
・Alaskan Start  ブルーベリーパンケーキ（3枚） 

・Belgian Start    ベルギーワッフル（2枚） 
                                                 With 2 eggs (卵２個付き)   

・New York Start   ベーグル  
鮭の燻製とクリームチーズをベーグル（パン）にのせて フルーツ付き 

・Chena Start    クロワッサンのサンドウィッチ 

・French Start   フレンチトースト（3枚） 
甘いクリーム・バターをつけて焼いたパン 

Omelets   ～ オムレツメニュー～ 

・Spinach & Mushroom ほうれん草とマッシュルーム 
サワークリームとトマトのみじん切りを添えて 

・Yukon Quester   ソーセージ、ハム、チーズ 
トマトとパルメザンチーズをご一緒に。 

・Ham and Cheese ハムとチーズ 
チーズはチェダー、スイス、プロバローニの３種よりお選びください。 

・Aurora      オーロラ風 
ハム、タマネギ、チェダー・チーズの絶妙な組合せ 

Breakfast plates   ～軽いご朝食～ 
・Little Chena トーストまたはパンケーキと卵料理 
トーストかブルーベリーパンケーキをお選び下さい。ポテト付き 

・Big Chena トーストまたはパンケーキと卵料理 
トースト、ブルーベリーパンケーキのどちらか１つと 

ソーセージ、ハム、ベーコンから１つお選び下さい。ポテト付き 

・Biscuits and Gravy ビスケット＆グレイビー 
 With two eggs（卵２個付き）

・Hangover Remedy ロールパンのサンドウィッチ 

Sides    ～サイドメニュー～ 
・Bagel and Cream Cheese ベーグル（パン）とクリームチーズ 

・One Egg    卵１個 

・Chena Potatoes チナ・ポテト（アラスカンポテト） 

・Fresh Fruit フルーツの盛り合わせ 

・Ham, Bacon or Link Sausage ハム、ベーコン、ソーセージ 

・One blueberry Pancake 

・Toast    トースト 

皆様、 

おはようございます！ 

 

本日のチナでのお目覚め

はいかがでしょうか。 

さあ、楽しい一日の始ま

りですよ！ 

皆様が、素晴らしい一日

を送られることを願って

おります。 

 

チナ温泉では、皆様の快

適なご滞在のために多彩

なアクティビティを用意

しております。 

どうぞ、アクティビティ

センターに足を運んでみ

てください。  

 

またゆったり温泉につ

かってみたり、あるいは

周辺の素晴らしい景色を

観ながらお散歩をしてみ

てはいかがでしょうか。 

ムースやリスなど様々な

動物達に出会えるかもし

れません。 

 

我々に出来ることがあり

ましたら何なりとお申し

つけ下さい。 

 

創業以来、アラスカでの

お客様の癒しどころとな

れるよう努めてまいりま

した。 

 

皆様にとってチナ温泉が

癒しの場所と感じて頂け

れば嬉しく思います。 

   
 Bernie and Connie Karl 

  
特製パンに肉汁から作られたグレイビーソースをかけて 

スクランブルエッグ、ソーセージ、とろけるチーズを挟んで 

・・・ ７：００～１１：３０ ・・・ 

ご朝食 Breakfast 

Chena Starts ～チナ特選ブレックファースト～ 

いちごのシロップとクリームを添えて 

スクランブルエッグとハム、チーズのサンドウィッチ フルーツ付き 

・Healthy Start      温かいオートミール 
ミルク、黒糖、干しぶどう、ピーカン入り       フルーツ付き 

＊全てのメニューにポテトとトーストが付きます。 
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・Jenny’s Egg Vegetable scramble 野菜のスクランブルエッグ 
トマト、マッシュルームなどの入ったスクランブルエッグ。 

・Steak & Eggs  ステーキと卵料理 
7ozのステーキとお好みの卵料理。ポテトとトースト付き 

・Egg  Benedict    エッグベネディクト 
半熟ゆで卵とハムをイギリス風マフィンとご一緒に。 

ポテトもしくはフルーツをお選び下さい。 

・Two Eggs   卵2個 

ブルーベリーパンケーキ 
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・Chena Burger チナバーガー レタス・トマト・赤タマネギをはさんで 

・Chicken Breast BLT チキン・ベーコン・レタスサンドウィッチ 

お好みでマッシュルーム(mushroom)ベーコン(bacon)チーズ(Cheese)をトッピング（追加料金） 

・Grilled Salmon Burger サーモンバーガー 

・The Smoky Bird ターキーサンドウィッチ 
七面鳥の燻製ハムと野菜をクロワッサンではさんだサンドウィッチ。 

・Grilled Roast Beef ローストビーフサンドウィッチ 
ローストビーフと、とろけるスイスチーズもトッピング。 

Cold Sandwiches ～サンドウィッチ～ 

・Turkey Club Wrap ターキー・ラップ 

Fish & Pasta ～魚料理とパスタ～ 
・Halibut and Chips ハリバット（北洋カレイ）とフライドポテト 

 ・Ahi Tuna Nicoise マグロのステーキ 

・Smoked Salmon Pasta スモークサーモンのクリームパスタ 

 

オーロラの発達 
  

オーロラはいつ出現するか

分からないので、３０分～

１時間おきに空をチェック

しましょう。オーロラは必

ず北の空から出始め、最初

のうちは光度も薄く動きも

あまりありません。しか

し、オーロラ活動が活発に

なると光度が増し、崩壊現

象（ブレーク）を起こし、

素晴らしいオーロラに発達

します。オーロラは発達す

るまで１～３時間かかるこ

ともありますし、一旦消え

てはまた現れるといった不

規則な自然現象なのです。

また出現してくる時間は、

映画のように何時から上

映・・ということはなく

様々ですが、統計的にオー

ロラのブレークがよく発生

する時間帯は１１pm～３

amです。（逆に言うと３

amくらいまでを目標とし、

オーロラ状態によっては更

に粘ることです。） 

 

オーロラは自然の光である

ため、明るさは一定してい

ません。問題はそのオーロ

ラがどれだけ発達するか

（明るさや動き、時間）と

いうことなのです。最高に

発達したオーロラを１００

Ｗの電球に例えるとして、

５Ｗ級であまり発達しない

こともあれば、７０Ｗ級と

かなり明るく発達すること

もあります（あくまでも雰

囲気的な例えで、実際の

オーロラの光度は発達して

も月に照らされた雲程度で

す）。 

 
 
“Guest Directory”より抜粋  

コールスロー(キャベツをドレッシングであえたサラダ）とタルタルソース 

・Ham and Swiss Club Wrap ハム＆チーズ・ラップ 

・Grilled Cheese  グリルドチーズサンドウィッチ  

＊全てのサンドイッチメニューにはフライドポテトもしくはカッテージチーズ        

 もしくはミニサラダが付いています。 

七面鳥の燻製ハムと野菜をほうれん草のトルティーヤで巻いて 

ハム、チーズそして野菜をほうれん草のトルティーヤで巻いて 

食パン(White Bread）または小麦パン（wheat  bread）をお選び下さい。 

ハム（With ham）またはトマト（with Tomatoes）の追加（追加料金） 

サヤインゲン・ゆで卵・トマトのサラダも添えてヘルシーな一品！ 

アラスカ産の燻製サーモンにペンネパスタをブレンド！ 
パルメサンチーズも加えて美味しい味に仕立てました。 

軽食 MAIN FARE 

Hot Sandwiches ～ホットサンドウィッチ～ 

サーモン、レタス、トマト、赤タマネギをクロワッサンではさんだサンドウィッチ 

・Field of Glory   温野菜のサンドウィッチ （フォカッチャ） 
グリルした温野菜とフェタチーズ、オリーブをイタリアパンでサンド。 

＊全てのサンドイッチメニューにはフライドポテトもしくはカッテージチーズ        

 もしくはミニサラダが付いています。 

・・・ １１：３０～２２：００ ・・・ 
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・Pasta and Primavera プリマベラペンネパスタ 
きのこと野菜のペンネ。ガーリック風味 



Appetizers ～ 前菜 ～ 
・Chena Wings 鶏の唐揚げ(10個） 

・Basil Shrimp Scampi 海老のソテー 

ソースを辛味(hot sauce)、バーベキュー(bar-be-cue sauce)、 
又は甘酢（sweet &sour sauce)からお選び下さい。 

にんにくとバジルバター風味 チナで採れたバジルとトマトを使用。 

・Oysters  牡蠣フライ 
タルタルソースを添えて 

ガーリック風味、ハーブ風味のクルトン添え 

・Almond Crusted Duck Tenders 鴨のフライ 
アーモンドをまぶした鴨のフライ唐辛子入りバーベキューソース添え 

Soups  ～ スープ ～ 

・Chena Clam Chowder クラムチャウダー 

・Soup du Jour 本日の自家製スープ 

Salads  ～  サラダ  ～ 

・チキン付き      (with grilled chicken) 

・海老付き          (with grilled shrimp) 

・Classic Caesar シーザー・サラダ  

・Orange Sesame Duck 鴨とオレンジのサラダ 

・Chena’s Special チナサラダ 

お好みでランチドレッシング又はマリナラソースをお選ください。 

チナ温泉の歴史 

 

 フェアバンクスの北東約１

００キロに位置するチナ温

泉は、１９０５年頃から広

くその名を知られるように

なりました。金鉱探索者で

あったスワン兄弟（ロバー

トとトーマス）は、「チナ

川上流の谷から立ち上る蒸

気を、合衆国地質調査局員

が発見した」という噂話を

耳にします。「温泉の蒸気

に間違いない」とのことで

したが、実際にはそれ以上

の調査は行われていません

でした。そこで、スワン兄

弟は早速ボートに生活必需

品を積み込み、温泉を求め

て旅立ちました。フェアバ

ンクスからチナ川を遡るこ

と１ヶ月半、やっとのこと

でモニュメント川が流れ込

む地点までたどり着き、こ

の川を少し上ったところ

で、ついに求めていた温泉

を発見するのです。それ

は、１９０５年８月５日の

ことでした。 

 

当初フェアバンクスからチ

ナ温泉への旅は、天候や道

の状態により１週間から３

週間かかっていました。そ

の悪路も１９１１年には、

「自転車でさえも無事に通

ることが出来る状態」に整

備され、特に犬ぞりに最適

な道となりました。この整

備のおかげでチナ温泉まで

の旅は、実質２０時間の道

程になり大幅に短縮された

のです。チナ温泉にはこの

年までに湯治客用の馬小屋

と浴場、そして１２戸の

キャビンが建てられます

（キャビンのレンタルは当

時１ヶ月で＄２０ドル）。

翌年の１９１２年には、快

適な「４頭引き２連馬車」

を使った「温泉乗り合い馬

車」が１０日に１本定期運

行を始めます（定期便：往

復＄５０ドル）。この温泉

乗り合い馬車の定期便によ

るチナ温泉までの２日半の

道中には、旅客目当ての宿

（ロード・ハウス）も４軒

建てられます。当時フェア

バンクスはゴールドラッ

シュで沸き、アラスカで一

番大きな町として成長しま

したが、それでも娯楽はま

だまだ少ないものでした。

インフラと交通の整備が

整ったチナ温泉は、フェア

バンクスの住人にとって一

つのブームとなりました。

たくさんの人が湯治と憩い

の場を求めて、どっと押し

寄せてくるようになり、

「温泉ラッシュ」が始まり

ます。 

シェフお勧めのあさりのクリーム・スープ 

・Steamers あさりのワイン蒸し 

・Spinach ほうれん草のサラダ・スモークチーズ添え 

フライドポテト付き 

本日のスープはスタッフにお尋ねください。 

サラダに利用されているトマトやレタスは 

当ホテル内の温室で採れた新鮮な自家製野菜を利用しております！ 

前菜・スープ・サラダ Appetizers,Soup,Salad 

・Calamari Steak Strips イカのフライ 
タルタルソースとレモンを添えて 

・Shrimp Cocktail  海老のカクテル 
車エビに特製ソースを添えて 

・Chena tomato rose トマトとモッツァレラチーズ 
チナで採れた新鮮なトマトにバジル、モッツァレラチーズをのせ、バ

ルサミコ酢でお召し上がり下さい。 

・King Crab Cake  クラブケーキ（3個） 
蟹の身とタマネギを固めた蟹ハンバーグ。 

・Combo Platter 前菜の盛り合わせ 
春巻き・チーズ・鶏のささみフライ・牡蠣フライ・イカの盛り合わせ 

・Mozzarella Sticks モッツァレラチーズのフライ 

・Chicken Tenders 鳥のささみフライ 

・チキン付き      (with grilled chicken) 

・海老付き          (with grilled shrimp) 

・牡蠣フライ付き  (with fried oysters) 

・Sesame Chicken Salad ごまと鶏肉のサラダ 

・Pear and Apple Salad  洋ナシとりんごのサラダ 
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カップ(cup)  $ 5.25 
ボウル(bowl)$ 9.00 
 
 

カップ(cup)  $ 4.25 
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・Alaskan Halibut     アラスカンハリバット(北洋カレイ） 

・Wild Alaskan Salmon   アラスカンサーモン 
ライスと季節の野菜のソテーを添えて 

・Alaskan King Crab Legs  タラバガニのボイル 570g 

・Chicken and Shrimp 鶏肉と小エビのグリル 
ライスと季節のソテー添え 

・Beef Rib Eye Steak 牛肉のロースステーキ 
季節の野菜のソテー添え 

＊フライドポテト(French Fries)又はグリルドポテト（Grilled potato）をお選び頂けます。 

・Filet Mignon  牛肉のフィレステーキ 
テンダーロインの端の厚い部分から切り取った牛の最高級ヒレ肉。季節の野菜のソテー添え。 

 
 エコについて考える 
 
皆さんはチナ温泉のエコ
問題に関する取り組みに

ついてご存じですか？ 

 

世界中でエコ問題への関

心が高まっている中、当

リゾートでは、限りある

資源を有効活用するため

に地熱資源開発に注目を

しております。 

 

まず２00０年に我々は摂

氏７０度の温泉水を利用

してホテル全館の建物を

暖房する取り組みを始め

ました。温室や菜園にも

天然の温泉水を利用し食

物の育成促進の力ともな

りました。 

 

そして2004年の始めか

ら実験を開始し、2006

年より地熱資源をさらに

有効活用するために、自

家発電を行っておりま

す。現在は400kwの電

力を造り出すことの出来

る地熱発電所を保持して

います。この発電所は、

従来の発電所と違い環境

に害のある物質を空気中

には一切排出しないとい

うメリットがあります。 

 

この画期的な取り組みは

アラスカ全体で注目をさ

れており、現在アラスカ

で150カ所以上ある温泉

地帯や火山地帯で取り入

れられ始めています。  

  

この地熱発電の取り組み

以外にも、チナでは水素

の力を利用した電気自動

車の研究にも力を入れ始

めました。 

 

このようにチナでは少し

でも地球環境に影響の少

ない生活が出来るように

研究をしております。 

  

皆様もぜひ、身近なとこ

ろからエコ問題に関する

取り組みを始めてみては

いかがでしょうか。 

ポテト(Potato)又はライス（Rice）をお選び頂けます。  

＊＊ステーキの焼き方をお申し付け下さい。  

rare(レア) medium rare(ミディアムレア） medium(ミディアム）  

well-done （ウエルダン）の4種よりお好みの焼き方でどうぞ。 

ポレンタと季節の野菜のソテーを添えて。 

野菜にパイナップルサルサもしくは海老のソースをお選び下さい。 

 

Add to Entrée メイン料理にお勧めのサイドメニュー 
・10oz King Crab タラバガニのボイル 280g 
・Four grilled shrimp 小エビのグリル（4匹） 

メイン料理 Entrees 

全てのお料理に、焼きたての自家製オリーブパンが付いており、 

さらにクラムチャウダー（Clam Chowder)、本日のスープ(Soup du Jour)

またはミニサラダ（Salad）の三品の中より一品お選びいただけます。 

＊＊ステーキの焼き方をお申し付け下さい。  

rare(レア) medium rare(ミディアムレア） medium(ミディアム）  

well-done （ウエルダン）の4種よりお好みの焼き方でどうぞ。 

＊フライドポテト(French Fries)又はグリルドポテト（Grilled Potato)をお選び頂けます。 

・Roasted Rack of Lamb 子羊のあばら肉のロースト 

・Thai Curry Red or Yellow タイカレー(ココナッツ風味） 

・Vegetarian Curry ベジタリアンカレー 

ピラフ、季節の野菜のソテー、ミントゼリーを添えて。 

レッドもしくはイエローカレー。鶏肉、牛肉もしくは海老をお選び下さい。 

野菜、豆腐のはいったレッドもしくはイエローカレー。 
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Beverages ソフトドリンク 
コーラ(Coke)・ダイエットコーラ(Diet Coke)・スプライトSprit) 

レモネード(Lemonade)・ドクターペッパー(Dr. Pepper)・アイスティ(Iced tea) 
各 $ 2.00 

* おかわりは1杯につき    $ １.00 
ミルク（MILK)・ホットチョコレート(Hot Chocolate)・ジュース(Juice) $ 2.75 
ホットアップルジュース（Hot Apple Cider) $ 1.75 
コーヒー（Coffee)・ハーバルティー（Herbal Teas) $ 2.00 
ボトル飲料水   550cc (Botteld Water 20oz)                               $ 2.50



Draft Beer Selections ～お勧め生ビール～ 
・16oz.Draft Alaskan Brewery-Juneau アラスカ産ビール 470cc 

・Import bottle beer  お勧め輸入ビール 

・Smoked Porter  スモークド・ポーター （煙香の鮮烈な香り、香ばしく豊かな黒ビール） 

・Domestic bottle beer アメリカ産ボトルビール 

・Alaskan Amber  アラスカ・アンバー （アラスカの人気定番の生ビール） 

・Ｈeineken ハイネケン（オランダラガービール） ・Corona コロナ(メキシコビール） 

・Budweiser バド・ワイザー 

Winter Warmers  ～暖かいカクテル～ 

・Nutty Alaskan  

PARTY 
TIME 

 
チナ温泉は、結婚式、会

社や学校のイベント、友

人や家族でパーティを開

くのにとても適している

場所です。 

 

フェアバンクス市内から

わずか６０マイルしか離

れておらず、車で１時間

で十分に来れる範囲で

す。道中には 

素晴らしい風景が広が

り、アラスカの環境を十

分に楽しむことができま

す。ムースはもちろんの

こと、野ウサギやビー

バー、オオヤマネコや熊

など様々な動物と遭遇す

ることもあります。 

 

日常生活での騒音やざわ

めきから遠ざかり、のん

びりとリラックスの出来

る癒しの環境です。 

 

素晴らしい環境を誇る

我々チナ温泉リゾートで

は、皆様の思い出になる

ような素晴らしいひとと

きを過ごして頂くため

に、様々な提案をさせて

いただいております。 

 

結婚式や会社、学校のイ

ベント、友人や親類同士

のパーティを開く際、お

客様のご希望に添えるよ

うコーディネート致しま

す。  

 

ご希望がございましたら

お問い合わせ下さい。  

・Seasonal Ale  シーズナル・エール 

フランジェリコ（ヘーゼルナッツとアーモンドのリキュール）、カルア、コーヒー、 

コーヒーアイリッシュクリームをミックスしたカクテル!ナッツ好きにはたまらない！ 

・Buttered-Up Rum  

これを飲めばあなたもいかれたアラスカン！キャプテンモーガン・ラムにアップルサイダーとバターをミックス！ 

・Hot Apple pie  

心も体も温まる！トゥカ（バニラリキュール）に暖かいアップルサイダー。バタースコッチを混ぜて！ 

・Mama bear 

熊にはもう出会いましたか？ 

ラズベリーリキュールとバニラリキュールを混ぜた暖かいホットチョコレートをどうぞ！ 

・Peppermint Patty 

・Irish Coffe 

コーヒーとアイリッシュ・ウィスキーをブレンド！ 

・Hot Toddy  

ウィスキー、ハチミツ、そしてレモンをミックスしたあま～いドリンク！ 

・Bud Light  バド・ライト  

・MGT          エム・ジー・ティー ・Coors Light クールズ・ライト 

・Coors          クールズ 

・Pale Ale  ペール・エール ・IPA アイピーエー  

・Oatmeal Stout オートミール・スタウト（やや鋭い酸味と辛みの混じり合った黒ビール） 

各$ 6.50 

＊ワインに関しては別にメニュー表がございます。スタッフにお尋ね下さい。 

・Miller Lite   ミラー・ライト 

道のはずれのラウンジ LOUNGE 

Chena’s Specialty Drinks ～チナ特製ドリンク～ 
・Moose Juice   
ミドリ（リキュール）、パイナップル・ジュース、ココナッツ･･･角が大きくなるか

・Aurora Margarita  

クエルヴォ・ゴールドとブルー・キュラソー。オーロラを呼ぶ？！ 

・Strawberry Daiquiri  
新鮮なイチゴとバカルディ・ラム 

・Watermelon Martini  
夏にぴったり！ウォッカとスイカのお酒。 

・Pomegranate Cosmo  
ウォッカ、ザクロのリキュールとクランベリージュース 

・Pina Colada  

マリブ・ラム、パイナップルとココナッツ、ハワイの香り 

・Borealis Martini    
ウォッカとサワー・アップル・リキュールに、ざくろのシロップとブルー・キュラソー 

・Connie’s Appletini  

ウォッカとサワー・アップル・リキュール、ハワイの香りを。 

ムース・ジュース 

ストロベリー・ダイキリ 

オーロラ・マルガリータ 

ウォーターメロン・マティーニ 

ポマーグランテコスモ 

ピナ・コラーダ 

ボレアリス・マティーニ 

コニーのアップルティー二 

$ 6.50 
 
 
 
 
 
 
 

$ 6.50 
$ 6.50 
 
 
 
 
 

$ 7.00 
 
 
 

$ 7.00 
 

$ 6.50 
 
 
 
 
 
 

$ 7.00 
 
$ 7.00 

各$ 6.00 

各$ 5.50 

各$ 6.00 

ホットアップルパイ 

ペパーミント・パティ 

ナッティ・アラスカン 

バタード・アップ・ラム 

ホットチョコレートとペパーミント・シュナップのミックスで今夜はグッスリ眠れます。 

アイリッシュ・コーヒー 

ママ・ベア 

ホット・タディ 

＊全てのアルコール類には５％の酒税が加算されます。 



Breakfast ～ ご朝食 ～ 
・Pancakes パンケーキ 

・Waffle   ワッフル 
お子様サイズのホットケーキにシロップを添えて 

各$6.25 

ワッフル・ストロベリーシロップ・レギュラーシロップを添えて 

・Mini-Me  ミニ・ミー 
スクランブル・エッグ（卵２個）、ハッシュブラウンズ（ポテト）、
トースト。ベーコンまたはソーセージをお選び下さい。 

Beverage～ お飲み物 ～（おかわりは有料） 
・Milk 
・Orange Juice 
・Cranberry Juice 
・Apple Juice 
・Coke 
・Sprit 
・Dr. Pepper 
・Root Beer 
・Lemonade 

Lunch and Dinner ～ ご昼食・お夕食 ～ 各$6.95 

・Hamburger ハンバーガー 
・Cheeseburger チーズバーガー 
・Grilled Cheese Sandwich チーズ・トースト・サンド 
・Hot Dog ホット・ドッグ 
・Breaded Chicken Tenders やわらかチキンのパン粉焼き 

* 全てのメニューにフライド・ポテトと、お好きなお飲み物が付きます。 

 

 

アラスカ物語 

 

 皆さんは、新田次郎著

の「アラスカ物語」を

読まれたことはありま

すか？この本は、日本

人フランク安田の半生

を描いた壮大な物語で

す。 

 

約１００年もの昔、ア

ラスカで「エスキモー

のモーゼ」と謳われた

日本人がいたことをご

存じでしょうか。 

 

彼はアラスカでのゴー

ルドラッシュ時代、疫

病で苦しむ海岸エスキ

モー達を救うため、自

らシャンダラー・リ

バーで金鉱を掘り当て

その資金でユーコンリ

バーにビーバー村を築

きあげました。そして

その村に海岸エスキ

モー達を移住させ、彼

らの命を救ったので

す。彼の壮大なドラマ

が本にぎっしり刻み込

まれています。 

  

現在、彼は人生の苦楽

を共にした奥さんのネ

ビロさんとビーバー村

で安らかに眠っていま

す。2008年8月には

彼の没後50年式典セ

レモニーも行われまし

た。 

 

アラスカに来られた機

会にこの本を一度手に

とって読んでみてはい

かがでしょうか。 

 

またチナリゾートでは 

アクティビテイの一つ

としてビーバー村への

フライトツアーもおこ

なっております。 

ご興味のある方はアク

ティビィテイセンター

までお尋ね下さい。 

各$2.00 

お子様メニュー KIDS MENU 
～ 12歳以下 ～ 

ミルク 
 

オレンジジュース 
 

クランベリージュース 
 
 

アップルジュース 
 

コーラ 
 

スプライト 
 

ドクターペッパー 

ルートビア 

レモネード 

チナ温泉では、2004年に実験を開始し2006年より
地熱の力を利用した通年収穫可能な温室菜園

（4,320㎡）を利用し皆様に新鮮な野菜をお届けし
ております。 

極地アラスカの外気マイナス45℃の冬の世界でも
温室内を27℃に保ち、トマト、レタス、ハーブな
どを無農薬で栽培し、レストランで皆様に提供させ

ていただいております。 

 

またチナ温泉ではアラスカ大学農学部森林研究所と

共同でアラスカ州全土に及ぶ比熱や産業廃熱を利用

した更なる環境管理プロジェクトの可能性を追求し

ております。 

CHENA FRESH チナ温泉 

温室菜園プロジェクト 



オーロラアイスミュージアム 

アイスミュージアム（氷の博物館）ツアーはご参加いただけましたでしょうか。 

 

チナ温泉のアイスミュージアムは極寒の冬だけではなく、30℃を越す真夏でも年間を通して皆様にお楽しみいただ

いております。しかしながら、ここまでの道のりは容易なものではありませんでした。 

アイスミュージアムの建設を始めたのが2004年です。しかしながら十分な冷却システムが維持できず、残念ながら

溶けてしまいました。それでも我々はあきらめることなく、翌2005年に現在のアイスミュージアムを建設し、紆余

曲折を経ながら現在まで通年で皆様に氷の世界をお楽しみいただけるようになりました。 

アイスミュージアムの冷却システムですがなんと温泉の熱（地熱）を利用しております。チナ温泉ではその他にも発

電や温室など地熱を利用したプロジェクトを進行しています。 

ツアーご参加の際はぜひ、アップルマティーニ（カクテル、追加料金）を氷のグラスでお楽しみ下さい。    

(アメリカの法律により21歳以上のお客様に限ります。） 

ツアーのご案内 
 

11時、13時、15時、17時、19時、21時（21時は季節により催行されない場合もございます。） 

詳しくはアクティビティセンターまでお問い合わせ下さい。 


