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滞在中一度は早起きをして朝一番のリフトに乗ることをお薦めします
グルーミングがビシッとかけられた、
まだ誰もいないゲレンデに出るのは本当に気持ちがいいものです。
その前の晩に雪が降っていたらパウダーを思いきり楽しんで。
リフトは朝８時半からです。
リフトは最終３時30分です。
３時半前ギリギリに
リフトに飛び乗ったら上について3時50分頃。
そ
れからビレッジまで飛ばして滑っても15-30分
はかかって、
ホテルに戻るのは5時前になってし
まうことをお忘れなく。
お疲れになっていたら無
理をしないで下さい。
こんな標語ありましたよね。
「もう１本、
そこがスキーの止めどころ」

北米に数あるスキー場の頂点に立つベイル。
ビギナーからエキスパートまで受け入れる雄大なゲレンデはベイルならではのもの。
特にクルーズには最適な緩、
中斜面が続く大斜面をしっかりとカービングしていった日には
「ここまで来てよかった！」
と思うに違いありません。
もちろん初心者の方でも大丈夫、
ベイルの山頂からビレッジまではビギナー専用のコース
が丁寧にデザインされていますので、
「To Village - ビレッジへ」
のサインを追っていけば安全に降りてこられます。

チャイナボウルの21番、
サンダウンボウルの5番
等の山の奥にあるリフトは3時で終了します。
チャイナボールの21番のリフト乗り場から正面
のビレッジまで戻ってくるには、
エキスパートスキ
ーヤーで約40-50分、
シュテムターンが出来る程
度の中級でしたら1時間以上かかるのでご注意を。

ベイルといえばバックボウル

ゴンドラ
（1、19番）、
リフト
（6番）
は下り
（ダウンロード）
でも乗

正面から見渡せるスキー場はほんの一部で、
その裏に、
またその裏に、
またまたその裏に、

せてくれます。
もし現在の時刻が３時を回っていて、
ミッドベイ

永遠と広大なスロープが広がっています。全部で９つのボウルがありますが、
この広大さ、

ルにいて、
お連れの方がビギナー、
なんて状況の時は無理して

滑ってみなければその大きさはわかりません。

ビギナーの方を滑らせずに、明日のためにも上記のゴンドラも
しくはリフトで降りるようにして下さい。

また、
ベイルを滑っているとスキースクールの先生を沢山見かけます。
ベイルとビーバーク
リークを合わせたインストラクターの数はなんと1200名。忙しい年末年始時など、
それで

ボーゲンでターンが出来る程度のビギナーなら、
ミッドベイル

も先生が足りないという状況です。
レッスンが人気の理由は、
ゲストが楽しく気持ちよく滑

からビレッジまで約1時間から1時間半かかります。

れるように、
ベイルの恵まれた地形を選びながら丁寧に長い距離を滑るそのレッスンスタ
イルにあります。
ゲストはベイルを知り尽くしたエキスパートと一緒に滑るとベイルの楽し
みが倍増することを知っているのです。
ベイルではスキーをしていないゲストもよく見かけます。
お泊まりのホテルのプールで一泳ぎしてマッサージを受けて、
お昼寝を楽しんで、
ゆっくり
とショッピングをしてと。
そんな楽しみ方もベイルの魅力の一つです。
ベイルではアメリカの食事がマズイなんて言わせません。世界中から

夜の山は昼間と全く違う表情を見せてくれます。
ビレッジの１番ゴンドラ山頂駅にある
「テンス The 10th」
レストランでロマンチックな星降る夜のディナーはいかがで

のゲストを堪能させるレストランがたくさんあります。逆に世界で通

すか？ またライオンズヘッドの１９番ゴンドラ山頂駅にある

用しない味を出しているとここではレストランをやっていけないので

アドベンチャーリッジには、
スリル満点！大きな雪の滑り台や

す。このガイドブックでもそんな
「美味しいレストラン」
を紹介してい

子供用スノーモービルのコースがあり、
子供達に大人気です。

ます。
えっ？スキー命で食事なんてどうでもいいって？そんな時には簡単に
バーのカウンターでハンバーガー、
またはテイクアウト
（英語でTo Go

Vail,Like nothing on Earth

と言います）
をしてお部屋で食べるのも気楽でいいですね。

世界中のスキーヤー・スノーボーダーを虜にするベイルの
魅力をご滞在中に存分にお楽しみ下さい。
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今さらと思われるかもしれませんが、
コロラドは標高が高いのです。
ベイルビレッジで海抜2400m、
スキー場山頂で3500m以上あります。
高山病／Mountain Sickness
高山病は標高2500mぐらいから発症する可能性があります。
こちらに来る前に風邪をひいていたり、疲れ
がたまっている人は要注意。高山病の代表的な自覚症状は頭痛と吐き気。悪化すると、肺に水分が浸み出
し呼吸が苦しくなる肺水腫に進み、
命の危険も伴います。
高山病予防のためには...

水分補給 ー 脱水症状を防ぐことが体内酸素供給を円滑にします。高地の乾燥した空気から体を守るた
めにものどの渇きを覚える前に、
到着日とその翌日は最低１日２リットルの水を飲みましょう。
（ベイルの水道水は
そのまま飲めます）
マイペース ー 高地に体が慣れるまでの２〜３日は決して無理をせず、疲れたと思ったら休みましょう。
低酸素での急激な運動は心臓に負担をかけます。
節酒 ー アルコールは脱水症状を促進します。二日酔いの頭痛と思っていたら高山病だったケースもよく
あること。特に初日、二日目はお酒は控えめにしましょう。

日焼け／Sunburn
高地の強い紫外線と雪の照り返しによる日焼けは
程度により大変危険にもなります。日焼け止め
（SPF15以上）
を必ずご使用下さい。
また、
ゴーグ
ル・サングラスで目を守ることもお忘れなく。
体温低下／Hypothermia
防寒に気を使って使いすぎるということはあり
ません。
凍傷の危険もあります。寒い時には、ご家族・
ご友人の耳や鼻などに注意をして下さい。もし、
白くなっているようなら直ちに室内に入り暖めて、
凍傷にならないようにして下さい。

ベイル・ビーバークリークでは

1

ー

◆ー

上級者用コース

初心者用コース

◆◆ ー

ー 中級者コース用コース

超上級者エキスパートコース

EX ー エキストリームコース

と各コースに難易度が表示されています。

2

リフト乗り場では

3

コースの横に
「GROOMED」
と書いてあるコースは、

4

ベイルはゴンドラ山頂駅周辺が緩斜面です

5

スキー場内のレストランは

6

ベイルのバックボウルは

7

午後になって滑り疲れたら

みんなが列をきちんと作ってリフト待ちをしています。割り込みは厳禁。隣の列と譲り合いながら
交互に前に進むシステムになっています。一人用のシングルレーンもありますので、
周りの状況を
見ながら流れに沿って進んで下さい。

「今日このコースが圧雪（グルーミング）
されています」
というものです。快適にクルージングを楽
しみたい、
またはコブはちょっと遠慮したいスキーヤーにお勧めします。
リフトの交互整列乗車

初心者の方やお子様はゴンドラ
（19番）
を利用して山頂へ、
ゴンドラ駅隣の15番リフト周辺でのスキーを、
そして帰りもゴン
ドラを利用して下山することをお勧めします。

お昼12時半から1時半までとても混み合います
（特にツーエルク）。出来るだけ12時前か、1時半以降に入ることをお勧めし
ます。

パラレルが出来る中級者なら十分に楽しむことができますが、数本のコースを除いて圧雪されていないコースがほとんどで
す。
また南斜面、北斜面、時間によって雪質がだいぶ変わります。
バックボウルをレベルに合わせて100％楽しむには、
ガイド
と一緒に滑るのが一番です。
スキーアメリカのマウンテンガイドをご利用になるか、
またはスキー場のボランティアガイドが
案内する無料の英語ツアーに参加されてもよいでしょう。無料ツアーは複数ありますので、集合場所・時間は、背中に
「i」
の
マークの付いたジャケットを着ているインフォメーション係員にお尋ねください。

無理して滑って下山しない方がいいでしょう。
ベイルは下の方が急斜面になっていますので、
ゴンドラやリフトの下りに乗る
方が無難です。
ちなみにベイル山頂（４番リフト）
からライオンズヘッドのゴンドラ乗り場まで、初級者がゆっくり滑って１時
間半から２時間かかります。

安全なスキーのために。
コロラド州法 スキーヤーの責任義務

◆常に自身のスピードをコントロールしていつでも停止できるよう、
また障害物や他のスキーヤーと接触しないように

しましょう。

◆進路の優先権は前方で滑走中のスキーヤーにあります。後方で滑走するスキーヤーには前方のスキーヤーを避ける
頭痛がしたり吐き気をおぼえたときは、
お早めにご連絡下さい。
フリーダイヤル 1-800-660-9107 大森まで
（留守電に転送されている時は必ずメッセージを残して下さい）
ベイル総合病院 476-2451（バス停：メディカルセンターで下車）
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義務があります。

◆滑走斜面の進路を妨害するような場所、
または斜面上部から見えにくい場所での一時停止はしてはいけません。
◆滑り出すとき、
または滑走コースが交わるような箇所では、必ず上部を確認してお互い譲り合いましょう。
◆スキー・スノーボードには流れ止めなどを装着して道具を流さないように注意しましょう。
◆全ての標識、
または警告に従って下さい。
また、決して滑走禁止斜面及び区域に立ち入らないで下さい。
◆リフトに搭乗する際には必ずマナーを守り、安全に乗降できなければいけません。
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History
ベイルに来たら必ず行って頂きたいスキー場、
それがビーバークリークです。
ベイルから車で20分、
ベイルとはまた違った素晴らしい雰囲気を持つ、大人のリゾートへ。

行き

ベイルに来たら１日はビーバークリークまで足を延ばしてみることをお勧めします。
スキー場とリゾートの設計当初から自然環境へのインパクトを和らげようと、コンピューターを駆使して考慮されたこの高級
リゾートのオープンは1972年。圧雪（グルーミング）されているコースも多く、どなたでも気持ちよく滑れるスキー場です。
サイズこそベイルよりも小さいですが（それでもベイルの85％に
あたる1800ヘクタールの滑走面積があります）、いつ行ってもベ
イルより空いていて、設備からゲストサービスに至るまでワンラン
ク上の配慮が行き届いています。
ビーバークリーク ビレッジから、バチェラーガルチ、アローヘッド
までは直線距離にして約10kmありますが、その３つのエリアをつ
なぐ「Village to Village」のコースはアスペンの木々の中を滑り抜
ける林間コース、アローヘッドまで行くとあまりにもスキーヤーが
少なすぎてプライベートスキー場にいるかのような錯覚さえ覚える
こともあります。
バチェラーガルチには、リッツカールトンホテルがありますので、
ここで優雅なランチやお茶休憩もできます。
上級者の方は、10番リフトの「グラウスマウンテン」にチャレンジ！
ほぼ全コースがコブのエリアです。９番リフト横のコース、「ゴー
ルデンイーグル」はW杯ダウンヒルコース、世界トップの選手が
どんなコースを滑っているのか？にご興味のある方はぜひ挑戦して
みて下さい。
ベイルからビーバークリークへはタクシー（片道＄50〜要予約）
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またはバスを利用して行くことができます。バスルートと時間につ
いては、ビーバークリーク日本語ゲレンデマップをご参照下さい。
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バス路線図
6番リフト
１番ゴンドラ

ゴールデンピーク

８番リフト

20番リフト

19番ゴンドラ

ハンソンランチ
ロード
ゴアクリークドライブ

ベイルビレッジ
カスケード

ベイルロード
アリーナ／ライブラリー

屋上
トランスポーテーション
センター
（ビーバークリーク、
ウエストベイルへ）

ソラリス

メディカルセンター

マリオット

ライオンズヘッド

ベイルリゾート内無料巡回バス停
ビーバークリーク行きバス停
ウエストベイル行きバス停

オレンジの線

町営
リゾ
ート
外無

料バ
スル
ート
（赤
・緑
ルー
ト）

のリゾート内無料巡回バス

ベイルの町は３つのエリアに分けられます。
スキー場を正面に見て右側から、
ライオンズヘッド
（Lionshead）、
ビレッジ
（Village）
、
ゴールデンピーク
（Golden Peak）
と呼ばれ、
各エリアを無料巡回バスがつないでいます。
リゾートの歩行者天国内を走るこのバスは、
ライオンズヘッドからゴールデンピークまでの3kmを20分か
けての運行で、朝6時から深夜12時まで、約10分間隔で走っています。もちろん、
スキー＆スノーボードを
持って乗車できます。
ライオンズヘッドはイーグルバーンゴンドラ
（19番）駅の周りに高層ホテルやコンドミニアムが立ち並んでい
ます。
ゴンドラの横には８番リフトがあり、
山へのアクセスも簡単。
スキースクールやショッピング、
レストラン、
立体駐車場にも近いのでいつも賑わっています。

P

赤の線

ウエストベイルモール
West Vail Mall

ト
ケッt
ー
マ rke
ー
a
ティty M
シ
ー
Ci
パ
スー

ホリデイ イン
Holiday Inn

ベイルコモンズ
Vail Commons

コンサートホール

料
内無
ート
ート
リゾ
スル
バ
巡回

のリゾート外無料町営バス

ベイルリゾート内には生鮮品を扱うスーパーマーケットがありま
せんが、
ウエストベイルには生鮮食料品が豊富なスーパーや、
日
本食ファーストフードなどがあるショッピングモールがあります。
ウエストベイルへは、ベイルビレッジの立体駐車場屋上のバス
ターミナルから無料バスが出ています。
▶▶ウエストベイル スーパー City Market 行きバス
ベイルビレッジ立体駐車場屋上のバスターミナルから、赤ルート
（RED Route）
バス
（夜８時まで30分毎）
に乗り10分、

「ウエストベイルモール West Vail Mall」
で降ります。

帰りは、
シティマーケット City Market 入り口
（入ってすぐ左）
にあるエレベーター

ベイルビレッジには1962年のベイルオープン当初の雰囲気が残っています。
ゴアクリークにかかる屋根付き橋
（カバードブリッジ）
を越えてビレッジに入ると、
そこは歩行者天国のヨーロピアン調で落ち着いた町並み。
両側に並ぶお店やレストランを眺めながら歩いていけば、1番ゴンドラ乗り場。
ミッドベイルまで一気に上が
りましょう。
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ゴールデンピークはチャイナボールへの一番の近道、
６番リフトから11番リフトへ乗り継いで、
あっという間
にベイル山頂に着いてしまいます。
ここには暖炉の前で一休みできるスキーセンター、託児所、初心者用ゲレ
ンデもあります。無料巡回バス停からリフトへの距離はここが一番近いです。

で最上階（３階）
へ、建物の外へ出て左へ50m、道路に出たところにある、
この写真
の
「ベイルコモンズ Vail Commons」
バス停から緑ルート
（GREEN Route）
バス

（夜８時まで30分毎）
に乗り15分でバスターミナルに戻ります。

▶▶ビーバークリーク 行きバス
ベイルからビーバークリークへはタクシーで約20分、
片道＄50からです
（要予約）。バス路線ご案内は別紙のビーバー

クリーク日本語トレイルマップをご参照下さい。
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25

6番リフト

12番リフト

2

1 ラークスパー（アメリカン）
Larkspur
ゴールデンピーク

24

3

1

ホテル・コンドミニアム
レストラン
10

ショッピング

ペピ レストラン
（オーストリア料理）

7 Pepi's Restaurant

ソネロップ

スイス シャレー（フォンデュ）
17
Swiss Chalet

ペピ スポーツ

アップザクリーク
（アメリカン） パッゾ ピザ
8 Up the Creek
Pazzo Pizza
（ピザ）

ラッセルズ
（ステーキ）
Russellʼs 3

バス停

Sweet Basil

4 Pepi Sports

オーレハウス
（ステーキ） 4
Ore House

2

レフトバンク
（フレンチ）

18 Left Bank

ランセロット
（ステーキ）
Lancelot

ゴーサッチ
Gorsuch

テラ・ビストロ
Terra Bistro
（アメリカン）

エルウェイズ
Elwayʼs
（ステーキ）

21

ベアビストロ
Bear Bistro
（サンドイッチ）

ゴアクリーク ドライブ

ロッジアット
ベイル

19 スイートベイジル（フレンチ）

5

ハンソンランチ
ロード

20

スキーハウス
Skihaus
（スキーレンタル）

レッドライオン
（バー・軽食） 6
Red Lion

ティボリ

ロッジタワー

スキーセンター

シュアフット(スキーブーツ）
Surefoot

スキーセンター

ベイルビレッジ エリアマップ

1番ゴンドラ

ロスアミーゴス
（メキシカン）
Los Amigos

ゴールデンピーク
託児所

テンス
（フレンチ・アメリカン）
The 10th

オーストリア
ハウス

11

6

カンポ デ フィオーリ
Campo De Fioli
（イタリアン）

銀行
ATM

→
ッドへ
ヘ
ズ
ン
ライオ
7 16

13 デリジオッソ（総菜）

ベイル
ロード

ラ・ボテーガ
La Bottega
Delizioso
ラ
・
トゥアー
スターバックス
（イタリアン）
8
9
酒屋
La Tour
Starbucks
ソラリス
Liquor Store
（フレンチ）
（コーヒー）
14 オオサキ（鮨・和食）
スキー博物館
マツヒサ 12
22
5 Ski Museum
Osaki's
23
ソラリス
Matsuhisa
スシオカ
カンティーナ
（メキシカン）
（映画館・ボーリング Sushioka（寿司・和食）
Cantina
アイススケート） Hibachi セバス
15 ケリーライクン
Kelly Liken
（鉄板焼・中華）チャン
ベイルビレッジ
（フレンチ・
立体駐車場
アメリカン）

10

キッズスポーツ
Kids Sports

P

屋上 トランスポーテーション センター
＊ビーバークリークへのバス停
＊ウエストベイル
（スーパー）
へのバス停

徒歩3分の距離
11

ベイルスキーテック
（スキーレンタル）

○○ Restaurant
www.○○resraurant.com
451 Newport Beach Drive
Broomﬁeld, CO 80021
(303)111-1××1
Server: Breanna
02:28 PM
222/1

＋ Tip:

5

4

3

2

②カードを渡す

08:00

24:00

③レシートにサインして１枚残す

09:00

01:00

10:00

02:00

11:00

03:00

$ 33.54

12:00

04:00

$7.00
$40.54

13:00

05:00

14:00

06:00

15:00

07:00

16:00

08:00

17:00

09:00

18:00

10:00

19:00

11:00

20:00

12:00

21:00

13:00

22:00

14:00

チップ
合計額
サイン

×

7

1

23:00

Visa
Card #××××××××6**8
Approval: 092817

Amount:

11

Starbucks

スターバックス
（コーヒー）

Moe's Original BBQ

6

Rimini

5

モーズ BBQ（BBQサンドイッチ）

Les Delices De France

フレンチデリ
（コーヒー・パン）

10

4

リミニ
（ジェラート アイス）

Tavern on the Square

Bart & Yeti's

バート＆イエティ
（バー・軽食）

9
タバーン
（バー）

Montauk

モンターク
（シーフード）

The Blue Moose

Chophouse

ブルームースピザ
（ピザ・パスタ)

7
チョップハウス
（ステーキ・シーフード）

2

1

Garﬁnkel's

ガーフィンクルズ
（バー・軽食）

P

←ベ
イル
ビレ
ッジ
へ

ライオンズヘッド
立体駐車場
エバーグリーン
ロッジ

3

Billy's Island Grill

リフトハウス

ビリーズ
（ステーキ・シーフード）

5
8
9
ATM

10

$

1
アイスアリーナ

病院

8

2

5

アイスリンク

3
11
ライオンズヘッド

日本時間（翌日）

07:00

DOB: 02/16/2013
02/16/2013

= Total:

4

コロラド時間

①Billがくる

Vail Ski Tech

General Store

雑貨・コンビニ

Liquor Store

酒屋

Burton

Patagonia

パタゴニア

6

バートン スノーボード

徒歩５分の距離

へ→
ート
ゾ
ドリ
ケー
カス

コンサートホール
プラザ

モンタネロス

3

館
アラベル

2
リフト券売り場

1
ライブラリー
メディカルセンター

ショッピング

勘定書の書き方／清算のしかた

** Merchant Copy **

4

ライオンスクエア
ロッジ本館
19番
ゴンドラ
８番リフト
レストラン

ホテル・コンドミニアム

バス停
12

北

ライオンズヘッド

アントラーズ

マリオット

エリアマップ

時差早見表

○ レストランにて
料金の約20％、受けたサービスによって加減をしても
結構です。
お店によって異なりますが、
6-8人のグループ
では始めから18-20％のサービス料（Gratuity）が
加算されているところもありますので、請求書（Bill）
を
確認して下さい。
また、入り口でコートを預けたら、
コートチェックの
係員に＄２程度を忘れずに。

（冬時間）

$

チップを渡すのって慣れないと難しいですよね。
○ ホテルのポーターやバスの運転手、荷物を
運んでくれたドライバーさんやポーターさんには荷物一個
につき＄２位を渡して下さい。
お部屋の掃除をしてくれるメイドさんには１晩＄２ほど。
テーブルの上に、"To Housekeeping, Thank you!"
と書いたメモの上にチップを置いておくのがスマートな
やり方です。
○ スキースクールでは
子供・大人・グループ・プライベートレッスンに関わらず、
レッスン後にインストラクターにチップを渡すととても
喜ばれます。
レッスン料の15-20％が適当です。
○ 朝食込みプランでお泊まりのホテルでは
コーヒーなどをサービスするウェイターがいるレストラン
では、離席の際にお一人様＄３〜５をテーブルに残して
下さい。

℃

温度早見表
華氏
（ F） 摂氏
（℃）
-10

-23

0

-18

＋10

-12

＋20

-7

＋30

-1

＋40

＋4

＋50

＋10

＋60

＋16

＋70

＋21

＋80

＋27
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ホテル ＆ コンドミニアム

Information

寝室
主寝室にはダブルサイズ以上の大きなベットが１台、副寝室にはシングルベットが２台あるお部
屋がスタンダードですが、ホテルと違いベットの数は各室違いますので、予約時のリクエストが
必須です。
また最近はシャワーブースのみのお風呂に改装されることも多く、バスタブの有無も部屋により
異なります。

外線（９）
を始めに押して下さい
☆スキーアメリカへ・・・９＋ ６６８ ー０３３１
☆ベイル町内へ・・・・・９＋ ◯◯◯ ー ◯◯◯◯
☆ベイル町外へ・・・９＋１＋
（市外局番）
＋ ◯◯◯ ー ◯◯◯◯

キッチン
食器からお鍋まで揃っています。包丁は切れないものが多いので、旅慣れたゲストには日本から
小さな砥石を持ってくる方も、、、
シンクにあるディズポーザー（生ゴミ粉砕機）は水を流しながら使いますが、卵の殻や固い食品
は詰りの原因になるので入れないで下さい。また、食器洗い機には専用の洗剤がシンク下にしま
ってあるので、食器手洗い用の洗剤は入れないようにご注意。
各室に煙探知機が設置されていますので、調理の際は換気をお忘れなく。

☆KDDI日本語ダイヤル・・・・９＋１-８７７ー５３３ー００８１
（クレジットカード番号を入れて＃を押します。1分40円〜）
☆KDDI日本語ダイヤル・・・・９＋１ー８７７ー５３３ー００５１
（オペレーターにつながります。3分2160円〜）

外線システムに直結の回線の場合、初めの
（９）
なしでつながるコンドミニアムもあります。
ホテル・コンドミニアムのお部屋から、
スキーアメリカへとベイル町内 への通話は無料です。
市外・国際電話をかけた場合は、通話料及び手数料がかかりますので、
チェックアウト時にご精算となります。

℃

お部屋の温度調節について
お部屋の入り口付近に四角い箱型のつまみ、
またはダイヤルがあります ので、華氏７０ F（（摂氏２１℃）
くらいに合わせると快適です。暖房を入れると乾燥しますので、濡れたタオルを干すなど
加湿もお忘れなく。
シャワーの温度や使い方、空調など、
ご滞在についてご要望やご質問があるときは、
スキーアメリカ
大森まですぐにご連絡ください。 お部屋から、外線(9)-668-0331

コンドミニアム生活術

Condominium

コンドミニアム滞在は慣れると快適ですが、最初はホテルとの違いに戸惑うこともあ
ります。初めてのコンドミニアムステイのポイントをご紹介。
チェックイン
ホテルと違いフロントデスクが24時間空いていないこともあります。夜遅くのチェックインの
場合は、Late Check In と書かれた箱やボートにゲスト名が書かれた封筒が入っています。
14

リビングルーム
コンドミニアム滞在の一番の利点は広い居住空間。スキーの後に暖かいリビングで寛げるのがい
いですね。リビングにあるソファーはクッションをどかして中のフレームを上前方に引っ張ると
ベットになるタイプのものもあります。

生鮮品が買えるスーパーへの行き方はp９をご参照下さい。コンドミニアムによっては無料送迎
してくれるところもあります。
洗濯機
お部屋に洗濯乾燥機がない場合
は、25セントコインを多めにご
用意の上、建物内のコインラン
ドリーをご利用下さい。
ハウスキーピング
タオル交換とゴミ回収は毎日、
ベットメイキングとお掃除は
３〜４日に１回というパターン
が多いです。
（チェックイン時に確認できます）
洗剤など必要なものがあれば、
メモを残しておくと届けておい
てくれます。
タオル交換とゴミ回収には
＄５程度、ベットメイキングと
お掃除には２ベッドルームの広
さの部屋で＄20程度のチップを
「to Housekeeping」のメモと
共にキッチンのカウンターなど
分かりやすい場所にご用意
下さい。

1

2

3

4

5

6

１、
キッチン ２、
リビングルーム ３、主寝室
４、副寝室 ５、
バスルーム ６、
シャワールーム
（内装は部屋により異なります）
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Los Amigos

ロスアミーゴス ー メキシカン
tel 476-5847 要予約（夜のみ） ＄＄
ファフィータ（Fajitas）は野菜もたっぷり取れて◎。
ご家族連れにもおすすめ。

ベイルビレッジ エリア（数字はP.10,11の地図の番号）
Bear Bistro

5

ベア ビストロ ー サンドイッチ
tel 306-7280 予約不要 ＄
安い、早い、美味いでランチにおすすめ。

Cantina

23

カンティーナ ー メキシカン
tel 476-7661 予約不要 ＄
タコスやブリトーが食べられるビレッジ
バスターミナル内の隠れ人気スポット。

Kelly Liken

15

ケリーライクンー フレンチ・アメリカン
tel 479-0715 要予約 ＄＄＄
地元の有機野菜にこだわる女性オーナー
シェフのお店。

Lancelot

21

ランセロット ー 肉料理
tel 476-5828 要予約 ＄＄＄
特製プライムリブはステーキとは
また違った肉の美味しい食べ方です。

La Tour

10

ラ・トゥアー ー フレンチ
tel 476-4403 要予約 ＄＄＄
国籍にとらわれない新感覚フレンチダイニング。

アメリカの料理は量が多くて...

16

Campo de Fioli

13

カンポ デ フィオーリ ー イタリアン
tel 476-8994 要予約 ＄＄
おすすめはパスタとリゾット。大人数でもOK。

Elway's

24

20

エルウェイズー ステーキ
tel 754-7818 要予約 ＄＄＄
デンバーに本店があるステーキハウス。
上質な肉料理をお試し下さい。

La Bottega

16

ラ・ボテーガ ー イタリアン
tel 476-0280 要予約 ＄＄
個人的なおすすめは、舌平目のレモン
バターソースとティラミス。パスタやピザも○。

Osaki

14

オオサキ ー 寿司・和食
tel 476-0977 要予約 ＄＄＄
こだわりの食材と一流の職人さんの味。
スキーで疲れた日にはテイクアウトもおすすめ。

Pazzo Pizza

11

パッゾ ー ピザ
tel 476-9026 予約不要 ＄
アメリカ人は大人も子供も大好きなピザ

Red Lion

6

レッドライオン ー アメリカン
tel 476-7676 予約不要 ＄
スキーの後に、冷えたビールとハンバーガー。

Larkspur

1

Sushioka Hibachi

Left Bank

18

Swiss Chalet

ラークスパー ー アメリカン
tel 479-8050 要予約 ＄＄＄
ゴールデンピークの麓にありランチにもおすすめ。
まずはスープをお試しあれ。

レフトバンク ー フレンチ
tel 476-3696 要予約 ＄＄＄
正統派フランス料理。丁寧なサービスも好評です。

そんな時は、１人前の料理を２人でシェアするのがお勧め。
We would like to share this（メニューを指差しながら）と言ってみて下さい。お店に
よってはSplit Fee（スプリット、二皿に分けること）が加算される場合もありますが、
どのお店でも快く対応してくれます。シェアした場合は、チップを普段より多めに（総額の
25％位）置いていくことを、どうぞお忘れなく！
また、アメリカでは食べきれなかった分を持ち帰りすることもできるので、ご希望の場合は
May I have a box? と頼んで下さい。

22

スシオカ ヒバチ ー 鉄板焼・中華
tel 476-1588 要予約 ＄＄
炒飯、餃子もあります。うどんは、Udon
Noodle in Soup でご注文を。

Matsuhisa

12

Ore House

4

マツヒサ ー 寿司・和食
tel 476-6628 要予約 ＄＄＄
有名シェフ、ノブ松久氏のニュースタイル和食。
定番はセビーチェ（刺身のレモンマリネ)。

オレハウス ー ステーキ
tel 476-5100 要予約 ＄＄
ウェスタンな雰囲気でディナーを。リブアイ
(14oz.Rib Eye）は日本人好みのステーキ。

Pepi's Restaurant

7

ペピズレストラン ー オーストリア料理
tel 476-5626 要予約（夜） ＄＄
ランチのザワークラフト付きソーセージ
(Bratwurst）がおすすめ。

Russell's

3

ラッセルズ ー ステーキ
tel 476-6700 要予約 ＄＄＄
ベイルローカルも通うステーキハウス。

Sweet Basil

19

スイートベイジル ー フレンチ・アメリカン
tel 476-0125 要予約 ＄＄＄
ベイルで一番予約が取れない人気店。その理由
は？ ご自身で体験なさってくださいね。

17

スイスシャレー ー スイス料理
tel 479-5429 要予約
子供が大好きなチーズフォンデュ。

ベイルには120軒以上のレストランがあると言われています
このガイドブックで紹介した以外にも、
ホテルのフロントにある
「Vail Dining Guide
（レストランガイド）」
に乗っていますのでご覧になってみて下さい。
「要予約」
のレストランはピークシーズンには２、
３日前の予約が必要です。
人気店では11月にもうクリスマスの予約が取れないなんてこともありますのでご注意を。
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ライオンズヘッド エリア （数字はP.12の地図の番号）
Bart & Yeti's

9

Billy's Island Grill

ビリーズアイランドグリル ー ステーキ＆シーフード
tel 476-8811 要予約 ＄＄
旅行中の野菜不足に食べ放題サラダバーが人気。

バート＆イエティ ー アメリカン
tel 476-2754 予約不要 ＄
スキーの後のビールが定番。

Blue Moose Pizza

3

Chop House

2

チョップハウス ー ステーキ＆シーフード
tel 477-0555 要予約（夜） ＄＄＄
ランチのハンバーガーとベイビーバックリブ（豚スペ
アリブ）もおすすめ。

ブルームースピザ ー ピザ＆パスタ
tel 476-8666 予約不要 ＄
ご家族連れにもおすすめのピザ屋さん。

Les Delices De France 10

Moe's BBQ

フレンチデリ ー サンドイッチ・ベーカリー
tel 476-1044 予約不要 ＄
トリコロールカラーの外観が目印。

Montauk

7

6

モーズバーベキュー ー BBQサンドイッチ
tel 476-7888 予約不要 ＄
選べるサイドメニューが人気。酒屋の２階へ外階段
で上がったところにあります。

8

モンターク ー シーフード
tel 476-2601 要予約 ＄＄
シーフードでは人気No.1。Oysterは牡蠣、
Musselsはムール貝、Calamariはイカのフライ
Seared Ahiはマグロのたたき風。

Tavern on the Square

4

タバーン ー アメリカン・バー
tel 754-7704 要予約（夜） ＄＄
いつもアフタースキーの一杯のお客さんで賑やかな
お店。

時差ぼけでレストランに行くのも面倒ですか！？
レストラン宅配

A La Car

そんな時にはホテル内のレストランやルームサービス、そして「アラカー（A La Car）」
サービスが便利です。「アラカー」では中華からフレンチまで、提携レストランのメニューを
そのままお部屋にデリバリーしてくれます。
ホテルのフロントにメニューカタログがありますので、電話注文（英語）→宅配受け取り→
支払い、となります。宅配代金として注文した料理総額の20％が加算されます。宅配人への
チップ（＄20程度）もどうぞお忘れなく。
注文受付は

970 - 949 - 4000

までお電話でどうぞ。

夜のゴンドラでレストランへ
ミッドベイルにある「テンス The 10th」レス
トランで星降る夜のディナーはいかがですか？
ベイルビレッジの新１番ゴンドラは、レストラン
のお客様用に夜も運行しています。
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The 10th ＄＄＄
tel 754-1010 要予約（昼・夜共に）

Shopping! ショッピング
ベイルのおみやげって何がありますか？

これ！といった名物がないベイルで聞かれる一番難しい質問です。個人的に選んだ
おみやげリストをご参考までに...（店名後ろの番号は地図のページと場所を示しています）
コロラド発ブラント スマートウールの靴下
Smart Wool
スキーハウス（p10 3 ）他、スキーショップによく置いてあります。
最近は靴下だけでなく、レイヤー肌着ラインもあります。
ゴーサッチ
Gorsuch （p10 1 ）
オーナーのゴーサッチ夫妻がヨーロッパで厳選したアイテムを
中心にしたセレクトショップ。
ベイルビレッジの時計台の建物の１、２階が服とスキー用品、
地下がリビング用品となっています。
スキー博物館
Ski Museum （p11 5 ）
ベイルビレッジの立体駐車場中２階にあるスキー博物館
併設のショップでは、ベイルのロゴ入りグッズや
ビンテージスキーポスター、スキー模様のクリスマスツリ
ー飾りなどがあります。
パタゴニア
Patagonia （p12 1 ）
日本でもおなじみの高機能アウトドアウェアブランド。
日本よりも安く買えるかも？！
マリオット
Marriott （p12）
マリオットホテルのギフトショップは意外なお土産の穴場。コロラドのロゴ入りグッズなどが
多くあるので一度チェックしてみては？
ジラデリのチョコレート
スーパーで売っているこのチョコレートは個包装になっているので
お土産に最適。本店はサンフランシスコにあるお店なんですけどね！

スーパー（シティマーケット City Market）への行き方は p9 をご参照ください。
お泊まりのホテル、コンドミニアムによってはスーパーまでの送迎サービス
があるところもあります。
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