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ジャマイカ観光局 
森本 笑子 
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ジャマイカといえば・・・？ 

ブルーマウンテンコーヒー 
• 優雅な香り、調和の取れた甘味のある
味わいをもつ“コーヒーの王様” 

• “ブルーマウンテンエリア”で栽培され
たコーヒー 

レゲエ音楽 Reggae 
• ジャマイカ発祥の音楽。独特のリズム
を持つ。 

• 社会の平等や愛と平和を呼びかける音
楽 

• ボブ・マーリー、ジミー・クリフ 
• 2018年11月ユネスコの無形文化遺産
に登録 

ジャークソース 
• スパイシーに味付けされ
調味料。ジャークソース
をつけて焼いたジャーク
チキンが有名 

スポーツが強い 
• 陸上競技選手ハンスル・パーチメント 
• ジャマイカのボブスレー・チーム 
• 「クールラニング」（1993年公開）で映画化 



JAPAN TO 

東京→ジャマイカ(行き） 
 

HND-DFW-MBJ 
HND-JFK-MBJ 
HND-ATL-MBJ 
NRT-DFW-MBJ 

HND-LAX-MIA-MBJ 
 

HND-JFK-KIN 
HND-ATL-KIN 

HND-LAX-MIA-KIN 

MBJ:モンテゴベイ 
KIN: キングストン 

ジャマイカ→東京（帰り） 
 

MBJ-DFW-HND 
MBJ-JFK-HND 
MBJ-ATL-HND 
MBJ-DFW-NRT 

MBJ-MIA-LAX-HND 
 

KIN-JFK-HND 
KIN-ATL-HND 

KIN-MIA-LAX-HND 
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ジャマイカ 
 

キューバの南145km 
 

ハイチの南西161km 

面積： 11,424 平方キロ 
人口 :  2,785万人  
公用語 :  英語 
気候 :  熱帯性気候 
年間平均気温 :  27°C  
日本との時差 :  -14時間 
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ジャマイカ 
2020年6月15日

より観光客 
受け入れ開始 

Copyrights Jamaica Tourist Board 2020 

• 住人と観光客の安全確保のため、観光客は定められたエリアでの滞在が可能   

 「レジリエント・コリドー（Resilient Corridor ）」 

• 現在設定されているレジリエント・コリドーは２エリア： 

Part 1: A Northern segment stretching from Negril in Westmoreland across the 
northern coastline to Port Antonio in Portland. 

Part 2: A South Coast segment running from Milk River in Clarendon westward 
to Negril in Westmoreland 

旅行前 

• PCRまたは抗体検査による陰性証明を航空
会社に提示（搭乗３日前以内） 
 

• ジャマイカ観光局公式サイトから旅行承認を
申請（搭乗７日前以内） 

旅行中 
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モンテゴベイ 
オーチョリオス 

Part 1: A Northern segment stretching from Negril in Westmoreland across the northern 
coastline to Port Antonio in Portland. 

ネグリル 

ポートアントニオ 

サウスコースト 

Part 2: A South Coast segment running from Milk River in Clarendon westward to Negril in 
Westmoreland 
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• 食とアドベンチャー 
 

• ラグジュアリー 
 

• グループとコンベンション 
 

• ファミリー 
 

• 文化 
 

• “２度目のハネムーン” 
 

• “女子旅” 

Planning Ideas for 2022 
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モンテゴベイ 
「ジャマイカいちのリゾート地」 オーチョリオス 

「観光の中心地」 

ネグリル 
「静かなリゾート」 

１ ２ 

３ 

サウスコースト 
「人里離れた穴場」 

６ 

モンテゴベイ国際空港 

キングストン国際空港 

キングストン【首都】 
「ジャマイカの鼓動を感じられる場所」 

４ 

世界遺産（2015年） 
ブルーマウンテン山脈と 
ジョン・クロウ山地 

ポートアントニオ 
「豊かな自然」 

５ 

 リゾートエリア 部屋数 ホテル数 稼働率 

モンテゴベイ 12,149 420 68.7% 

オーチョリオス 8,028 638 70% 

ネグリル 7,384 482 65.5% 
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１ 

高級リゾートホテル 

• ドクターズ・ケーブ・ビーチ 
• マーサブレア川のいかだ下り 
• ルミナスラグーン 
• グレートハウス（植民地の名残り。プランテーション） 

モンテゴベイ 
「ジャマイカいちのリゾート地」 

見どころ・観光 

• ハーフ・ムーン Half Moon - 世界トップクラスのオールインクルーシブ 

• ラウンドヒル Round Hill – オールインクルーシブまたはヨーロピアンプランを選べる 

• サンダルス Sandals - モンテゴベイにはサンダルス・モンテゴベイと海の上に建つサン
ダルス・ロイヤルカリビアンがある。All inclusive 

 海岸沿いに大型リゾート、“Hip Strip”と呼ばれるジミークリフ通り沿いには中級ホテル、
ドクターズ・ケーブ・ビーチなど公共の有料ビーチ、お土産屋さんなどが並ぶ 

 空港からリゾートホテルのあるローズホール地区までは10分 



Copyrights Jamaica Tourist Board 2020 11 

オーチョリオス 
「観光の中心地」 

２ 

高級リゾートホテル 

見どころ・観光 

 スペイン語で8つの川を意味するオチョリオス 
 モンテゴベイから車で約1時間 
 クルーズ船の寄港地でもある 
 シダ類が茂る場所や滝、熱帯雨林など緑に囲まれた地域 
 免税店、ギフトショップ、レストラン、カフェが集まったショッピングセンターがクルーズ船ターミナルに直結 

• ジャマイカ・イン Jamaica Inn - カリビアンスタイル隠れ家的リゾート 
• カップルズサンスーシーリゾート＆スパ Couples Sans Souci – オール
インクルーシブ、白砂のビーチと緑に包まれた大人のリゾート 

• カップルズタワーアイル Couples Tower Isle – オールインクルーシブ、
海岸線に位置するコロニアル風ホテル 

• ダンズリバーの滝登り - 全長200m近くある滝を登る 
• ミスティックマウンテン - ボブスレー体験 
• ブルーホール 
• ナインマイルズ（セントアン）- ボブ・マーリー生誕の地 
• 「007シリーズ」の執筆者イアン・フレミングの別荘（セントメアリー） 
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ネグリル 
「静かなリゾート地」 

３ 

見どころ・観光 

• 欧米人に人気のリゾート、静かに過ごしたい人向け 

• 11kmにわたって続く真っ白な砂浜、セブン・マイル・ビーチ 

• リックスカフェ 

• 夕日が美しい場所として人気。 

• ブルーホールと言われる透明度の高い海への飛び込み台
があり、飛び込み台から海までは10m! 
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キングストン 
「ジャマイカの鼓動を感じられる場所」 

 ジャマイカの首都 
 ニューキングストンと呼ばれるアップタウンに観光客向けの
施設が集まる。空港からアップタウンまでタクシーで40分 

４ 

見どころ・観光 

• ボブ・マーリー博物館  
• 寝室だった部屋、キッチン、レコードショップの再現した場所が見学できる 

• タフ・コング・スタジオ 
• アップタウンからタクシーで約20分。ボブ・マーリーとザ・ウィラーズが1965年に
設立したレコーディングスタジオ 

• トレンチタウン 
• ボブ・マーリーが貧しい少年時代を過ごしたトレンチタウン・カルチャーヤード 

• ブルーマウンテン山脈 
• ブルーマウンテンコーヒーが有名。コーヒー農園や焙煎工場見学ができる 
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ポートアントニオ 
「豊かな自然」 

５ 

見どころ・観光 

• フォーリー遺跡 

• フォックス洞窟 

• スキャター、リーチ、サマセット滝 

• ブルーラグーンとフレンチマンズ入江 

• エロル・フリン・マリーナ 

• サンサンビーチ、フェアリーヒル 

• 世界的に有名なボストン・ジャーク 

• サーフィン 

• リオグランデのラフティングとハイキング 

• ラグジュアリーとエコのリゾート 

• ブルーマウンテン山脈 



Copyrights Jamaica Tourist Board 2020 15 

サウスコースト 
「人里離れた穴場」 

• 歴史あるブラックリバーとマンデビル 

• トレジャービーチとカラバッシュ湾 

• バラエティ豊かなシーフード： リトル・
オチレストラン 

• ミルクリバーバス&スパ 

• YS フォールズ 

• ブラックリバー・サファリ 

• 絶景の断崖絶壁ラバース・リープ 

• アップルトン・エステートラム工場 

• ペリカンバー・レストラン 

６ 

見どころ・観光 
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New Experiences 
ラスタサファリの村 ラスタナンゴ・ギャラリー 

モンテゴ・ベイ郊外のラスタファリの生活様式を体験できる生きた
文化センター 

モンテゴ・ベイを見下ろす丘の上にある、ギャラリーと植物園から
なる南国の隠れ家 

モンテゴベイ 
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New Experiences 
ハーモニー・ホール Miss T 

ジャマイカ人姉妹によるモダン・ヘリテージ・ダイニングをコンセプト
にしたレストラン 

素朴な田舎料理、カラフルな文化、そして大自然...と、ジャマイ
カらしさを表現したレストラン 

オーチョリオス 
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New Experiences 
キャプテン・ジョセフ レッドのハイキング＆コミュニティーサイクリング 

南ジャマイカの静かな漁村トレジャー・ビーチ出身で、経験豊か
なジョセフ・ブラウン船長がホストする、ボートツアー 

20年以上の経験を持つ、ジャマイカ観光局お墨付きのハイキン
グやサイクリングのエキスパートによるツアー体験 

サウスコースト 
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2022年のイベント 

レゲエマンスセレブレーション インターナショナル・レゲエデイ レゲエ・サムフェスト レゲエ・サンスプラッシュ 

2月1日～28日 ７月１日 7月18日～24日 11月27・28日 

shorturl.at/beiqF www.ireggaeday.com/ www.reggaesumfest.com/ https://goreggaesunsplash.com/ 

ジャマイカ・レゲエ・インダストリー・ア
ソシエーション（JaRIA）によって
2009年にコンセプト化。２月中
ずっと、ジャマイカのレゲエ・ミュー
ジックを祝うイベント。オンライン・
ウィークリー・コンサートやレク
チャー・シリーズなど、盛りだくさん。 

ジャマイカのレゲエのクリエイティビ
ティを最大限に発揮し、その世界
的な影響力を浮き彫りにする24
時間のレゲエ文化の祭典。音楽、
メディア、コミュニケーションテクノロ
ジーの力で、世界が一致団結する
ことを目指す。 
 

ジャマイカ固有のレゲエ・ミュージッ
クを紹介しつつ、ジャマイカを世界
中の観光客やメディアにアピールす
ることを目的とした、プレミア・フェス
ティバル。モンテゴ・ベイの様々な
会場で5つのエキサイティングな先
行イベントが開催されることが多く、
最初から最後までレゲエとダンス
ホールの最高のラインアップで構成
される、忘れられないフェスティバル。 
 

 

14年の休止期間を経て2020年
に復活した、国内外ファン垂涎の
豪華なレゲエ・フェスティバル。 世
代の壁を越えた様々なアーティスト
による音楽パフォーマンスが行われ、
あらゆるジャンルの音楽ファンが楽
しめるイベント。 
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ジャマイカ・トラベル・ファクトリー 
富田 聖子 様 

Copyrights Jamaica Tourist Board 2020 



JAMAICA   



ジャマイカについて 

ジャマイカはカリブ海に位置する熱帯海洋性気候の島である。 

キューバから南へ約145kmハイチから南西へ約161kmのところにあり面積は11,420km2。 

 

 

 

 

 



本日はポートロイヤルをご案内。キングストンにあるノーマンマンリー国際空港から車両で15分弱。
イギリス植民地時代にはイギリス海軍本部もあり歴史や文化にも触れられる。 
２０２０年、クルーズ船ターミナルもできたが、ここは地元の人が穏やかに暮らす街。ジャマイカ

は治安が悪いと言われ街中を歩ける場所が少ないが、ここは唯一歩いても安心。 
 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



簡単に歴史に触れてみる。1494年コロンボスがジャマイカを発見。約160年間スペインに統治
されその後1655年から約300年間イギリスに統治されていた。ポートロイヤルはカリブ海の貿
易の入口として理想的な位置にあった。イギリス王国は海賊を奨励、承認し海賊が外国船を襲い、
世界でもっとも裕福でもっとも邪悪な街と呼ばれていた。1692年の大地震で街の3分の2が沈み
地震や疫病で多数亡くなる。その後修復も1703年の大火災、1712年、1722年、1726年のハリ
ケーンの被害などで住民はキングストンへ移動。1907年2度目の大地震もあり街は活気を失って
いく。街の中には1655年に作られたフォートチャールズ（他国からポートロイヤルを守る目的
で作られた要塞）や1700年代に建てられた病院や教会、牢屋なども残っている。 
 
1692年・地震の前のポートロイヤル 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 



1853年に建てられたロイヤルエンジニア
アーチ。基地の入口に古代ローマの凱旋門
をイメージ 

1818年に建てられた海軍病院跡。イ
ギリスから輸入した鋳鉄ユニットを
使用した珍しい建物。現在は考古学
博物館や保管庫、実験スペースなど
に使われている。 
 

 



フォートチャールズ 
 

 
                                                                                                                                                           

1656年に建てられたチャールズ砦はジャマ
イカで一番古い砦。海側から見ると砦が大
きな船に見えたため外からの攻撃を受けな
かった。          
かつてはカリブ海の浅瀬にあったが何世紀
もの沈泥で陸地となった。  



1888年に建てられ現在はギディハウスと呼ば
れる。当時は大砲の保管庫。 
1907年の地震で建物が傾く。 

ギディハウスの名前の由来は建物の中
に入ると平衡感覚を失ったようになる。 

セントピーター教会 
元の教会は1692年の地震で破壊さて、
直後に再建設された教会は1703年の大
火災で破壊。1725年から1726年に再建
される。 

街の中に残る建物の１つ。以前
は海軍の住まい。現在はアパー
トとして使われている。 2階は
オリジナルの木造のまま１階は
コンクリートに改装される。  



金曜日の夜のポートロイヤル 
 
 

魚を食べるならポートロイヤル！と毎週金曜日にキングストンからたくさんの人が訪れる。金曜日だけ
屋台やお店がストリートに並ぶ。ジャマイカ人にとっては日常生活の一コマ。 
地元ならではのストリートフードをぜひチャレンジしてみてもらいたい。 

雨上がりのポートロイ
ヤル 

 
マーティンさんのお店 
魚だけでなくスパイスをきかせ
たコンクも絶品。少々時間は
かかるが待つ価値あり。 
スープもありだんだんお客さん
が増えてくる。素敵なカップル
もコンクを堪能中。 

                                                                                  
ストリートキッチン  

 
  



街の中心にあるバー。地元の人で賑わう。バーとしてだけではなくよろず屋さんのような場所で生活雑貨もある。金曜
日の店内はレゲエミュージックが爆音。 

 

もちろんストリートで
はジャークチキンも 
販売されている。   

お犬様 



                 ジャマイカンお手軽フード          
 
 

大人から子供まで誰もが気軽に楽しめるパティ。パイ生地の中に肉や野菜が入っていて軽食にも
おやつにもなる。ジューシーパティとティスティーズと２か所のお店にそれぞれのフアン（言い分?）
があり好みがわかれる。手軽に購入できるのでぜひ試してみてほしい。海外へ移住したジャマイ
カンのお土産ナンバー１。空港で冷凍の物も購入できる。 



 
                       

。 

ジャークチキン＆ポーク ジャマイカと言えばジャークチキン。炭火を使いス

パイシーな味はストリートフードの王様。お店で買うもよし、ドラム缶で焼いているストリートで買うも
よし。チキンが有名だがポークやソーセージもある。 



ジャマイカ人気のファーストフードは？世界中にチェーン店があ

るファーストフード。モールの中のフードコートならチャレンジしやすい。ジャマイカならではのお店や
お味もある。 

 
                       

。 



 
 
   
 
 
         

      地元のスーパーマーケットは？          
 

地元のスーパーを見るのはどこの国でも楽しい時間。 
 
   
       
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
                       

。 



ジャマイカの観光客の様子 
 
アメリカ人やカナダ人は訪問者が増え、観光客はかなり戻っている。9月にはクルーズ船の寄港も再開し少
しづつ活気を取り戻している。観光客は政府観光局のサイトから事前に申請と陰性証明書が必要。
https://travelauth.visitjamaica.com/ 
出国前にはホテルや空港で陰性検査ができる。 
 

 

               
                    
                                       到着ロビーの様子。 

 
 

     

https://travelauth.visitjamaica.com/


                                                          

 

 
      空港で送迎バスに
乗り込む人たち 

 

2021年8月16日からクルーズ船の寄港も再
開。 

 



                
最近見つけた個人的にお薦めのお土産物 
  
カカオポリフェノールがたくさん入った健康成分たっぷりのこちらチョコレートティーボー
ル、カカオニブ、カカオ70%以上のチョコレート、カカオパウダー。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
 
 
  
   
       
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                 
山に沈む夕陽 

夜明けと日の出 

昼間のブルーマウンテン 

    自然との調和が素晴らしいジャマイカ 



    

 カリブ海に浮かぶ島、ジャマイカ。トロピカルな気候、きれいなビーチ、美しい自然に囲まれ、食べ物もおいしい。 音楽、
文化、リゾートとジャマイカの魅力を肌で感じに行こう！ 

 

美しいビーチでのんび
り。 

レゲエの神様、ボブマーリー訪問 有名な滝登り 

オールインクルーシブからエコノミータイ
プ。ファミリー、ハネムーン、友人同士と
ニーズに合わせたホテルをご紹介。 



安心＆極楽！ 

ジャマイカ旅行 
経験豊かな日本人ガイド駐在で安心で
す！ 

空港送迎、ホテルやツアー手配承
ります！ 

ポイント  
① 

ポイント
② 

ポイント
③ 

個人旅行から団体旅行まで何で
もお任せ下さい！ 

 
 

ジャマイカ観光局認定・現地法人 Jamaica Travel Factory  
ジャマイカ トラベルファクトリー 
  
連絡先：1-８７６-403-4081  jtfmbj@gmail.com （日本語） 
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(b) ジャマイカ・アトラクション＆ 
ツアーガイド（英語） 

（全12ページ、レターサイズ） 

(a)ジャマイカ・ガイド（英語） 
ジャマイカの総合ガイドブック 
（全34ページ、レターサイズ） 

資料ご希望の方は「①ご希望の資料 ②必要部数 ③送付先」をメールでお知らせ下さい 
 jamaica@cww.travel  

資料請求 
（日本国内の場合、元払いでお送りします） 
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