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宿泊旅行者率、52.9％に上昇
IR続々開業、都市型リゾートの魅力増す
　ホテルの客室稼働率と宿泊客数の推移を見
ると、マカオへの宿泊旅行者数は、中国経済
の停滞を受けて、2013年から2015年までは
踊り場のような状況にあり、ホテルの客室稼
働率も2015年には80.9%まで一旦は減少し
ていたが、2016年、2017年は中国経済の
持ち直しで、宿泊旅行者数が右肩上がりに増
加。これに伴い、ホテルの客室稼働率も2016
年に83.8%、2017年は87.4%までさらに上
昇した。
　コタイ地区を中心に最新IRが続々と開業
し、滞在型の都市型リゾートとしての魅力を
増していることが、マカオへの宿泊旅行の増
加を後押ししている。それに加えて、マカオ
にとって最大マーケットである中国からの旅
行需要が一気に回復してきたことで、客室稼
働率が急上昇した。
　マカオへの宿泊旅行者数の増加、数字上に
も顕著に表れている。2017年にマカオを訪

れた全訪問者数は、5.4％増の3261万506
人。このうち、宿泊旅行者数は9.9％増の
1725万4838人と1割増加し、日帰り旅行者
数は0.7％増の1535万5668人と微増にとど
まった。この結果、宿泊旅行者率は2016年
の50.7％から、2017年には52.9％に上昇し
ている。

中国回復、宿泊客100万人増、宿泊率39％に
韓国も宿泊客6割増、宿泊率44％に上昇
　とくに中国は、マカオ訪問者数の伸びを上
回って、宿泊旅行者数が伸びており、日帰
り客から宿泊客へのシフト傾向が見受けら
る。2017年にマカオを訪れた中国人は8.5%
増の約2219万人、このうち宿泊したのは
13.5%増の約864万人と大幅に伸び、宿泊旅
行者率は38.9％に高まった。中国からの宿泊
客数は実数で100万人増えており、これが稼
働率を大きく押し上げた要因となっている。
また、韓国もマカオ訪問者数は32.0%増の約
87万人、このうち宿泊客数は64.7%増の約
50万人、宿泊旅行者率は43.5％に上昇、宿

泊客数で20万人増加した。

訪マカオ日本人は9.4％増の32万8990人
宿泊旅行者率58.1％に2.4ポイント縮小
　日本からのマカオ訪問者数も好調に伸び、
2017年は9.4%増の32万8990人に達した。
内訳をみると、宿泊旅行者は5.0%増の19万
1067人、日帰り旅行者は16.2%増の13万
7923人で、いずれも伸びたものの、安価傾向
にある香港への航空券に牽引された低価格志
向市場の伸長の影響を受けて、日帰り客の伸
びが大きかった。これにより、宿泊旅行者率
は2016年の60.5%から、2017年は58.1%
へと2.4ポイント縮小した。

「港珠澳大橋」開通で人流変わる
　2018年も大型IRの開業が続き、客室数は
今後も増加していく見通しだが、供給以上に
宿泊需要が増える可能は高い。とくに、2018
年は、マカオと香港国際空港、珠海市を陸路

マカオのホテル客室稼働率87.4％へ上昇
マカオ政府観光局、統計活用し戦略的に販売

旧正月を祝う祝賀会、盛大に開催される
パレードに日本から沖縄エイサー琉舞チーム参加

成長を続けるマカオの観光は、2018年にどんな局面を迎えるのか。2017年の観光統計
から読み取れる大きなポイントの一つが、ホテル客室稼働率の上昇だ。マカオへの訪問者
数の70％近くを占める中国市場が回復し、2017年のホテル客室稼働率は前年より3.6ポ
イント高い87.4％まで上昇した。これまでは、ピーク時以外はホテル客室が取れやすい
状況だったが、今後は客室が逼迫する可能性もあり、より効率良く客室を仕入販売する工
夫が必要になりそうだ。マカオ政府観光局は昨年より、月別の観光統計に加えて、日別に
どの国から何人マカオを訪れているのかがわかる詳細なデータの公表を開始しており、こ
うしたデータを活用しつつ、2018年を戦略的にマカオを売る1年と位置付けている。

　ユネスコによる創造都市ネットワーク食文
化（ガストロノミー）部門の認定を受けて、
マカオ政府は2018年を「マカオ美食年」
（Macao Year of Gastronomy）に決定し、
去る1月17日にキックオフセレモニーを開催
した。
　セレモニーには、マカオ政府からアレクシ
ス・タム社会文化庁長官、マリア・ヘレナ・
デ・セナ・フェルナンデス観光局長、ユネス
コからゲタチュー・エンギダ事務局次長らが
参加した。
　タム長官は、この認定を契機に、マカオ観
光のプロモーションの一つとして、食文化

（ガストロノミー）に焦点を当てる方針を示し
た。また、マカオの食文化を世界に広めるた
めに、マカオ料理の伝承と人材育成を体系的

マカオ政府観光局の詳細な観光統計ページ
マカオ政府観光局は2017年9月29日より、新たな観
光統計プラットフォームを公開した。ここでは従来の
月別データに加えて、日本を含むアジアの12市場の
“日別”のマカオ到着数を公開。月別データについても、
ファーストタイマーとリピーターの内訳を公表するな
ど、より詳細なデータの公表を開始している。

http://www.dsec.gov.mo/TourismDBWeb

マカオ「シティ・オブ・ガストロノミー」認定
「2018年マカオ美食年」キックオフセレモニー

　マカオ政府観光局は、旧正月（春節）の初日
の2月16日、聖ポール天主堂跡やセナド広場
などで新年を祝う祝賀会を盛大に開催した。
昨年マカオを訪れた旅行者数は3200万人超
に達したが、新しい年がマカオの観光にとっ
てさらなる飛躍の年となるよう願いが込めら
れた。
　238メートルものゴールデンドラゴンとラ
イオンダンスが主な観光地を練り歩き、祝祭
日を華やかに祝う人々に歓迎された。また、今

年は戌年で、中国の十二
支で犬は繁栄と敬虔の象
徴とされることから、犬
の祝典パレードが行われ
た。街はランタンや花々
で溢れた。
　2月18日の旧正月パ
レードには、日本からも
沖縄エイサーや琉舞の踊
り手らも参加し、マカオ

の旧正月を大いに盛り上げた。パレードには、
計36チームから約1000名のパフォーマーが
参加し、海外からはドイツ、スペイン、フラ

　マカオ政府観光局は、2018年のマーケ
ティング基本方針を発表した。ユネスコから
「シティ・オブ・ガストロノミー」の認定を受
け、2018年を「マカオ美食年」に選定し、「ガ
ストロノミー」でマカオの食文化をアピール
するとともに、「港珠澳大橋」の供用開始に向
けて、橋の認知度向上を2018年の活動の2本
柱に据えて、マカオ観光の魅力を発信する。
　とりわけ、港珠澳大橋は2018年下半期前
半に供用開始が予想され、その認知を強力に
推進する活動を展開する。具体的には、全国
各地の25余りの都市で、旅行会社を対象にセ
ミナーを開催するとともに、橋の視察を中心
とする大規模なFAMツアーを実施する予定
だ。また、各メディアで認知促進活動を積極
的に展開する。

イベントツーリズムを推進
4つのイベントに焦点、花火や映画祭
　また、イベントツーリズムを引き続き推進
し、2018年はとくに４つのイベントを重点
的にプロモーションしていく。
　１つ目は、２月の旧正月パレード。日本か

マカオ政府観光局、2018年の基本方針
ガストロノミー、港珠澳大橋で観光促進

らも沖縄エイサーと琉舞の踊り手ら25名が
パレードに参加し、マカオの旧正月を祝った。
　２つ目は、「第29回マカオ国際花火コンテ
スト」。９月１日、８日、15日、24日、10月
１日に開催され、毎年（今年は未定）日本を
はじめ世界各国の代表が参加する。音楽と花
火とのコラボレーションが美しく、人気の高
い花火コンテストを鑑賞しようと日本からも
ツアーが組まれている。
　３つ目は、「第３回マカオ国際映画祭」。３
年目を迎える2018年は、12月８日～14日に
開催される。日本映画もいくつか紹介されて
おり、今年も各国からどんな作品が出品され
るのか注目だ。
　４つ目は、「マカオ・ライト・フェスティバ
ル」。12月２日～31日まで開かれる。クリス
マスシーズンを迎え美しくライトアップされ
たマカオの街並みが堪能できる。このほかに
も、10月の「MGMマカオオクトーバーフェ
スト2018」、11月の「第18回マカオ・フー
ド・フェスティバル」などの機会を活用し、
マカオのガストロノミーシティとしての魅力
を発信していく。

ンス、日本、ポルトガル、ロシアの6チーム
が参加した。
　日本からは、沖縄の「創作芸団 REQUIOS」
（獅子舞・エイサー）と、「舞踊団 飛琉(HARU)」
（琉舞）が合同で、「REQUIOS/HARU」として
参加した。パレードに参加した琉舞メンバー
らは手を振ったり、エイサーメンバーは躍動
感のある動きで太鼓を叩いて沿道の声援に応
えた。また、パレード前日の17日には、世界
遺産の「媽閣廟」で、マカオのライオンダン
スに続き獅子舞を披露した。
　観衆からは「日本らしい」、「キレのある動
き」、「衣装が綺麗」などの声が寄せられ、日
本とマカオの文化交流に一役買った。

に進めていく方針を表明した。
　マカオ政府は、マカオのガストロノミーを
持続的に発展させるため、2018年から22年
までの４カ年の行動計画を策定し、６項目の
取り組みを実施する。
　第１に、食文化都市として社会文化庁長官
を委員長とする管理・監督機関を設置し、組
織体制を整える。
　第２に、マカオ市民に対して、ユネスコ創
造都市の一員であるとの意識向上を図るとと
もに、マカオの食文化をアピールするキャン
ペーンを展開する。
　第３に、マカオ料理技術伝承のため、観光
専門学校の旅游学院（IFT）に料理センター設
立を計画する。マカオ料理を体系化し、400年
を超える食文化の伝統を引き継ぐデータベー
スを構築する。

　第４に、国内では中国本土の他のユネスコ
創造都市との交流、海外ではガストロノミー
都市の大学間の交流プログラムを促進する。
　第５に、マカオフードフェスティバル、マ
カオガストロノミーカーニバル、その他の料
理コンテストなどのイベントを支援する。ま
た、ミシュランガイド、アジアのベストレス
トラン50などへの掲載、日本など海外の旅行
会社とマカオ・ガストロノミー・ツアーの旅
行造成を働きかける。
　第６に、食文化と芸術のコラボレーション
を奨励する。マカオ国際映画祭などでマカオ
料理をアピールし、マカオ・ガストロノミー
を広くに認知させる。4月27日から開催の「第
６回 マカオ国際旅行EXPO2018」に、ガス
トロノミー・ゾーンを設け、マカオ料理のデ
モンストレーションを実施する。

により最短距離で結ぶ「港珠澳大橋」の開通
を控え、マカオ、香港、中国本土を巡る人流
や物流が大きく変わる可能性があるためで、
さらなる客室逼迫も予測される。
　そのため2018年は、より戦略的な仕入れ
販売が重要になる。マカオ政府観光局は、従
来の月別・市場別の観光統計に加えて、日別
にどの市場から何人の旅行者がマカオを訪れ
たのかを把握できる詳細データの公表を始め
ており、従来のシーズナリティだけでなく、
より詳細にマーケットの動きが把握でき、戦
略的なマーケティングにより、マカオをプロ
モーションしていく方針を強調している。

ホテルの客室稼働率と宿泊客数の推移（2012～2017年）
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　2017年（1～12月）にマカオを訪
れた日本人旅行者数は前年比9.4%
増の32万8990人で、日本人全体の
海外旅行者数の4.9％増を大きく凌
駕する2倍近い伸び率を記録した。
マカオではコタイ地区に続々と最新
IRが誕生、エンターテインメントの
拡充もあり、女子旅やファミリーも
含めて旅行需要が拡大した。
　また、2017年８月には大型台風
がマカオを直撃し、観光への影響も
一部出たが、9月、10月は２ケタ増
を記録。11月以降は、日本人の海外
旅行マーケット自体が伸び悩んだこ
ともあって伸び率は鈍化したが、年

間では9.4％増のプラス成長を確保
した。
　アクセス別の内訳は、海路は24万
7268人（前年比13.1％増）、陸路は
3万2822人（3.4％減）、空路は４万
8900人（1.7％増）だった。
　海路客のうち、マカオ外港フェ
リーターミナル利用は18万4483人
(12.0%増)、コタイ地区に建設され
たタイパ・フェリーターミナル利用
は6万2785人（16.8％増）だった。
　2018年も、マカオへの日本人旅
行者数は好調に伸びることが見込ま
れる。最大のトピックは港珠澳大橋
の供用開始で、日本からマカオへの
アクセスの選択肢が増加。これまで
のマカオ航空の直行便、香港経由の
フェリーに加えて、香港から大橋経
由でマカオへという新たな陸路がで
きる。
　マカオ、香港、珠海を結ぶ大橋が人
流と物流にどんな変化をもたらし、
観光分野で化学反応を起こすのか。
2018年のマカオに注目だ。

マカオ訪問者数
過去最高の3261万人に
中国本土8.5％増、韓国32％増
　2017年にマカオを訪れた訪問者
数全体では、前年比5.4％増の3261
万506人と、過去最高を更新した。

2014年以降、4年連続で3000万人
台の大台を突破。2016年は15年比
0.8％増と微増だったが、2017年は
5.4％増と伸び率が拡大し、2014年
実績を超えて過去最高となった。
　中華圏では、中国本土が8.5％増
の約2219万人と再び成長軌道に乗
り、全体の7割弱を占めた。次いで
香港が約616万人、台湾が約106万
人となり、これら3市場で全体の9割
を占めた。
　国際訪問者数は6.2%増の約310
万人で、全入国者数の9.8%を占め
た。2017年は韓国が32.0%増と大
きく伸長し、台湾に代わり３番目の
大市場を伺う勢いだ。日本も9.4%増
の32万8990人と好調だった。

フォーブス2018年格付、マカオが「3冠」達成
ホテルとレストラン12軒、スパ8軒と世界最多
　フォーブス・トラベルガイドが発表した
2018年の格付によると、マカオは5つ星がホ
テル部門で12軒、レストラン部門で12軒、
スパ部門で8軒といずれも最多都市となり、
全3部門の格付で「3冠」を達成した。
　マカオの５つ星ホテルは前年はパリと同数
の10軒だったが、今年は12軒に増え、単独で
世界最多都市の座に躍り出た。２位はニュー
ヨークの11軒で、パリ10軒、ロンドン９軒、
香港８軒と続いた。ホテル全体では５つ星
199軒、４つ星513軒、推薦309軒で、2018
年は新たに27ホテルが５つ星、70ホテルが
4つ星を獲得し、76ホテルが推薦ホテルに加
わった。
　レストラン部門では、５つ星はマカオの12
軒に次ぎ、香港が９軒。レストラン全体では、
５カ所が５つ星、24カ所が４つ星を新たに獲
得、10カ所が推薦に加わった。

　スパ部門では、マカオの８軒に次いで、香
港、ラスベガスが５軒、上海が４軒となった。
スパは５カ所が５つ星、29カ所が４つ星を獲
得した。全体の受賞施設はレストランが５つ
星64軒、４つ星171軒、推薦83軒、スパが
５つ星60軒、４つ星210軒。
　フォーブス・トラベルガイドは世界50カ国
を対象に格付けを実施。2019年には60周年
を記念して、調査対象地域を60カ国に拡大す
る予定で、格付はさらに厳しさを増していく。
　マカオのホテル・レストラン・スパの格付
ランクは以下の通り。

【ホテル部門】
★★★★★ Altira Macau
★★★★★ Banyan Tree Macau
★★★★★ Conrad Macao, Cotai Central
★★★★★ Encore Macau（Wynn Macau）
★★★★★ Four Seasons Hotel Macao, Cotai Strip

2017年の訪マカオ日本人渡航者数、9.4％増の32万8990人に

マカオで２軒目の「MGM」コタイにオープン
最高級スカイロフトルームなど6タイプ1400室

　マカオで２軒目のMGMブランドホテル
「MGMコタイ」が２月13日午後7時半にオー
プンした。５つ星ホテルで総客室数は1400
室、総工費34億米ドル（約3704億円）を掛け
て完成した。
　客室は、リゾート・ルーム、リゾート・プレ
ミアビュー、リゾート・デラックスルーム、
リゾート・スイートに加えて、米国以外の
MGMでは初の最高級スイートルームの「ス
カイロフト・ルーム」と「スカイロフト・デ
ユープレックス」の全６タイプがある。
　エントランスにはMGMのシンボル、ライ
オン像があり、MGM系列ホテル初の24金
メッキ仕上げ。ホテルの中国語名「美獅美高
梅」も「美しいライオンのいるMGM」を表
している。
　ショッピングエリアにはライフスタイル、

　ギャラクシー・エンターテイメント・グルー
プは、インターナショナル・ゲーミング・ア
ワード（IGA）で、ベスト・インテグレーテッ
ド・リゾート（IR）・オブ・ザ・イヤーを受賞
した。ギャラクシーがこの賞を受賞したのは
３度目であり、IGAでの受賞は７年連続とな
る。
　IGAはゲーミング業界のアカデミー賞と言

ギャラクシーグループ、IRオブザイヤー受賞

　開通が待たれる「港珠澳大橋」。大橋が開通すれば、香港国際空港とマ
カオが約30kmで結ばれ、約30～40分でマカオに到着できるようになる。
大橋の途中では、世界一長い海底トンネルと、世界一長い海上橋を通過。
マカオ半島側に建設中のイミグレーション施設で入国手続きを済ませる
ことになる。
　この「港珠澳大橋」、開通前ではあるが、夜にはライトアップされ、美し
い夜景が人々の目を楽しませている。中国からの旅行者には、このライト
アップされた大橋を見に行くナイトツアーも組まれるほど、ちょっとした
観光スポットに。いよいよカウントダウンがはじまる「港珠澳大橋」の開
通が待ち遠しい。既に工事は完了しており、夏には供用開始の見通しだ。

　日本で統合型リゾート（IR）の導入に向けた
法整備が進められているが、マカオで最先端
のIR施設を展開するエンターテインメント企
業も、日本に熱視線を送っている。日本でも
マカオのような
IRが整備され、
MICEや世界的
エンターテイン
メントが誘致さ
れる日が来るの
か注目される。
　シティ・オブ・
ドリームスを展
開するメルコ
リゾーツ&エンターテインメントは、日本法
人「メルコリゾーツ&エンターテインメント
ジャパン」を昨年設立し、東京と大阪に事務

日本のIRに熱視線
メルコが日本法人、MGMは万博誘致支援

　写真とオーディオビジュアルアートに特化した最新の国際アート
フェア「フォト・マカオ」（PHOTO MACAU）が、3月24日～26日まで
ザ・ヴェネチアン・マカオのエキシビション・ホールで開催される。
　急速に拡大するアジアのアートとカルチャーシーンを中心に、世界
の最新アートコレクションを展示し、世界の写真家やキュレーター、
コレクター、ディーラー、美術愛好家などが集う一大アート発信地と
してのマカオを確立する。
　3月24日はプレスと招待者向け、25日～28日は一般公開される。

★★★★★ MGM Macau
★★★★★ Nuwa Macau
★★★★★ Mandarin Oriental
★★★★★ Star Tower at Studio City Macau
★★★★★ The Ritz-Carlton, Macau
★★★★★ Wynn Macau
★★★★★ Wynn Palace
　★★★★ The St. Regis Macao, Cotai Central
　★★★★ Galaxy Hotel
　★★★★ Grand Hyatt Macau
　★★★★ Hotel Okura Macau
　★★★★ JW Marriott Hotel Macau
　★★★★ The Venetian Macao Resort Hotel
　　＊推薦 Holiday Inn Macao Cotai Central
　　＊推薦 The Parisian Macao
【レストラン部門】
★★★★★ Aurora
★★★★★ Belon
★★★★★ Golden Flower at Wynn Macau
★★★★★ Il Teatro at Wynn Macau
★★★★★ Jade Dragon
★★★★★ Mizumi at Wynn Macau
★★★★★ Shinji by Kanesaka
★★★★★ Sushi Mizumi
★★★★★ The Tasting Room
★★★★★ Tenmasa

★★★★★ Vida Rica Restaurant
★★★★★ Wing Lei at Wynn Macau
　★★★★ Andrea's at Wynn Palace Macau
　★★★★ Lai Heen
　★★★★ Mizumi at Wynn Palace Macau
　★★★★ Pearl Dragon
　★★★★ Robuchon au Dome
　★★★★ SW Steakhouse at Wynn Palace Macau
　★★★★ Terrazza
　★★★★ Wing Lei Palace
　★★★★ Ying
　★★★★ Zi Yat Heen
　　＊推薦 Yamazato Macau
【スパ部門】
★★★★★ Altira Spa
★★★★★ Banyan Tree Spa Macau
★★★★★ ESPA at The Ritz-Carlton, Macau
★★★★★ Nuwa Spa Macau
★★★★★ The Spa at Encore Macau
★★★★★ The Spa at Mandarin Oriental, Macau
★★★★★ The Spa at Wynn Macau
★★★★★ Spa at Wynn Palace Macau
　★★★★ Bodhi Spa
　★★★★ Iridium Spa at The St. Regis Macau, Cotai Central
　★★★★ The Spa at Four Seasons Hotel Macao, Cotai Strip
　★★★★ Zensa Spa

ビューティー、アートをテーマに35店が出
店。レストラン・バーは、「世界のベスト・
レストラン」やミシュランの星付きレストラ
ン出身者らをメインシェフに迎えた日本食レ
ストランの「aji」を筆頭に、３軒のシグニ
チャー・レストランと１軒の創作スイーツ
ショップに加え、各式中国料理店４軒が揃う。
創作スイーツのJanice Wong MGMには世
界最大、高さ7.3mのチョコレート・ファウン
テンが登場した。
　アートコレクションも充実しており、清朝・
紫禁城の絨毯を含む300点以上の芸術作品を
所蔵している。最高級スイートルームの「ス
カイロフト」室内にも、アンディ・ウォーホ
ルなどの著名近代アーティストらによる作品
が飾られている。
　スパ「TRIA」は、モロッコのハマムや日本
の温泉、タイのスパイスマーケットにいるよ
うな気分を味わえる。
　現在、MGMシアターの開館を準備中で、同
館はテニスコート３面分の大きさに匹敵する

世界最大の4K・LED
スクリーンが特徴。
開館後はワールドク
ラスのコンサートや
イベントを誘致する
予定という。

われ、ギャラクシー・エンターテインメント・
グループの旗艦リゾート、ギャラクシー・マ
カオが2011年に開業して以来、様々なIGA賞
を受賞しており、これまでの業績と今後の発
展性が認められた。
　ギャラクシー・マカオはコタイ地区で第３、
第４フェーズの開発が行われ、約100万平方
mが追加拡張される。

所を立ち上げた。同社はフィリピンなどでも
IRを展開しており、政府とのパートナーシッ
プを構築して事業を進めてきた。日本でも、
政府や自治体などと連携して事業を推進して
いく。
　一方、MGMリゾーツ・インターナショナル
は、日本でのIR参入をめざして2014年に一
足早く日本MGMリゾーツを設立し、東京と
大阪の拠点で活動しており、昨秋には「2025
日本万国博覧会誘致委員会」のオフィシャル・
パートナーとなった。MGMリゾーツは、大
阪、夢洲への大阪万博誘致活動をサポートし、
地域社会や観光産業に資するIRの建設をめざ
している。
　さらに、ギャラクシー・エンターテイメン
ト・グループなども日本でのIRライセンス取
得に意欲を示している。

月 2017年 2016年 前年比 宿泊旅行
者率（％）

1月 25,777 25,817 -0.2% 58.2
2月 27,058 20,897 29.5% 57.1
3月 33,158 27,814 19.2% 55.1
4月 20,240 19,236 5.2% 61.3
5月 30,000 24,965 20.2% 60.2
6月 22,662 19,973 13.5% 63.9
7月 21,332 20,703 3.0% 59.4
8月 29,857 27,606 8.2% 56.1
9月 30,763 27,771 10.8% 54.9
10月 25,176 22,215 13.3% 58.7
11月 34,515 34,142 1.1% 58.3
12月 28,452 29,474 -3.5% 56.8
合計 328,990 300,613 9.4% 58.1

日本人のマカオ渡航者数

市場別 2017年 前年比（%）
中国本土 22,196,203 8.5
香港 6,165,129 -4.0
台湾 1,060,107 -1.3
韓国 874,253 32.0
日本 328,990 9.4

フィリピン 307,139 7.0
マレーシア 218,301 -2.0
タイ 198,222 -16.1

インドネシア 197,139 8.0
米国 186,378 -2.4
その他 878,645 -4.5
合計 32,610,506 5.4

マカオの国際観光客数（2017年）

「フォト・マカオ」3月に開催

開通間近の「港珠澳大橋」、ライトアップ
MACAO Photo News
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ターゲット女性の年齢層拡大を狙った
母娘商品を造成

─昨年から現在の部署に異動してマカオを視
察されたとか。どんなことが印象的でしたか。

内田　昨年の夏からマカオ担当になりまし
た。９月と10月にマカオを訪れましたが、９
月の視察が初マカオでした。マカオは以前か
ら女性向けにプロモーションをしているのは
知っていましたが、PRされている通りどう見
ても女性向けの街という印象でした。きらび
やかなコタイ地区のIRも、マカオ半島やコロ

アン地区の古
き良き街並み
もどちらもで
す。また、食
の魅力もとて
も奥深いです
ね。シーフー
ドが好きなの

で、ポルトガル料理のレストランで食べた
ムール貝のガーリックソテーが忘れられませ
ん。もちろんエッグタルトも大好きになりま
した。

─昨年から展開している「母と娘のおとなマカ
オ」はどのような経緯で生まれたのですか？

内田　当社でも数年前からマカオは女性に向
けてプロモーションをしています。若い女性
が中心でしたが、もう少し年齢を高い層まで
広げてもいいのではないかということで、出
てきたのが母と娘の組み合わせでした。イ
メージは新卒の20代女性と40～50代の母親
のアクティブ母娘ですね。実は就職した年の
夏に母と海外旅行をしたという私自身の実体
験も反映されています。社会人になった記念

やこれまでの感謝を表すという意味をプロ
モーション動画にも込めました。

─タイトルに「おとな」と入っていますが、ツ
アー内容のどの辺りに反映されていますか？

内田　宿泊ホテルや訪れる場所を厳選しまし
た。ホテルはザ・ヴェネチアン・マカオとザ・
パリジャン・マカオで、どちらもインパクト
のあるテーマ
性のみなら
ず、ラグジュ
アリーな非日
常を体験でき
る施設となっ
ています。２
日目にご案内
するポルトガル料理のレストラン「アントニ
オ」もミシュランが推薦する正統派の店で、
本格的な味とポルトガルの雰囲気をじっくり
味わっていただくことができます。

─2日目はほかにもいろいろなポイントが含
まれていますね

内田　聖ポール天主堂跡やセナド広場といっ
た王道の観光地はもちろんですが、ラザロ地
区を組み込んでいます。フォトジェニックな
場所なので、写真を撮りながら散策を楽しん

でいただくのに
最適です。夜に
はマカオの夜景
を堪能できる
オープントップ
バスでのナイト
ツアーも組み入

思わず「来て良かったね」と言いあえる
母と娘のおとなマカオ4日間

〈スケジュール〉
１日目　午後、成田空港から直行便でマカオへ
２日目　☆「おとな母娘ツアー」へご案内
　　　　11:30 ホテルお迎え
　　　　12:00 「アントニオ」にて昼食
　　　　13:30 ラザロ地区散策
　　　　14:00 聖ポール天主堂跡やセナド広場など
　　　　15:00 民政総署にて解散
　　　　☆「オープントップバスdeキラキラ☆ナイ
　　　　　トツアー」へご案内
　　　　18:45 マカオ外港フェリーターミナル集合
３日目　終日自由行動
４日目　午前、マカオ国際空港から直行便で帰国

れましたが、スタートは11:30頃からと遅め
ですし、夕方には一度解散しますので、ゆる
やかなスケジュールで、かつポイントを押さ
えた内容になっていると思います。

─自由行動となる3日目、お客様はどのよう
に過ごされていますか。

内田　宿泊ホテルを見て周るだけでも数時間
は必要なのでコタイ地区を満喫される方、オ
プショナルツアーに参加される方などさまざ
まです。観光は前日に済ませているので、「ザ・
ハウス・オブ・ダンシング・ウォーター」の
ショーをご覧になる方が多いですね。

─2018年はほかにどのようなターゲットや
プロモーションを考えているでしょうか。

内田　今期は新しくファミリーをターゲット
にした商品を考えています。夏商品になる予
定です。引き続き女性もターゲットにしてい
ますので、SNSを使ったプロモーションも検
討中です。マカオの食の魅力とSNSを絡めた
キャンペーンも考えていますので、春から夏
にかけての展開をお待ちください。

─新しい試み、楽しみにしています。今日は
どうもありがとうございました。

株式会社エイチ・アイ・エス
関東営業本部
アジア旅行事業グループ
Ciao企画チーム
内田早紀さん

現地の大学生と班別行動
　同校では毎年、現地でB&S（ブラザー＆シ
スター）プログラムを実施している。これ
は、現地の大学生に案内してもらうグループ
別のフィールドワークのこと。マカオでも５
～８名の各グループが大学生と英語でコミュ
ニケーションをとりながら、世界遺産を含む
観光ポイント
を自由に巡っ
た。「マカオに
は日本語を勉
強中の学生さ
んも多く、お
互いに興味を
持ってコミュ
ニケーションをとることができたようです」
と話すのは同校の教育推進部国際部長の山本
千里先生だ。わずか数時間でも別れ際は離れ
がたい様子も見られたという。
　同日の午後には学校交流も盛り込まれ、
「浸信中学」（A団）と「蔡高中学」（B団）を訪問。

マカオで
は、高級
中学が日
本の高校
に当たる
ため、ど
ちらも同
年代の生

徒達となる。代表生徒による京都についての
プレゼンテーションやパフォーマンスの披露
のほか、グループごとにキャンパスツアーで
校内を見学。その後スポーツをしたり、話し
込んだりと思い思いの時間を過ごすことで打
ち解け、意義深い交流の時を過ごした。

アズレージョ製作体験が人気
　３日目はクラス別の体験コースを実施し
た。「アズレージョ製作体験」、「IR（統合型リ
ゾート）見学」、「コロアン観光」、「マカオ料理
体験」の４つから、午前中に１つ、午後に１つ
を体験するも
の。最も人気
があり、生徒
たちの印象に
残ったのは、
アズレージョ
製作体験だっ
たという。タ
イルに型紙で下絵を写し、色をつけていく行
程はもちろん、焼き上がったタイルを持ち帰
ることができるのも人気の秘密となっている。
　アズレージョとはポルトガルの装飾タイル
のこと。マカオの街なかでは、セナド広場向
いの民政総署やカテドラルなどで見ることが
できるので、生徒たちもB&Sプログラムで直
接目にする機会もあっただろう。食文化や古
い街並みだけでなく、タイル一つにもマカオ
の辿った歴史が秘められているのだ。

現代マカオの象徴IRに刺激
　IR見学もインパクトのあるプログラムと
なった。マカオのIRは近年、大規模化と高級
志向が進み、次々に新しい施設が誕生してい
る。「京都の旅館文化と比較してもあまりに別
世界で唖然とする生徒もいました」という通
り、コタイ地区には3000室のホテルやテー
マパークそのものといったホテルまで、巨大
な施設が林立している。
　IR見学を選択できなかったクラスも、初日
にウィン・パレスのパフォーマンスレイクで
噴水ショーを見学したり、2日目の夕食後に
ザ・ヴェネチアン・マカオをバックに記念撮
影をしており、コタイ地区のきらびやかな世
界を目の当たりにすることができた。山本先
生によると、もともと生徒にはマカオ＝カジ
ノというイメージは希薄で、出発前に情報と
して知ったに過ぎないという。むしろ現在の
IRと情緒あるタイパやコロアンとの対比など
の方が新鮮に映ったようだ。
　なお、同校ではマカオ政府観光局による出
張セミナーを依頼。事前に十分な情報を得る
ことで、２日以上のマカオ滞在に多彩な内容
を盛り込むことができたとしている。

旅行会社インタビュー

〈DATA〉
期　間：2017年2月7～11日（A団）
　　　　    　2月8～12日（B団）
　　　　（4泊5日※機内1泊）
人　数：2年生161名（A班）／117名（B班）
行き先：香港、マカオ
マカオ宿泊先：グランビュー（A団）
　　　　　　　タイパスクエア（B団）
〈スケジュール〉
１日目　関西国際空港出発
　　　　キャセイ航空で香港へ
　　　　夕食後、高速船にてマカオへ
　　　　到着後、ウィン・パレスの噴水ショーを観賞
２日目　7:00ホテルにて朝食
　　　　9:30からB&Sプログラム開始
　　　　昼食をはさみ、14:00に全員集合して終了
　　　　15:30から現地学校と学校交流
　　　　19:00からマカオ・ポルトガル料理の夕食
　　　　IRを背景に記念撮影
３日目　7:00ホテルにて朝食
　　　　9:30からクラス別体験コース
　　　　飲茶の昼食
　　　　13:30からクラス別体験コース
　　　　17:00、高速船にて香港へ
４日目　終日香港で各種プログラム
　　　　21:00、空港へ
５日目　キャセイ航空で日本へ
　　　　大阪到着

昨年から「母と娘のおとなマカオ4日間」を展開しているエイチ・アイ・エス。明確な
ターゲットを絞り、的確な商品を造成している同社が、マカオでなぜ母娘旅を取り上
げたのか。Ciao企画チームのマカオ担当、内田早紀さんに、実際に視察したマカオの
印象を含めて話を聞いた。

京都府立北稜高等学校
マカオの歴史や文化、人に触れる
充実の2日間
京都府立北稜高等学校は、男女共学の公立高校。普通科の中に文理、英語、総合と特色
のある3つのコースを設け、国際交流と環境教育に力を入れている。研修旅行は毎年、
姉妹校のあるマレーシアで実施してきたが、2016年に現地でジカ熱が流行したため、
2017年と2018年は行き先を香港・マカオに変更した。4泊5日のうち2日間をマカオ
で過ごした2017年のスケジュールを中心に、具体的な内容を聞いた。

研修旅行実施校レポート

2018.02～2018.062018.02～2018.06東京発

MFM
026-C 2018年1月20日～2018年6月1日MFM 1
■パンフレット有効期限

聖ポール天主堂跡（イメージ）

燃油
サーチャージ
含む

ポルトガル レストラン アントニオ（イメージ）

旅行代金：成田発着/マカオ4日間/大人お1人様/2・3名様1室利用時 （注）旅行代金には燃油サーチャージが含まれております。今後、航空会社の申請により燃油サー
チャージの増減又は廃止があった際も旅行代金の変更はございません。国内空港施設使用料・空港保安料および海外空港諸税が別途必要となります。

82,800円～192,800円
母と娘のおとなマカオ 4日間

O
Y

AKO TABI 

母と娘旅
思わず「来て良かったね！」と言いあえる

減延泊不可 2名催行
「母娘」以外のお客様も参加可能

おとな母娘ツアーへご案内
スケジュール※掲載時間は目安です。

11:30頃  ホテルお迎え
12:00頃    ミシュランおすすめ！

ポルトガルレストラン
「アントニオ」にて昼食。

13:30頃    色合いがかわいい♪
フォトジェニックエリア
ラザロ地区散策（約30分）

14:00  聖ポール大聖堂、
セナド地区、ドミニコ教会等
立ち寄り散策（約1時間）

15:00頃  民政総署にて解散

フオトジェニックエリア
ラザロ地区
-LÁZARO-

聖ドミニコ教会
-Igreja de 
S.Domingos-

H.I.S.だけの ミシュランおすすめレストランでのランチ付♪

【注意事項】 ※行程・観光時間は目安となります。交通事情等により順序が変わる可能性がございますので予めご了承ください。※ツアー途中の離団は旅程管理の都合上、お受け致しかねます。
※解散場所からご滞在ホテルまでの送迎はついておりません。　※散策時間がございます。歩きやすい服装、靴でご参加下さい。
※昼食レストラン「アントニオ」では、お飲み物はお好きなものを個別で注文・別代金となります。現地にてお支払い下さい。

（イメージ） （イメージ）

（イメージ）

こんなフォトジェニックな1枚も

んなフォトジ
簡単に撮れちゃう♬

こ

枚もも

+16USD(お1人様1回あたり)で
ザ・ヴェネチアンマカオでの
ゴンドラに乗れます！！

※ご希望日をお申し付け下さい。
※現地渡し

※営業時間11：00～19：00
コード：GONTK

【スケジュール】　　19:00頃マカオ外港フェリーターミナル出発→
ローカルエリア質屋街→西湾大橋のライトアップ

→コタイカジノエリア→選べる降車場所☆ヴェネチアンマカオまたは
ブロードウェイマカオ（当日ガイドへご希望をお伝えくださいませ。）
■最少催行人員：2名  ■所要時間：約50分  ■コード：GSOTB

※＜オープントップバスdeキラキラナイトツアー注意事項＞裏面参照※
（イメージ）

オープントップ
バスdeキラキラ☆
ナイトツアー付

（イメージ）

レストラン
-Antonio-

オンテーブル｠
・パン、バター、オリーブ

前菜
・ 蛤のソテー（オリーブオイル、ガーリック、
パクチー、レモン、白ワインソースとともに）
・ スクランブルエッグ: アスパラガスと
ソーセージを添えて
・鱈のハンバーグ ～ポルトガル風～
・タコのサラダ ～ポルトガル風～
・野菜のミックスサラダ

メイン
・“アントニオ”スタイルの海鮮リゾット
・アフリカンチキンとポテトグラタン
・野菜ソテーの盛り合わせ

デザート
・ 自家製のカラメルプリンとフルーツ
～ポルトガル風～

このツアーの紹介
動画はコチラから
チェック出来ます♬

聖ポール天主堂跡前で記念撮影

B&Sプログラムのひとコマ

学校交流も貴重な体験に

アズレージョ製作に取り組む生徒たち
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　マカオ政府観光局は、2018年のマーケティ
ング方針として、中世と現代、ヨーロッパと東
洋、ポルトガルと中国、世界遺産とIRなど、“対
立軸”を前面に出したプロモーションを展開し
ていく。
　マカオは大航海時代以来、東洋と西洋を結
ぶ貿易港として栄え、2005年に旧市街地区が
ユネスコ世界文化遺産に登録された。今回、
2017年11月、新たにユネスコ創造都市ネッ
トワークの食文化創造都市に登録され、歴史
の街としてのマカオと、世界最先端のIRとの対
比に加えて、世界的に認められたガストロノ
ミーシティを標榜できる奥深いデスティネー
ションに成長した。

　このため2018年は、東洋と西洋の歴史的な
融合と、未来都市を感じさせるIR地区が提供す
る旅の魅力を対立軸として前面に出し、深度
のあるデスティネーションのイメージを形成
しつつ、世界遺産の街、エンターテイメント・
シティー、シティーリゾートとしての浸透を
図る。
　マカオには、中世と現代、ヨーロッパと東
洋、ポルトガルと中国、世界遺産とIRなど、一

2018年は“対立軸”前面にプロモーション
欧州と東洋、世界遺産とIRなど対立要素に焦点

見対立する文
化、宗教、風
習、景観など
が両立して同
居しており、
様々な文化や
宗教などが融
合して存在す
るユニークな世界観を紹介していく。
　それらの要素は、マカオ半島に「世界遺産歴
史市街地区」、タイパに「居住地区」、コタイに
「IR開発地区」、コロアンに「自然保護地区」が
集積し、うまく棲み分けられていることから、
各地区の特色を最大限活かしていく。

女子旅からファミリーへ全世代にアプローチ
連泊やモノステイ後押し、教育旅行も強化
　2018年は、全世代の旅行者層をターゲット
に、とくに女性層をマーケットリーダーとし
てファミリー層へのアプローチを重点的に推
し進める。また、世界遺産とIRをフックに修学
旅行市場にも積極的に働きかける。
　マカオの魅力をより感じてもらうために、
２泊以上の連泊や、モノステイなどのマカオ
滞在型商品の開発を後押しする。ウェブプロ
モーションも強化し、港珠澳大橋の開通を契
機としたプロモーションも積極化する。
　教育旅行では、歴史から最先端まで学びの
テーマが多数あるほか、厳格な食の安全が確
保され、多彩な学校交流プログラムがあるな
ど、マカオでしか体験できない教育旅行が実
現できる強みをアピールしていく。近年は安
心安全なデスティネーションとしてマカオを
教育旅行先に選ぶ学校も増えている。
　インセンティブツアーではチーム・ビル
ディングに適したプログラムを用意している
マカオの強みを活かし、企業力を高める旅行
先としてマカオを推奨していく。

　マカオ政府観光局が主催する「第6回 マカ
オ国際旅行エキスポ（Macao International 
Travel (Industry) EXPO）」が4月27日～29
日までザ・ヴェネチアン・マカオで開催され
る。
　「マカオ国際旅行エキスポ」は、インバウ
ンド・アウトバウンドを推進するためのビジ
ネス相乗効果を生み出す機会として高く期待
される。また、マカオの観光資源開発やプロ
ダクトの促進も目的としており、中国をはじ
め海外からも多くのバイヤーが参加する。ビ
ジネスマッチングやネットワーキング、新プ
ロジェクトの発表に加えて、一般来場者向け

羽田国際ターミナルで「もっと！海外へ」
マカオブース出展、日旅と共同でセミナーも
　羽田空港国際線ターミナルで3月30日（金）
～４月１日（日）までの３日間にわたり開催さ
れる「もっと！海外へ2018 ～羽田から世界
へ～」は、羽田空港からの海外旅行をもっと促
進しようと初めて企画されたアウトバウンド
向けの旅行フェア。１日１万人以上、３日間
で計３万人以上の来場者が見込まれている。
東京国際ターミナルが主催し、日本旅行業協
会（JATA）が協力する。
　このイベントには世界23カ国・地域から、
39の航空会社や政府機関などがブースを出
展。マカオ政府観光局は、Aゾーン（TIAT 
SKY HALL）の12番ブースに出展する。
　また、21の海外旅行セミナーが開かれる
が、マカオ政府観光局は日本旅行と共同で、
親子を含む一般消費者向けセミナーを開催す
る。マカオセミナーは、3月31日（土）の17時
30分～18時15分に開かれる。定員は40名。

3～5月の天気概況　
www.smg.gov.mo
日本では3月といってもまだ肌寒い
日が残るが、マカオでは最低気温が
15℃を超え、ぽかぽか陽気で過ごし
やすい季節を迎える。そして4月、5
月となると、早くも夏の気候に。帽
子やサングラスなどの日差し対策は
もちろん、クーラー対策に薄手の上
着があるとよい。また、雨の日も多
くなるため、折りたたみ傘などの雨
具があると安心。

3月30日～31日＊ 
イースター・ホリデイ（Easter Holidays）
キリスト教のコミュニティで特に重要な祭事。ベーカ
リーや菓子店ではチョコやポルトガルの「フォラール」
（卵のケーキ）など、祭りに縁があるスイーツが販売さ
れる。
4月5日＊ 
清明節（Ching Ming Festival）
冬至後106日目の晩に行われる家族の祭り。この日は親
戚一同が祖先の墓参りをして、花と３杯の酒を墓前に手
向け、線香や紙で作った車、紙幣などを燃やす。
5月1日＊ 
メーデー（Labour Day）
5月8日　
天后節（A-Ma Festival）
「マカオ」の名前の由来とも言われる「媽閣廟」に祀ら
れる阿媽の神に祈りを捧げる祭事。
5月13日
ファティマ聖母の行列
（Procession of Our Lady of Fatima）
毎年この日に信者が聖ドミニコ教会からペンニャ教会
へ巡行する。1917年ポルトガルのファティマに聖母が
出現した奇跡を祝う。

1香港ドル≒14.11円
（2018年2月23日現在）
マカオの通過はパタカ（MOP）だが、香港ドル
もそのまま通用する。パタカは日本で両替で
きないため、使い残した紙幣は香港ドルに換
金しておくとよい。
レートMOP103.20＝HKD100.00
（換算レートは10％の加減が認められている）

の旅行商品の紹介、直売できるB2Cプラット
フォームとしても活用できる。
　昨年は45カ国・地域から計473ブースが出
展し、旅行会社、ホテル、エンターテインメ
ント、自治体、交通機関をはじめ、飲食や特
産品、工芸品販売企業なども出展した。
　セラー出展申込締切は3月25日。出展料金
は1ブース（9平米）あたり3000米ドル。出展
料には、滞在中の宿泊や昼食、ビジネスセッ
ション、プロモーションなどに関するサポー
トが含まれる。参加申込みは、所定のフォー
ムをダウンロードし、必要事項を記入の上で
メールする。

第6回マカオ国際旅行エキスポ2018
4月27～29日開催、セラー出展者募集中

羽田、関空の旅行フェアにマカオブース出展
旅行意欲高い消費者にマカオの魅力アピール

　著者・沢木耕太郎氏は、日本を代表するノンフィ
クションライター。「一瞬の夏」等の作品で、ス
ポーツ・ノンフィクションのジャンルを切り開い
た。スポーツを楽しむことよりも、その生き様を
描く手法は、その後の日本のスポーツメディアに
大きな影響を与えた。
　その著者のスポーツと並ぶ代表的ジャンルが
「旅」で、この著書は壮大な旅の長編ノンフィク
ション「深夜特急」シリーズの序章、プロローグで
ある。当時の若者には「深夜特急」と「地球の歩
き方」が旅のバイブルと言われ、バックパッカー
の必需品ともされた。
　マカオと言えばカジノのイメージは、著書や当
時の映画・テレビ・小説にも描かれ、その偏った
イメージは、マカオの発展、時代の流れとともに
払拭されようとしているが、中高年世代にはまだ
まだ根強く残る。
　著書の舞台の「カジノ・リスボア」は、当時の
マカオを代表するホテルで、現在のホテル・リス

ボア。今はその隣に蓮の花を
彩ったグランド・リスボアが
立ち、来年はコタイ地区にグ
ランド・リスボア・パレスが
開業し、リスボアがマカオ半
島地区から念願のコタイ地区
へ進出する。著書の当時とは
隔世の感がある。
　こうした著書に触発されて海外へ旅に出た人は
多い。若者の海外旅行離れの話になると、その時
の体験や留学経験を熱く語る人は少なくない。海
外旅行に人生を重ねる時代ではない。今の若い人
の方が、旅の楽しみ方を知っているようだ。
　世界を駆け巡った著者も、巻末の対談で「世の
中で一番好きなところの一つはハワイ」。マウイ島
の高級リゾートではなく、ワイキキにアパート借
りて、風に吹かれながら過ごしたいと言う。ハワ
イよりもマカオに行って、「深夜特急」のエピロー
グを書いてほしい。

「第6回マカオ国際旅行エキスポ2018」
◇開催日　2018年4月27日（金）～29日（日）
◇会　場　ザ・ヴェネチアン・マカオ コタイ・エキスポDホール
◇主　催　マカオ政府観光局
《各種ダウンロード》
◇パンフレット　http://sensemacao.jp/pdf/MITE2018.pdf
◇詳細・申込用紙　http://sensemacao.jp/pdf/MITE2018_form.pdf
◇申込先メールアドレス　 info@cmitc.com

名称　「もっと！海外へ2018 ～羽田から世界へ～」
日時　3月30日（金）～4月1日（日）10時～18時
会場　羽田空港国際線ターミナル 3F～5F
特設ホームページ https://haneda-to-world.com/
《マカオブース》Aゾーン（TIAT SKY HALL）12番ブース
《マカオセミナー》3/31（土）17:30～18:15

「関空旅博」、マカオブースを今年も出展
今年で14回目、前回は2日間で4.2万人来場
　「関空旅博～世界に一番近い旅の博覧会～」
は、関西国際空港を会場とした西日本最大級
の旅行フェスティバル。関西エアポートが主
催し、日本旅行業協会関西支部がセミナーを
共催している。今回で14回目を迎え、前回の
関空旅博には、２日間で４万2000人が来場
した。
　マカオ政府観光局は、「関空旅博」に毎年出
展しており、今年もマカオ・ブースを出展す
る。マカオ・ブースでは、エンターテイメント
やグルメ、ホテルなどの最新情報を提供する。
また、海外旅行セミナーも開催する予定だ。

名称　「関空旅博2018」
日時　5月19（土）～20日（日） 10時～17時
会場　関西国際空港南北広場、駅コンコース
ホームページ https://kanku-tabihaku.com

【 T V 】関西テレビ（フジテレビ）「にじいろジーン」
3月17日（土）　午前8：30～9：55

【 新 聞 】日刊スポーツ「マンスリーマカオ」
（月末掲載）

【 新 聞 】サンケイスポーツ「歩いてみよう」
（月末掲載）

【ラジオ】BSS山陰放送（鳥取県）「午後はドキドキ！」
毎月第2水曜日 13:15～16:50

マカオ政府観光局は、3月30日～4月1日に羽田空港国際線ターミナルで初開催される「もっ
と！海外へ ～羽田から世界へ～」と、５月19日～20日に関西国際空港で開催される「関空旅
博」にマカオ・ブースを出展し、空港を訪れる旅行意欲の高い一般消費者にマカオの魅力をア
ピールする。

　マカオ政府観光局は教育旅行関係者
（学校関係者、旅行会社担当者）からの
情報提供をお待ちしています。マカオ
への修学旅行、研修旅行、ゼミ・サー
クル旅行などをご計画または実施済み
の方はお知らせください。マカオ通信
でご紹介させていただきます。お気軽
にご相談ください。（担当＝志田）

　マカオ旅行の体験記（800字程度）、
ご意見、写真などをお寄せください。
内容は問いません。採用分には記念品
をお送りさせていただきます。
　応募は氏名、住所、電話番号、e-mail
アドレスを明記してください。
　お寄せいただいた原稿、写真などは
返却いたしませんのでご了承ください。

　観光地図や世界遺産マップ、DVDな
ど各種販売支援ツールをご用意してお
ります。ご活用ください。
　また、販促・商品化などのご相談も
どうぞ。（担当＝市村）

　マカオ政府観光局はマカオを取材す
るメディアのお手伝いをしています。
　ご希望の方はご相談ください。

（担当＝斉藤、大野）

気候と服装

為替レート メディアチェック  録れたてマカオ

イベント＆祝祭日　2018年3月～5月 ＊印は祝祭日
5月18日
インターナショナル・ミュージアム・デイ
（International Museum Day）
国際博物館協会で定められた記念日。
5月22日＊ 
潅仏祭（Feast of Buddha）
マカオ中の仏教寺院で仏像が清められる。
酔龍祭（Feast of the Drunken Dragon）
マカオ独特の仏教行事。潅仏祭にあわせて酒をあおり、
龍と踊る毎年恒例の祭り。
潭公祭（Tam Kong Festival）
潭公の生誕を祝う華やかなお祭り。

深夜特急1 －香港・マカオ－ ／沢木耕太郎

読者の皆さまへ 教育関係者の皆さまへ 旅行会社の皆さまへ メディアの皆さまへ マカオ政府観光局
〒102-0093  東京都千代田区平河町2-16-9

永田町グラスゲート7階
TEL 03-5275-2537  FAX 03-5275-2535
e-mail: macao@milepost.co.jp
www.macaotourism.gov.mo（日本語など）

twitter.com/macaotourism_jp
www.facebook.com/macaotourism.jp

月平均 最高気温 最低気温 湿度 降水量 降水日数 日の出 日没

3月
マカオ 21.0℃ 16.2℃ 84.5%  89.3㎜ 11.7日 6:35 18:34

東京 13.6℃  4.4℃ 56.0% 117.5㎜  9.9日 5:52 17:48

4月
マカオ 24.7℃ 20.2℃ 86.1% 195.2㎜ 12.0日 6:06 18:45

東京 19.0℃  9.4℃ 62.0% 124.5㎜ 9.9日 5:09 18:13

5月
マカオ 28.4℃ 23.6℃ 84.4% 311.1㎜ 13.9日 5:46 18:58

東京 22.9℃ 14.0℃ 69.0% 137.8㎜ 10.3日 4:36 18:38

夕焼けウォッチングの日没時刻もお忘れなく

本で旅する
マカオ

　旅行会社勤務の女性を対象にした「マカオ女子
会」が、5月9日（水）19時30分から開催されること 
が決定した。場所はポルトガル料理店のマヌエル
四ツ谷店。ガストロノミーを中心に、マカオの 
最新情報を伝える。問い合わせは、マカオ政府観
光局（macaoevent@milepost.co.jp）まで。

マカオ女子会、5月9日に開催決定！

聖ポール天主堂跡の横には道教寺院

昨年のマカオ国際旅行エキスポ
2017の様子

酔龍祭

マカオ半島
世界遺産歴史市街地区

タイパ
居住地区

コタイ
IR開発地区

コロアン
自然保護地区


