歴史と文化に満ちたりて
ゆったり、
のんびり過ごすマカオ時間

世界遺産
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MACAU

世界遺産

ポルトガル人と中国人が約500年もの長い時をかけて築き上げてきたマカオは、
東洋のなかに西洋が感じられる街。カトリック教会や中国寺院が
建ち並ぶなかに、ノスタルジックな街並み、活気にあふれた市場など
マカオ市民の日常が融けあい、ポルトガルと中国の文化が幾重にも交差する。
大航海時代から時を刻んできた街、マカオ。
時空を旅するようにゆったりと歩けば、あなただけの特別な場所になるはず。

マカオ

東西文化が融合した食文化

路地裏を歩くほどに
私だけのマカオを発見

大航海時代に、ヨーロッパ、アフリカ、インド、アジアの寄港地から
集まった食材や香辛料をポルトガルと中国の調理方法で仕上げた料理
が、マカオ料理。そんな、歴史を感じながら食べられるのもマカオな
らでは。本格的なポルトガル料理や中国料理、ミシュランの星付きレ
ストランからローカルと一緒に楽しめる気軽なレストラン、エッグタ
ルトに代表されるようなスイーツなどなど、まさに東西文化のいいと
こ取りが味わえる。

マカオは路地裏にこそ醍醐味がいっぱい。歩くほ
どに別世界がひろがっている。地図をひろげて歩
くもよし、持たずに思いつくまま通りをあちこち
散策するもよし。広場や公園で語り合う人々、に
ぎわいをみせる街かど、昔ながらの暮らしぶり…
まずはぶらぶら歩いてみよう。
ラザロ地区

世界遺産

マカオ料理の代表格、
アフリカンチキン

マカオのランドマーク、
聖ポール天主堂跡。火事で
ファサードと階段だけが残った

素材の味を活かした
ポルトガル料理

中国点心
の数々

世界遺産
街かどで楽しめる漢方茶

タイパ・ビレッジの路地裏

元ポルトガル人官吏の別荘だったタイパ・ハウ
ス・ミュージアム

コロアンにある聖F.ザビエル教会

聖ローレンス
教会は海の神
様を祀る
ギア教会と灯台

私はポルト
ガルの
詩人カモン
エス

鮮やかな絵タイル（アズレージョ）が印象的な民政総署

世界遺産

世界遺産
世界遺産

マカオの先には
日本が見える！
？

世界遺産

世界遺産

16世 紀 に ポ ル ト ガ ル 人 が 定 住 し、
港町として栄えたマカオ。その交易
ルートはヨーロッパから日本をつな
ぎ、日本にとって西洋世界への窓口
となった。

イギリスの東インド会社本部として
使用されたこともあるカーザ庭園
美しいステンドグラスの大堂（カテドラル）

かつては遊郭があった福隆新街

マカオって、
こんなところ。

うずまき線香の煙と
差し込む光が幻想的

しあわせ感じて旅しよう

マカオが世界の歴史に躍り出るのは、16世紀半ばのこと。もともと小さな村落が点在してい
た港町に、中国王朝から居留権を得たポルトガル人たちが住みはじめた。マカオを主要な港
に発展させたポルトガルは中国、日本とヨーロッパ間の中継貿易で莫大な富を得た。またマ
カオは日本や中国への布教活動に赴くキリスト教宣教師たちにとっても重要な拠点となった。
いわばマカオは、ポルトガル人がもたらした西
洋と中国人が紡いできた東洋の文化が出会った
世界遺産
玄関口といえる。
2005年、22の歴史的建築物と8カ所の広場を
含む日常生活地域が「マカオ歴史市街地区」とし
てユネスコ世界文化遺産に登録。東西文化が融
合・共存してきたマカオ独自の歴史の証として世
界に認められた。文化交流の産物は、受け継が
れ日常に融けこみ、今もマカオに息づいている。
大航海時代に思いを馳せながら、世界遺産の街
夜景も美しい港務局
並みをゆっくりと辿ってみよう。

地 理 東京から約3,000km、香港から約60km
西南西に位置し、中国広東省と陸続きのマカオ半
島部、その南のタイパ、コタイ、コロアンの４
ゾーンからなる。総面積は31.3k㎡と東京世田谷
区の約半分。
日本との時差 マイナス1時間。
アクセス 直行便は成田空港からの週4日、関西
空港からは毎日運航している。香港を経由し、
フェリーでのアクセスも一般的。

世界遺産

ペディ・キ
ャブで
風を感じ
て
のんびり
ここだけ見るとまるでヨーロッパ
（アルベルゲSCM・ラザロ地区）

聖オーガスティン広場

言語 公用語は広東語とポルトガル語だが、日常
語は広東語。ホテルや高級店では英語も通じる。
通貨 マカオパタカ
（MOP）
。香港ドル
（HKD）
が
ほぼ等価で通用する。
人口 約63万人
（2014年現在）
気候 年間を通して暖かく、平均気温は20℃前後

アジアで発見！
ポルトガルの息吹

絵タイル（アズレージョ）
様式の道標は2カ国語表示

コロニアル風建築と、街を彩るポルトガル式石畳（カル
サーダス）
と絵タイル
（アズレージョ）
。マカオに定住し
たポルトガル人たちは、故郷を彷彿とさせる丘と入江
に恵まれたこの地にリスボンの面影を見て街を築いた
といわれる。

古い港に近いオルタ広場

見どころが街のなかにコンパクト
にまとまっているマカオは、歩い
てまわるのが楽しい。世界遺産や
歴史など8つのテーマのウォーキ
ングルートを巡ってみよう。マカ
オ観光局ウェブサイトをチェック。

パステルカラーがあざやかな南欧風建築のす
ぐ隣に典型的な中国建築。その両方が調和し
た街並みはユニークで、これこそがマカオの魅
力。異文化の共存と双方の影響がかいまみら
れる独特な雰囲気がおもしろい。

マカオ世界遺産めぐり

まるで映画のワンシーンかのような恋愛通り

おすすめ
ウォーキングルート

石畳と隣りあわせ
東洋の街並みに瞬間移動

南欧の雰囲気いっぱいの小道

漆喰装飾が美しい聖ドミニコ教会

人々の暮らしのなかへ

「西遊記」
に登場する神童ナーチャを祀る廟は、
聖ポール天主堂跡のすぐ隣

マカオ観光局
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 平河町KDビル7階
Tel: 03-5275-2537 Fax: 03-5275-2535
www.macautourism.gov.mo

レトロな雰囲気の老舗茶樓
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マカオ

ショー！グルメ！ショッピング！
世界が注目する最新エリア「コタイ」
コタイは、巨大な複合リゾートが建ち並ぶ一大エンターテイメントエリア。
新たなリゾートが続々とオープンする魅惑の街だ。
世界でもここだけのショーやリゾート内のあちこちで目にするパフォーマンス、
パレードやマジック、そして季節ごとのイベントやコンサートなど多彩なラインナップ。
ほかにも、グルメやショッピング、スパやマッサージ…
一度の滞在では体験しきれないほどの、刺激と素敵にあふれている。
極上のエ
ンタメを
体感しよう
！

8 0 0 ショップ以上が一堂に！
欲しいものが何でもそろう
旅の醍醐味のひとつは、やっぱりショッピング。ショッ
ピング・モールが一堂にそろうコタイはその数800店以
上。世界の一流品からカジュアルブランドまで数多く集
まるアジア随一のショッピング・エリアを体験しよう。

コタイにあるファイン・ダイニングは、ラグジュアリーな
空間でもてなしてくれる

あれこれ迷うのも
楽しい！

遊び ごころを刺激する！
数々のエンターテイメント

アジア最大級の波のプールと白砂のビーチ

世界トップクラスのシェフの味
に感動
歩き疲れたらアフタヌーンティーでほっと一息

コタイはマカオでしか体験できないエンターテ
イメントがぎっしり詰まった夢の街。絢爛豪華
なショーに感激し、賑やかなパレードに心を躍
らせる。そんな非日常的な感動と興奮があなた
を待っている。

カバナでリラックスタイム

リラックスタイム
を保証する居心地
のよさ

華やかな雰囲気に満ちた
ショッピング・モール。
夜遅くまで開いているの
も嬉しい

「ザ・ハウス・オブ・ダンシン
グ・ウ ォ ー タ ー」。オ リ ン
ピックプール5個分の水を
使った迫力あるアクロバ
ティックなショーや美しい
ダンスが見どころ

あちこちで、ショーや
パフォーマンスが繰り
広げられる

離れて
日常から
に
心身とも
シュ
ッ
レ
リフ

ポルトガルワインをはじめとした各国ワインもお楽しみ。
居ながらにして世界の食を味わえる

スイートルームは広々＆ゆったりの空間だから
おしゃべりも弾む女子会仕様

子ども連れの家族
旅行にぴったりな
ファミリールーム

ドレスアップしてディナーへ。旅先ならではの
優雅なひとときを満喫

人気キャラクターのパレードや記念撮影も

贅沢な空間でのんびり
極上のリラクゼーション

おいしいものに大満足！
魅惑のグルメ
ポルトガル＆マカオ料理をはじめ、中国料理、
フレンチ、イタリアン、アジア料理など、世界中の
あらゆる美食が集まるコタイ。
カジュアルから高
級店まで楽しめる、
大満足のひと皿を堪能してみて。
「タブー」
は女性も楽しめるキャバレー・ショー

世界の一流品が勢ぞろい

ホテルロビーの音と光のアトラクションも必見

コタイにはミシュランガイドで紹介された名店も多い。
こんなかわいらしい創作フレンチに舌鼓！

リゾートライフといえば、スパやマッサージと
いったリラクゼーションは欠かせない。マカオに
はもちろん、最新の一流スパがいっぱい。ホテル
ゲストでなくても、利用できるうえ、幅広いメ
ニューも選べて魅力的。日替わりで一流のリラク
ゼーションを楽しんでみては。

ホテルロビーの煌
びやかな天球儀。
大航海時代のポル
トガルのシンボル

コタイを一望するプール付きのスイートルーム。
ラグジュアリーなくつろぎの時間を楽しめる

プール！スパ！ホテル・リゾートの癒しの空間へ
刺激と素敵がいっぱい

新しいマカオで
私だけの休日

