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マカオは、南シナ海による西側の珠江デルタの中国の特別行政区の地域です.
人口は、32.9平方kmの面積に６８万人と推定されます.
以前は、ポルトガル領植民地です。マカオは1557年の明王朝は貿易取引ポスト場としてポルト
ガルに最初に賃貸されたポルトガルの領域でした.
中国へ返還される1999年まで　植民地はポルトガルの制度の下にありました.
マカオは観光は旅行とギャンブル産業によるギャンブル観光旅行のための一番上の目的地の
ための主要なハブが実際のラスべガスのより大きさを誇る東洋のラスべガスです.
最初に、「媽祖　女神」が1555年前にさかのぼって、「マカオ」となった名前の由来を知っていて
ください.この地方は、海の生来備えている優しさマツは港を祝福して、保護守ると信じていました.
そして　海の周りの所は彼女の名前使用して媽閣廟と呼ばれました.
A-MA は道教の女神であり、特にマカオで尊敬されています。ティンハウとしても知られる彼
Ma女は、漁民や他の船員の神です. 伝説によると、南シナ海を航行中にジャンクが猛烈な嵐に
巻き込まれ、沈没しようとしていたという話があります。乗っていた全員がおびえていましたが、
土壇場で美しい若い女性が立ち上がり、要素を落ち着かせるように命じました。やっと、ジャンク
は無事に着陸した. この不思議な女性は、他ならぬ女神媽祖です。彼女が着陸した場所に寺院が
建てられ、それは今でもインナーハーバーにあります。マカオの名前は、何世紀も後にポルトガル
の兵士が場所の名前を尋ねたときに、地元の人々が「A-Ma-Gao」（ベイオブアマ）と答えたときに
付けられました。最終的にはマカオに短縮されました。

*参照として

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月
15 16 19 22 27 29 29 29 28 25 21 17

每月平均氣溫 °C マカオ

マカオは、4つの区別できる季節があります , 冬12月から2月 , 春 3月から5月, 夏6月から8月
                                                                                  秋 9月から11月
彼はマカオの旅行へ春の時期の理想的な時に半ズボンとＴシャツで過ごせます。
またあなたは外出の時間も気持ちよく過ごすことができます。
マカオは、熱帯で亜熱帯の気候区分の範囲内です、しかし小さい領土の気候は
涼しい冬と暖かい雨の夏で亜熱帯的の気候です
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フェスティバルと休暇
１月      
                           

2月

3月    
                          
4月          
                          
                         

MAY                 

             
                         

-  中華人民共和国建国記念日
   （国慶節）

 -   春ランタンフェスチバル

-   新年
-   中国旧正月

-  中秋節

-   聖母マリア蔡
-   マカオライトフェスチィバル
-   マカオ特別行政区政府発足の日
-   クリスマスイブ
-   大晦日 

 

-   関帝祭

-   乙女の饗宴

-   万霊節

-   土地誕

-   北帝生誕祭
-   清明節
-   グッドフライデー 
-   イースター
-   天后節（媽祖生誕祭）
-   バレンタインデ
 
-   労働節（メーデー）
-   仏誕節
-   酔龍蔡
-   潭公祭 
-   ファチィマ聖母の行列

-   端牛節
-   ナーチャ祭

JUNE 

JULY

AUGUST

SEPTEMBER 

OCTOBER 

NOVEMBER

DECEMBER 

注：すべて、「中国のフェスティバル」は「中国の太陰暦」による日付けに応じたものでなければなりません。
上記はあくまで参考です。

MAC―マカオ時間UTC/GMT +8時間
時間：

通貨： 紙幣:         (MOP) $10、$20、$50、$100、$500,$1,000
コイン：     (MOP) 1¢、2¢、5¢、10¢、20¢、50¢. 

マカオ電圧: 
220v（ボルト）

重要電話號碼： 
緊急救助（警察　消防　救急車）
マカオ観光協会   
山頂病院                                                 
マカオ気象台（天候）              
マカオ出入国管理部          
マカオ消費者公営                                    
マカオ国際空港              
タクシーでの紛失物24時間無料ホットライン      
全自動無人運転車両ホットライン
全自動無人車両紛失物オフィス
マカオエアポートタクシー                                                                   

万能のアダプターが必要です.
外国の領事館
大使館:
  

アンゴラ  +853 2871 6237
カボベルデ +853 2878 8138
エストニア  +853 2833 2266
グレナダ  +853 2859 4888
ギニアビサウ +853 2855 1999
マリ             +853 2878 7255
モザンビーク  +853 2850 8980
ニジェール  +853 2878 5672
ペルー      +853 8988 8804
フィリピン  +853 2875 7111
ポルトガル  +853 2835 6660
台湾        +853 2830 6282
英国         +853 6850 886
              

クレジットカード、ATM、為替は都市中で一般的です.
電子決済は、多くの場所で受け入れられます。
ローカルな旅行車など　マカオパスカードはもっとも皆　
簡単なアイテムとして所有しております.
そして　いろいろな街を簡単にアクセスできます.

+853 2527 7177
+853 2831 3731
+853 2885 0530

+853 2830 7816
+853 2886 1111 

+853 8506 6171
+853 8893 9999

 999 / 110 / 112

+853 2885 0355

+853 8506 0903
+853 2893 9939
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アルコール飲料
18以上歳の乗客は、マカオでの、自分自身の使用で、1リットルのアルコール
の強さに任務から免除される20℃の温度で計られる30％の容量を持ってく
るのを許されます.

 

旅行者の持ち込み禁止/制御アイテム

タバコ
18以上歳の乗客は、自分自身の使用のために、マカオの任務から免除される
タバコ製品の以下の量を持ってくるのを許されます, または25グラムの他の
原料でのタバコ.

 

ビザ 
およそ144カ国と領域は、7日～180日の範囲で期間の間ビザ/
入国許可なしでマカオを訪問しても良いです.

マカオ特別行政区（MSAR）へのどんな禁止された/制御アイテムの輸入
/輸出でも、法律で定められています.
一般に見つかる禁止されている/制御アイテムは、危険な薬物、
向精神薬物質、制御された化学製品、抗生物質、武器、弾薬、武器、花火、
戦略的な必需品、未加工のダイヤモンド、動物、植物、
絶滅の危機にある種、通信機器、獲物、肉、家禽、
卵と粉に覆われた手法です. 旅客は、有効な免許、許可証、
健康証明書または書面による認可なしにこれらのアイテムの持ち込み
はマカオ政府から起訴されます.

マカオの主な輸送手段は、道路、シールレール、航空です。香港はマカオ
最も近い隣人は頻繁にフェリーが出入りしています。
 

交通

タクシー、MTR、バス、ミニバス、ライトレール     飛行機  スターフェリー

タクシー初乗り

（通常タリフ）

   
タクシーKｍ                             
                         

(通常タリフ）

         タクシー1時間待ち              
(通常タリフ )

黒いタクシー MOP 19.00 MOP 8.30 MOP 120.00

MOP 3.00
MOP 5.00
MOP 5.00

MOP 5.00

料金レシート

乗客は、プリントした料金レシートを求めることができます。

タクシー・ドライブがもっともな弁解なしで拒否するならば、そ

れは罰則です、レシート印刷装置が動くことができない場合に備

えて、タクシー運転手は手書きのレシートを交付しなければなり

ません

追加料金

荷物1個毎

タイパからコロアン

マカオからコロアン

特別なタクシー予約料金（タクシーが予約時間の10分後以

内に到着するとき適用できる)

車費表

街中から空港まで平均

タクシー料金
MOP 80.00



マカオの宗教

マカオ人口統計学

マカオ文化
ポルトガル人の創造でマカオは東洋と西洋の混合で独特の影響を及ぼして
います.
これは独特で複合型都市文化を引き起こしました. 
そして、それは都市にロマンスとノスタルジアの雰囲気を与えました.
現在、それは裕福な商業的と産業化された都市です。
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大多数のマカオ人は 58.9%の民間宗教を信じ17.3%の仏教、
15.4%信心なし7.2%のキリスト教、0.2のイスラム教と1%の他の信仰です.

マカオ人口は、668,550人で1平方kmにつき21,400人の人口です.
人口は88%が中国人です。32%広東人 6%がフィジー人で構成されています.
11%は非倫理学中国の少数民族、フィリピン人5%、
ベトナム人2% &ポルトガル人1.8%です.



  
  
  

   

  

ローストビーフリブ
  ポルトガル風シーフードライス

車エビにタルタルソースかけ
アーモンドクッキーと甘ポーク
ジャーキー

ポルトガル風タコグリル

ポルトガル風エッグタルト
ポークチョップパン
マッシュドポテト
エッグロール
ポルトガル風シーフードライス
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最高な伝統的料理

あさり貝のにんにく炒め
アーモンドクッキー
牛乳蒸しプリン
アフリカンチキン
牛肉ジャーキー
マカオプディン

マカオ風ポルトガルチキン
ピーナツキャンディー
ポークフロスロール
サーディングリル
バカリュウ料理（タラの塩漬け）
カルド・ベルデ
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マカオ茶文化館

国父紀念館
 モンテの砦
リンゼクス記念博物館
マカオグランプリ博物館

質屋博物館

ワイン博物館

マカオのトップ観光名所:

 マカオのトップ博物館: 

セントポール天主堂
セナド広場
マコウミュウ（媽閣廟）
マカオタワー
ギア要塞

コロアン島＆ハウサビーチ

ブロードウェイ マカオ

ウインパレススカイキャブ
（ゴンドラ）
永利皇宮酒店室外吊車
ドン・ペドロ5世劇場

海事博物館
松山軍用トンネル

大砲台
マカオ科学館
天主堂藝術博物館及び地下納骨堂

タツセツ・ギャラリー（塔石芸文館）

タイパ村
ロータススクウェア（金蓮華広場）

聖ドミニコ教会―神聖な藝術物


