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＜報道関係各位＞

マカオ初の日系ラグジュアリーホテル

「ホテルオークラマカオ」2011 年 5 月 15 日開業

～和のおもてなしをモットーとするホテルが「ギャラクシーマカオ™」に誕生～

株式会社ホテルオークラ

株式会社ホテルオークラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：荻田敏宏）は、2011 年

5 月 15 日、マカオ・コタイ地区にオープンする大規模複合リゾート「ギャラクシーマカオ

™」内に「ホテルオークラマカオ」を開業いたします。

ギャラクシーマカオ™全景

ホテルオークラマカオは右側の建物の手前部分に位置

奥はバンヤンツリー・マカオ、左側の建物はギャラクシーホテル
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ホテルオークラマカオのコンセプトは、落ち着きとくつろぎの空間で、日本の伝統的な

きめ細かいサービスを提供する、ホテルオークラならではの「和のおもてなし」。グループ

の旗艦ホテルであるホテルオークラ東京の開業以来、ホテルオークラが 50 年にわたり築き

上げてきた、日本の文化に根ざした心くばりと欧米の機能性を融合させたおもてなしで、

世界各国からのお客様をお迎えいたします。

488 室の客室をはじめ、施設には日本の伝統的な意匠と最先端の機能的なスタイルを取り

入れております。客室の広さはデラックスルームで 46～52 ㎡、複合リゾートの内側に面し

ている客室からは隣接するエンターテインメント施設「グランドリゾートデッキ」を、ま

た外側に面している客室からは対岸に中国本土を眺めることができます。

国内外で高い評価を受けている和食堂「山里（Yamazato）」では、日本庭園を臨みなが

ら本格会席料理や寿司、鉄板焼きを堪能していただけます。オールデイダイニング｢テラス

レストラン（Terrace Restaurant）｣には、オープンエアのテラス席を備え、西洋料理を松

花堂弁当風にアレンジしたメニューをご用意いたします。酒バー「盃（Sakazuki）」では日

本各地の銘酒を取り揃え、ホテルバー「ザ・クリスタルピアノ（The Crystal Piano）」では

日本のウイスキーやカクテルを、ロビーバー＆ラウンジ「和（Nagomi）」では和菓子とマ

カオのデザートが添えられたオリジナルアフタヌーンティーを提供するなど、客室だけで

はなくレストラン・バーにおいても「和のおもてなし」をお楽しみいただけます。

ご宿泊のお客様は「ギャラクシーマカオ™」の世界最大規模のプール「スカイウェーブ

プール」や、フィットネス・センター、スパなどの施設も利用可能で、マカオならではの

リゾートライフを満喫していただけます。さらに、西洋と東洋の文化が融合し、ロマンチ

ックな面影が残る、海外ウェディングの注目エリアでもあるマカオならではの婚礼プラン

もご用意しています。

マカオは、カジノを主産業とする世界最大のエンターテインメント都市でありながら、

世界文化遺産に指定された広場や歴史的建築物などが数多く残されています。

「ギャラクシーマカオ™」は、マカオのコロアン島とタイパ島の間を埋め立てた再開発

地区であり、急速に国際的に認知度の高いラグジュアリーブランドホテルが建設されてい

る「コタイ地区」に建てられた、55 万㎡を誇るアジア最大級の複合リゾートです。この度

「ホテルオークラマカオ」のほか、「バンヤンツリー・マカオ」「ギャラクシーホテル」も

同施設内に建設され、3 つのホテルが同時にオープンいたします。ホテルオークラにとって、

このエリアでホテル運営を行うことは、日本を代表するラグジュアリーブランドホテルと

して国際的知名度をさらに向上させるまたとない機会であり、同時にマカオの観光産業に

おける日本マーケットの成長の一端を担っていきたいと考えています。

ホテルオークラは、海外事業展開戦略として、アジアマーケットの開拓に注力しており、

現在、台北、バンコクにもプロジェクトを推進しています。アジア全域におけるさらなる

ホテルオークラブランドの認知向上と新規顧客の獲得を目指します。
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ご宿泊予約は、オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ集中予約センターにて承っております。

開業記念宿泊プランとして、2011 年 5 月 23 日から 9 月 15 日まで、1 泊 2 名様分のご朝食

付きで 1988 マカオパタカ※よりご用意いたします。スカイウェーブプールのご利用や、

1 名様 300 マカオパタカ※相当のレストラン・バーご利用券などの特典がついたお得な特別

プランです。ホテルオークラマカオおよび宿泊プランの詳細は、下記をご参照ください。

ロビー 客室（デラックスルーム） 日本料理「山里」

＜ホテルオークラマカオ 概要＞

【名 称】 ホテルオークラマカオ
【住 所】 Galaxy Macau™ Avenida de Cotai, Cotai, Macau
【T E L & F A X】 TEL:853-8883-8883 FAX：853-8883-2345
【ウェブサイト】 www.hotelokuramacau.com
【階 数】 地上 29 階
【客 室 数】 488 室
【レストラン・バー】 6 ヵ所（日本料理、オールデイダイニング、ホテルバー、酒バー、ラウン

ジ、ロビーバー＆ラウンジ）
【その他の施設】 宴会場 6 室、ヘルスクラブ、プール
【ア ク セ ス】 マカオ国際空港から車で 5 分

タイパフェリーターミナルから車で 10 分

<開業記念宿泊プラン＞

【名 称】 「セレブレーションパッケージ」
【期 間】 2011 年 5 月 23 日（月）～9 月 15 日（木）
【料 金】 1 室料金（1 名～2 名様ご利用）10％サービス料・5％税金別

日曜～木曜 1,988 マカオパタカ※より
金曜 2,388 マカオパタカ※より
土曜 2,688 マカオパタカ※より
祝日 3,188 マカオパタカ※より

【内 容】 デラックスルーム 1 泊室料
テラスレストランでの朝食 2 名様分
レストラン・バーご利用券ご宿泊人数分（1 名様 300 マカオパタカ※相当）
スカイウェーブプールご利用無料
レイトチェックアウト 14 時まで（空室状況により）
2 泊以上ご宿泊の場合、オークラクラブフロアにアップグレード

※ 1 マカオパタカ＝1 香港ドルとして香港ドルでもお支払いいただけます。



＜ギャラクシーマカオ™について＞

香港のギャラクシー エンターテインメント グループが運営するマカオ初、アジア最大
級の大型複合リゾート施設。”World Class, Asian Heart”をコンセプトに、アジアの 3 つ
のリーディングホテルブランド「ホテルオークラマカオ」（488 室）、「バンヤンツリー・マ
カオ」（246 室・ヴィラ 10 棟）、「ギャラクシーホテル」（1500 室）の合計約 2200 の客室と、
バラエティに富んだ 50 のレストラン・バー、ナイトクラブ、世界最大の「スカイウェーブ
プール」などの施設を擁します。2011 年後半には 9 つの多目的シアターがオープン予定で
す。約 149 億香港ドル（約 1600 億円）を投資して建設された 55 万㎡の「ギャラクシーマ
カオ™」は、マカオ市場の発展に重要なリゾート施設であり、とくに中国の中間層のマー
ケットの開拓に不可欠な存在となると言われています。ギャラクシーマカオ™は、2011 年
末までに新たにマカオに開業する唯一のリゾート施設です。

＜株式会社ホテルオークラ 会社概要＞

【社 名】 株式会社ホテルオークラ
【所 在 地】 〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-4
【U R L】 http://www.okura.com/jp
【設 立】 1958 年 12 月
【資 本 金】 30 億円
【連結売上高】 475 億 5900 万円（2010 年 3 月期）
【代 表 者】 代表取締役社長 荻田 敏宏
【従 業 員 数】 連結会社正社員 2522 人
【事 業 内 容】 ホテル資産の所有及びホテル事業会社の所有・管理

チェーンホテルに対する運営受託及び技術指導
ホテル関連事業会社の所有・管理
ホテル事業（開発及び運営など）に関するコンサルティング

＜オークラ ホテルズ ＆ リゾーツについて＞

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツは、株式会社ホテルオークラが運営する国際ホテルグループです。「Best

A.C.S.」（Ａ：Accommodation、C：Cuisine、S：Service＝最高の設備、最高の料理、最高のサービス）

を企業理念とし、国内外、開業予定ホテル 2 軒をあわせて合計 24 のメンバーホテルで構成されています。

1978 年の設立以来 30 年以上にわたり、日本国内だけではなく海外の国々と質の高いグローバル・ネッ

トワークを築いてきました。日本文化のきめ細やかな心配りとヨーロッパやアメリカの機能性を融合させ

た「オークラ」のおもてなしは、世界中の皆様にくつろぎと快適な空間を提供いたします。

＊本件に関する画像データがご入用の際は下記までお問い合わせください。

お客様からのお問い合わせ先
OHR 集中予約センター ホテルオークラマカオ 宿泊予約
フリーダイヤル 0120-003741 TEL: 853-8883-3838

報道関係の方からのお問い合わせ先
株式会社ホテルオークラ ホテルオークラマカオ
販売企画・広報課 五十嵐・小林 Yoshinari Fujii, Sales & Marketing Director
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-4 TEL: 853-8883-5002
TEL：03-3224-6760 FAX：03-3224-7264 EMAIL：yoshinari.fujii@hotelokuramacau.com
EMAIL：igarashij@tokyo.hotelokura.co.jp Olivia Lam, Public Relations Officer
EMAIL：kobayashih@tokyo.hotelokura.co.jp TEL: 853-8883-5188

EMAIL：olivia.lam@hotelokuramacau.com


