200名（レセプション）

グラウスマウンテン

360度に広がるパノラマの街、海、山の景色を望む部屋に加え
て、シアター、屋外パティオ、山小屋、先住民の伝統的な集会場
もあります。

収容人数：1,000名（ダイニング）／1,000名強（レセプション）

スタンレーパーク・パビリオン

バンクーバーの有名な公園の中にある、森とバラ園を見晴らせる伝
統的なスタイルの施設。

収容人数：400名（ダイニング）／620名（レセプション） 

ロッキー・マウンテニア・ステーション

都会的でコンテンポラリーに改装されたこの歴史ある広 と々した建
物は、オープンフロアと高い天井が特徴です。

収容人数：750名（ダイニング）／1,200名（レセプション） 

中山公園

庭園でのカクテルレセプションや中国風の建物でのフォーマ
ルディナーに利用できる、静かで風雅な公園。

収容人数：125名（ダイニング）／250名（レセプション）

ザ・ネスト

ブリティッシュコロンビア大学（UBC）のキャンパス内にあ
る、明るくモダンなスペース。5階建てのビルに各種のイベン
トスペースが設けられています。

収容人数：600名（ダイニング）／1,000名（レセプション）

チャーターボートやヨット 

太平洋の上で、山並みと都会のスカイラインを背景にイベントを
開催しませんか。

収容人数：275名（ダイニング）／450名（レセプション）

ウォータービュー

床から天井までの窓を備えた、自由にレイアウト可能な会場。フ
ォルスクリーク、グランビルアイランド、街のスカイラインを広々
と見晴らせます。

収容人数：220名（ダイニング）／255名（レセプション）

1

2

5 64

3

UBC人類学博物館 

トーテムポールがそびえ立つ、海を望む美しい広場でのテン
ト／オープンエアのイベント会場として定評があります。

収容人数：120名（ダイニング）／1,000名強（レセプション） 

1. テラス・ワールド・オブ・サイエンス
2. スタンレーパーク・パビリオン
3. 夏のグラウスマウンテン・スカイライド
4. 中山公園 

5. 太平洋チャーターボートやヨット
6. UBC人類学博物館



1514

美しい自然環境とユニークな都会の文化のどちらも満喫できると評判のバンクーバー。グル
ープの皆様には両方の魅力を凝縮した刺激的なアクティビティをお楽しみいただけます。多雨
林のハイキングから、カナダ人シェフに習う料理教室、山の頂上でのハイイログマ観察、世界
クラスのアートギャラリーの舞台裏ツアーまで、バンクーバーならではの豊富なアクティビテ
ィからお選びください。

楽しいアクティビティ

インタラクティブ庭園ツアー
穏やかな気候のおかげで、クイーン・エリザベ
ス・パーク、ヴァン・デューセン植物園などの見
事な庭園が点在するバンクーバー。グループの
皆様は植物について学べるガイドツアー、花の
絵を描く絵画教室、自然の中でリラックスでき
るヨガレッスンなどに参加できます。

  

バンクーバー・アート・ギャラリー 
ブリティッシュコロンビア州の重要な美術作
品を所蔵し、コンテンポラリーアートの展覧会
を行なっている歴史的な建造物です。グループ
の皆様にはアーティストや専門家がガイドす
る舞台裏ツアーをお楽しみいただけます。

ビクトリアへの日帰り旅行
魅力に満ちた、ブリティッシュコロンビア州の
州都ビクトリアは、グループ向けの日帰り旅行
にぴったりの街。フェリーに乗って、歴史あるイ
ンナーハーバー地区の探索、伝統的なアフタヌ
ーンティー体験、ロイヤルBC博物館やブッチ
ャートガーデンなどの観光スポット巡りに出か
けましょう。

シー・トゥ・スカイ・ゴンドラとシャノン滝
風光明媚な50分のドライブに出発！バンクーバーから北に向
かうと、ハウ海峡のはるか上空を渡り、海、山、川のパノラマの
景色を見晴らせるシー・トゥ・スカイ・ゴンドラに到着します。
お食事と自然の中を歩くウォーキングを楽しんだ後は、すぐ近
くの高さ335メートルのシャノン滝にも足をお運びください。

フェスティバルとパフォーマンス
バンクーバーでは一年を通じてイベントが開催されており、グ
ループの皆様にはフェスティバルやパフォーマンスを体験でき
るチャンスがあります。イベントはセレブレーション・オブ・ラ
イト花火大会（VIP観覧オプションあり）からバンクーバー・チ
ェリーブラッサム・フェステバル観覧ツアー、バンクーバー国際
ワインフェスティバルでの試飲、バンクーバー国際ジャズ・フェ
スティバルでの屋外パフォーマンス鑑賞、観劇前のシアター体
験など実に多彩です。

キャピラノ・サスペンション・ブリッジ

川面から70m上空に渡された吊り橋、多雨林の樹冠の間を歩く「ツリートッ
プ・アドベンチャー」、崖から渓谷へと張り出したガラス張りの床の遊歩道を
歩くスリル満点の「クリフウォーク」で、バンクーバーの大自然を味わえます。

アイスワインの試飲 
カナダ産のアイスワインはこの地域だけで生産
されている、独特の風味を持つデザートワイン
です。ワイナリーを訪問しても、地元のワイン専
門家を招いて会場で試飲会をしても、この甘い
ワインはブリティッシュコロンビア州の洗練さ
れた味を伝えてくれるでしょう。

スタンレーパーク（Stanley Park）
のサイクリングツアー
バンクーバーの有名なスタンレーパークはサイ
クリングに格好の場所。ガイドツアーでは平坦
なシーウォールを一周し、風景を楽しみ、ビー
チや森のトレイルを散策しながら、周辺地域の
歴史と生態系について学べます。

スタンレーパーク（Stanley Park）
とトーテムポール
ダウンタウンの端に位置する400ヘクタールの
穏やかで美しい公園には、先住民のトーテムポ
ールなど数多くの見どころとビーチがあります。
森や薬草、地域の歴史と生態系について学べる
ガイドツアーを手配できます。

ウィスラーへの日帰り旅行
バンクーバーから北へわずか2時間ほどの場所に、世界クラス
のスキー場で有名な冬季オリンピック共催会場のウィスラーリ
ーゾートがあります。夏には魅力的な高山のビレッジと自然の
環境を探索し、ブラックコムとウィスラーの山々の間を結ぶ、
世界最長で最高のピーク2ピーク・ゴンドラに乗りましょう。

グラウスマウンテン
夏には保護されたハイイログマと他の野生動物
の観察、木こりのショー、ため息が出るような景
色を楽しめ、冬はスノースポーツと居心地のよい
山小屋でのひとときを満喫できます。ダウンタウ
ンからわずか20分の距離です。VIPオプションに
はクマの見学付き朝食、ジップライン、風車の頂
上からの展望などがあります。

各エリアを巡るウォーキングツアー
バンクーバーダウンタウンにはそれぞれに魅力的なエリアがた
くさんあります。地元ガイドが歴史あるガスタウン、多彩な顔
を持つビーチフロントのウェストエンド、シックなイエールタウ
ン、ショッピング天国のロブソンストリート、ハイエンドなアル
バーニストリート地区などの歴史と重要なポイントについて解
説してくれます。

グランビルアイランド
かつては工業地帯だったダウンタウンそばの
グランビルアイランドは、今ではアートと文化
を体験できる地区になっています。最も有名
なのは、新鮮な食材と地元の特産品が並ぶ様
が壮観なパブリックマーケット。さらにアーテ
ィストスタジオ、ショップ、数々のレストランも
あります。

バンクーバー水族館
バンクーバー水族館は海洋科学センターとしても
重要な役割を果たしているカナダ最大の水族館。
救出されたイルカ、サメ、ラッコなどの飼育と、ブリ
ティッシュコロンビア州をテーマにした展示を行な
っています。VIPゲストは水族館の裏側を見学する
ツアーに参加して、動物たちの餌やりを体験し、ト
レーニングの方法を学ぶことができます。
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ハーバークルーズ／シーバンクーバー (Sea Vancouver) 
バンクーバーのゆったりしたライフスタイルとうっとりするよう
な自然は、海の上から眺めるのが一番です。入江をクルーズしな
がらサンセットディナーを楽しんだり、またはハイスピードのゾデ
ィアックボートで行くスリル満点の観光ツアーに参加するのはい
かがですか。 

グランビルアイランドでシェフによるマーケットツアーと 
料理教室
シェフが案内するツアーは、グランビルアイランドのパブリックマ
ーケットを知るための最良の方法です。VIPゲストは地元の食材
について学びながらショップで買い物ができ、その後でバンクー
バーの一流シェフによる料理教室に参加して、自ら作った料理を
味わうことができます。

ワイナリーツアー（オカナガンまたはフレイザーバレー） 
成長を続けるブリティッシュコロンビア州のワイン産業。フレイ
ザーバレー（東へ車で1時間）とオカナガンバレー（東へ飛行機
で1時間）は有名なワイン産地です。ワイナリー訪問、セラーでの
ワインテイスティング、ブドウ畑ツアー、ブドウ畑を見ながらの
VIPランチを組み合わせた終日のツアーをご計画ください。

グラウスマウンテンの 
「ブレックファースト・ウィズ・ベアーズ」
グラウスマウンテンで飼育されているハイイログマのグラインダ
ーとクーラは観光客に大人気。この限定パッケージに参加する
と、クマたちの生息環境を眺めながら朝食を楽しめ、野生動物
の専門家からクマに関する知識も学べます。 

NHLアイスホッケーのカナックス戦
カナダと言えばアイスホッケー。プロホッケーの試合観戦は欠か
せない体験です。バンクーバー・カナックスの試合はダウンタウ
ンのロジャーズ・アリーナで行なわれます。大切なゲストには素
晴らしいお食事と選手との交流、非公開エリアへの入場などをお
楽しみいただけます。

スーパーカーで行くウィスラードライブ
バンクーバーとウィスラーを結ぶハイウェイは背景として数多
くの車のCMに使われています。専任ドライバーが運転するフ
ェラリー、ランボルギーニ、コルベットに乗ってシー・トゥ・ス
カイ・ハイウェイを走る爽快なドライブを、VIPゲストに体験
していただきましょう。

ゴルフ
老齢樹がそびえる森と雄大な山並みを眺めながらのゴルフ
は、バンクーバーならではの体験です。究極のVIPアクティビ
ティとして、スリル満点のシーサファリ野生動物観察ツアーと
海に囲まれた一流ゴルフコースのファーリークリークでの9ホ
ールのプレーを組み合わせるのはいかがですか。

水上飛行機ツアー
バンクーバーダウンタウンのハーバーから出発して、街と山々の
はるか上空を飛ぶ、水上飛行機による観光ツアーに出かけまし
ょう。ツアーをさらに印象深くするには、近隣の氷河まで飛んだ
り、島でのグルメピクニックやワインテイスティングを組み合わ
せることができます。

ホエールウォッチング
バンクーバーダウンタウンから出発するホエールウォッチング
に、大切なゲストをお連れしましょう。ボートに乗って沖へ出
て、ジョージア海峡を回遊するザトウクジラ、コククジラ、ミン
ククジラ、シャチの雄大な姿を見ることができます。

Furry Creek Golf ＆ Country Club が提供する画像
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パーク・ロイヤル（Park Royal）

バンクーバーダウンタウンからほど近いパーク・ロイヤルには
200軒以上のショップ、レストラン、サービスが並び、高級であ
りながらリラックスした雰囲気の中、屋内とオープンエアのシ
ョップで買い物を楽しめます。 

VIPショッピングサービス

グループの特に大切なゲストのために、バンクーバーの高級シ
ョップではプライベートショッピングサービスを提供していま
す。閉店時間後、お客様のグループ専用にショッピングモール
全体を貸し切ってお好きなブランドの商品をお求めいただけま
す。また限定のサンキューギフトやグループ専用の特典、貴社
のロゴを入れた割引カードをご用意し、さらにゲストの皆様全
員にウェルカムパックを進呈します。またVIPゲストには市内
の高級デパートで、個別に専任スタッフがつくショッピングサ
ービスを手配可能です。 

バンクーバーの人気おみやげ品

バンクーバー定番のおみやげなら、以下の人気特産品をお選
びください。またグループの皆様への感謝のギフトとしてもご
利用になれます。 

スモークサーモン ‒ ブリテッシュコロンビア州は良質なサー
モンの産地として知られています。

メープルシロップ ‒ メープルシロップはカナダの定番のおみ
やげです。

アイスワイン ‒ ブリテッシュコロンビア州の本場のアイスワ
インは世界の他の地域ではなかなか買うことができません。

先住民アート  ‒ 先住民が制作するジュエリー、アート、彫刻
品は非常に人気があります。 

アスレチックブランドとスタイルブランド ‒ ルルレモン、アー
クテリクス、ハーシェルなどのバンクーバー生まれのブランド
はこの都市がファッションに敏感であることを物語ります。

スクリーンの中のバンクーバー

「バンクーバーには一度も来たことがないのに、どこかで見たことがある。」そんな風に感じるゲストもいるかもしれません。
それはきっと、この街が北米屈指の映画撮影スポットだからです。撮影スタッフ用の白いトラックと、道路に置かれた照明や
撮影小物のセットは、バンクーバーではおなじみの光景。有名なハリウッド俳優がセットの裏で撮影シーンの練習をしている
こともあります。以下に、バンクーバーで撮影された人気映画やテレビシリーズをいくつかご紹介します。ダウンタウンでの時
間にロケーションツアーを組み込んだり、イベントのテーマにしたり、また感謝のギフトに映画やテレビシリーズのDVDをプ
レゼントするのもおもしろいアイデアです。

『リバーデイル』 • 『トワイライト～初恋～』 • 『ミッション:インポッシブル』 • 『X-メン』 • 『スタートレック』

ショッピング
バンクーバーでのショッピングは、高級ブランドのシックなファ
ッションアイテムをお探しの方にも、カナダらしいギフトをお求
めの方にもご満足いただけるに違いありません。ダウンタウン
のアルバーニストリートや、ノードストロームやホルトレンフリュ
ーなど北米の高級デパートに並ぶ世界的な有名ブランドのショ
ッピング、またはガスタウンやイエールタウンなどの歴史地区に
あるショップ探訪など、グループの皆様にはバンクーバーの魅力
が詰まったお買い物を楽しんでいただけるでしょう。   

7つのおすすめショッピングエリア

CFパシフィック・センター（CF Pacifi c Centre）
のショッピングモール

バンクーバーダウンタウンにある、ファッション中心のショッピ
ングモール。高級デパートのノードストロームとホルトレンフリ
ューが入っており、またトップブランド単独のブティックも並ん
でいます。 

ロブソンストリート＆アルバーニストリート

ロブソンはバンクーバーで一番有名なショッピングストリート
で、多数の北米の有名ブランドショップが軒を連ねています。テ
ィファニー、プラダ、バーバリーなど国際的に知られた高級ブラ
ンドのショップなら、1ブロック隔てたアルバーニストリートへ向
かいましょう。

マッカーサーグレン・デザイナー・アウトレット
(McArthurGlen Designer Outlet)

バンクーバーのすぐ南のバンクーバー国際空港に近い場所に
あるオープンエアのショッピングモール。トップデザイナーブ
ランドの商品を大幅割引の価格で手に入れられます。また追
加の割引などで好評を得ているグループ向けのプログラムも
提供しています。

イエールタウン

お洒落な地元客が集まる、バンクーバーでも特にスタイリッ
シュなエリア。かつての倉庫街がカジュアルなショッピング街
に変身したイエールタウンの道沿いには、シックなブティッ
ク、ギャラリー、ショップが並んでいます。

ガスタウン

バンクーバーで最も歴史の古いエリア、ガスタウンは、地元デ
ザイナーや世界のブランドからの最先端のファッションで知
られています。お土産探しならウォーターストリートへ。メー
プルシロップ、サーモン、翡翠のジュエリー、先住民アートな
ど定番ギフトが揃っています。

ツワッセン・ミルズ（Tsawwassen Mills）

バンクーバーでも指折りの大きさを誇る最新ショッピングモ
ール。高級アウトレットからトップファッションブランドまで、
あらゆるタイプのショップが1か所に集まっています。
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グループでのお食事
カナダでも特にグルメな都市に数えられるバンクーバーでは、
豊かで多彩な料理を楽しめます。アジア以外では間違いなく最
高の中華料理と日本料理から、風味豊かなシーフードや丁寧に
栽培した果物と野菜などこだわりの地元食材を使った料理ま
で、バンクーバーでのお食事は目移りするほどのチョイスから
お選びいただけます。グループディナー用の会場、またはゲスト
がそれぞれ食事をするためのおすすめレストラン、どちらをお探
しでもぴったりの場所が見つかるでしょう。

推薦コメント

『フュージョン料理』はまさに、レストランが充実したバンクー
バーのための言葉だ。この街では北西部の料理に、和食、イン
ド料理、中華料理が融合している。」  

- ナショナル・ジオグラフィック・トラベラー

「 今晩どこで中華料理を食べるか選べるとしたら、それはバン
クーバーだろう。手頃な値段で最高のシェフが作る、香港に負
けないレベルの料理が食べられるのだから。」 

‒ サンフランシスコの有名シェフ、 Martin Yan

「 バンクーバーには素晴らしいレストランが星の数ほどあって、
値段は他のグルメ都市に比べたら驚くほど安い……。」  

‒ ニューヨーク・タイムズ

「 バンクーバーのグルメシーンは多彩で進化し続けている。 
中華料理、和食、ベトナム料理のレストランが人気があるのは
当然としても、地元のシーフード料理、太平洋北西部スタイル
のインド料理、フレンチ風のカナダ料理を出す店も注目されて
いる。」 

‒ ボナペティ

料理の種類 エリア 合計席数
個室の最大 
収容人数

イタリア料理

ステーキ

パブ

シーフード

シーフード

西海岸料理

ベルギー／フランス料理

シーフード

イタリア料 理

イタリア料理

シーフード

西海岸料理 

中華料理

西海岸料理

ステーキ

西海岸料理

ステーキ

ステーキ

イタリア料理

フランス／西海岸料理

西海岸料理

パブ

日本料理

日本料理

中華料理

フランス／シーフード料理

パブ

パブ

西海岸料理

ステーキ／西海岸料理

200

240

200

150

300

600

320

296

140

200

160

140

1,000

300

300

110

90

520

200

200

96

500

204

280

150

108

375

350

120

146

200

24 

200

72

130

44

80

200

50

40

36

16

1,000

60

50

63

60

24

55

50

96

60

24

40

150

20

60

120

70

50

ガスタウン

ダウンタウン

ダウンタウン 

イエールタウン

グランビルアイランド

ダウンタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

イエールタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

チャイナタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

イエールタウン

イエールタウン

ガスタウン

イエールタウン

ダウンタウン

ダウンタウン

イエールタウン

ダウンタウン

イエールタウン

ガスタウン

ガスタウン

スタンレーパーク

ガスタウン

1. アル・ポルト・リストランテ Al Porto Ristorante

2. ブラック＋ブルー Black + Blue

3. ブラックバード・パブリック・ハウス＆オイスター・バー Blackbird Public House & Oyster Bar 

4. ブルー・ウォーター・カフェ＋ロウ・バー Blue Water Café + Raw Bar

5. ザ・ティーハウス・レストラン Bridges Restaurant, Bistro & Bar 

6. カクタス・クラブ・カフェ・コールハーバー Cactus Club Café Coal Harbour 

7. チャンバー・レストラン Chambar Restaurant 

8.  チュウイーズ・スティーム＆オイスター・バー － ダウンタウン Chewies Steam & Oyster Bar

9. チンチン CinCin  

10. チョッピーノ・メディタレイニアン・グリル Cioppino’s Mediterranean Grill 

11. コースト・レストラン COAST Restaurant 

12. ファイブ・セイルズ・レストラン Five Sails Restaurant 

13. 富大 Floata

14. グローバル GLOWBAL 

15. ゴッサム・ステーキハウス＆カクテル・バー Gotham Steakhouse & Cocktail Bar 

16. ホークスワース・レストラン Hawksworth Restaurant 

17. ハイズ・アンコー Hy’s Encore 

18. ケグ・ステーキハウス＋バー・イエールタウン Keg Steakhouse + Bar Yaletown 

19. ラ・テラッツァ La Terrazza 

20. ラバトア・レストラン L’Abattoir Restaurant

21. ロフト・アット・アールズ・イエールタウン Loft at Earls Yaletown

22. マホーニー＆サンズ・バラード・ランディング Mahony & Sons Burrard Landing

23. ミク Miku

24. ミナミ Minami 

25 モット32 Mott 32

26. プロヴァンス・マリーナサイド Provence Marinaside

27. ローグ・キッチン＆ウェット・バー Rogue Kitchen & Wet Bar 

28. スチームワークス・ブリューイング・カンパニー Steamworks Brewing Company 

29. ザ・ティーハウス・レストラン The Teahouse Restaurant

30. ワイルドビースト Wildebeest

グループ向けレストラン
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8年連続で北米の空港第1位に

2016年に世界各国からの乗客数2,230万人を記録

アジア太平洋地域への理想的な玄関口

バンクーバーダウンタウンから南に25分（15km）

ダウンタウンまでの移動手段は新交通システムのスカイトレイン
（9.10カナダドル）

バンクーバー国際空港には56社の航空会社が就航してお
り、125都市へ直行便を運航

週に到着する国際便は226便（米国便を除く）

一日に到着する米国便は78便

一日に到着する国内便は235便

バンクーバー国際空港 査証（ビザ）と税関情報

カナダ政府は海外からの訪問者全員に、入国に際し有効なパス
ポートの携行を求めています。カナダは最近、カナダに空路で入
国するビザ免除国の国籍保持者に対して、電子渡航認証（eTA）
と呼ばれる新しい入国要件を導入しました。ただし、米国市民と
ビザ保持者は対象外です。現在の入国要件とビザ情報については
カナダ政府のウェブサイト（www.cic.gc.ca）をご覧ください。

冬
1月 最高：6ºC  最低：1ºC  降水量：149.9 mm
2月 最高：8ºC  最低：1ºC  降水量：124.5 mm
3月 最高：9ºC  最低：2ºC  降水量：109.2 mm

春
4月 最高：12ºC  最低：4ºC  降水量：76.2 mm
5月 最高：16ºC  最低：8ºC  降水量：61mm
6月 最高：19ºC  最低：11ºC  降水量：45.2 mm

夏
7月 最高：22ºC  最低：12ºC  降水量：35.6 mm
8月 最高：22ºC  最低：13ºC  降水量：38.1mm
9月 最高：18ºC  最低：10ºC  降水量：63.5 mm

秋
10月 最高：13ºC  最低：6ºC  降水量：114.3 mm
11月 最高：9ºC  最低：3ºC  降水量：170.2 mm
12月 最高：6ºC  最低：1ºC  降水量：177.8 mm

バンクーバーのお天気情報

国際直航便
現行航路
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1日目 3日目 4日目 5日目 午前と午後2日目

朝

午後

ディナー

8年連続で北米第1位に選ばれたバ
ンクーバー国際空港に到着

ホテルで朝食を取りながら研修目的
または意欲を高める講演会

朝食を取りながら、企業社会責
任と社会への還元に関するチー
ムビルディングアクティビティ

各自で朝食、オプションで朝日
を浴びながらグループヨガ

ホテルにチェックイン後、自由時間 スタンレーパークを一周するシー
ウォールをサイクリング：バンクー
バーが誇る緑豊かな美しい公園で
海辺のピクニックランチ

お好みのアクティビティ：グランビル
アイランドでのグルメツアー、シーサ
ファリまたはホエールウォッチング、
ショッピング、人気のガスタウンやチ
ャイナタウンのウォーキングツアー

バンクーバー最高峰グラウスマウ
ンテンと1889年からスリル満点な
キャピラノ・サスペンション・ブリ
ッジを訪れるノースショアツアー

ご宿泊のホテルでカナダ流の温かい
歓迎と地元料理とドリンク、エンタ
ーテイメント

バンクーバー屈指のレストランエリア、
イエールタウンで「西海岸」スタイル
のディナー

ご宿泊のホテルまたは提携ホテ
ル、あるいはホテル外のバンクー
バーらしい会場で特別パーティー
または授賞式ディナー

ご宿泊のホテルで最終日のデ
ィナー

旅のモデルプラン バンクーバー旅行の計画の参考にしていただけるよう、2つのモデルプランをご用意しました。 
1つ目は参加者1,000名様までのグループ向け、2つ目は1,000名様以上のグループ向けです。

参加者1,000名様まで

出発

延長ツアーとして、シー・トゥ・スカ
イ・ハイウェイを北上して山岳リゾー
トのウィスラーへ行くツアー、または
バンクーバー島にある魅力的な州都
ビクトリアを訪ねるツアーなどのオプ
ションがあります。
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お問い合わせ先と詳しい情報： 
Suite 210-200 Burrard Street, Vancouver, British Columbia, Canada V6C 3L6 

      meet@tourismvancouver.com           tourismvancouver.com/meetings           @MeetVancouver           @MeetVancouver


