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Photo by Steven Lasry

観光情報
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オーチャード地区

クラーク・キー

マリーナ地区

チャイナタウン

シンガポール
島内

© OpenStreetMap contributors

ブギス地区
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セントーサ島

© OpenStreetMap contributors

シロソビーチ

リゾートワールド
セントーサ

ハーバーフロント
フェリーターミナル
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ショッピング編

MRTオーチャード駅からサマセット駅に沿って伸びているオーチャード
ロードには、最先端のお店やレストランが入るモールが立ち並びます。
免税という特権を使って是非お買い物を楽しんでください！

アイオンオーチャード
（ION Orchard)

MRTオーチャード駅真上に位置するショッ
ピングモール。
ルイ・ヴィトンやグッチといったハイブラ
ンドからH&M,ユニクロなど幅広いショッ
プ、レストランが入っています。

デザインオーチャード
（Design Orchard)

MRTサマセット駅目の前に位置するショップ。
ここではシンガポール発のブランドやシンガポールデザイナーによる商品が多数販売。
ここでしか見つけられないものも！

マンダリンギャラリー
(Mandarin Gallery)

マンダリンオーチャードホテル1-4階部分に入るモール。
RIMOWA,BOSSから、日本未進出のBimba Y Lola, Victoria 
Secretといったブランドも入っています！
日本では買えないものはここで！

高島屋も！

Photo by Meritus Hotel

オーチャードエリア

14



チャターボックス
(Chatterbox)

マンダリンオーチャードホテル内4階にある
チキンライスの超名店！お値段は1皿2,500円
ほどしますが、行く価値アリ！

オーチャードエリア グルメ編

レザミ
(Les Amis)

Orchardにある、免税店・DFS Galleriaに近い場所
にある、「Les Amis」。
ここはミシュラン3つ星を獲得しているフランス料
理で
アジアベストレストラン50にもたびたびランクイン
しています。

フードオペラ
(Food Opera)

ION Orchard地下にあるフードコート。お店が多く、
料金も安いのでオーチャードで小腹がすいたらここで
食べるのがおすすめ！

エメラルドヒル
(Emerald Hill)

オーチャードで夜お酒を飲むならここで決まり！
MRTのサマセット駅目の前に位置するエメラルドヒル
にはお洒落なバーがたくさん。
「No.5」、「Alley Bar」が人気です。

P.S.カフェ
（P.S. Café)

P.S.カフェはシンガポール国内に数店舗あるお洒落
カフェの代表格。特にオーチャードエリアの
Palais Renaissance店はおススメ！

Photo by P.S. Cafe

Photo by Sethlui

Photo by Timeout

Photo by Saseye

Photo by Chatterbox
15



観光地編

シンガポール随一の観光地。マリーナ・ベイ・サンズ、マーライオン
をはじめとしたランドマークがたくさん！
高級ホテル内でアフタヌーンティーを頂くのも楽しみの一つ。

マリーナ・ベイ・サンズ
（Marina Bay Sands)

シンガポールのTOPを争う超人気ホテル。
世界中から、あの有名な世界一の高さにあ
るプールに入ることを夢見たお客様が集ま
ります。
またホテル前にはカジノ、モールなどが入
る巨大な施設もあります。

マリーナエリア

ガーデンズバイザベイ
(Gardens By The Bay)

マリーナ・ベイ・サンズ裏側に広がる
近未来的な巨大公園。
園内には巨大人口ツリーや、広大な
室内ドーム２つなどがあり、
非現実的な雰囲気を味わえます。
夜に行われるライトショーも見て！

マーライオン公園
(Merlion Park)

シンガポールのアイコン。マリーナ・ベイ・
サンズに対岸に位置します。
金融街に囲まれたマーライオンは力強さを感
じ、夜になると対岸で行われるショーとの対
比でさらに幻想的です。

アートサイエンスミュージアム
(Art Science Museum)

マリーナ・ベイ・サンズ目の前にある大きな蓮の
形をしたミュージアム。日本でも有名なチーム・
ラボが手掛けた展示もあります。

Photo by Gardens By The Bay

Photo by The Peak Magazine
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ランターン
(Lantern)

フラトンベイホテル屋上にあるルーフトップ
バー。
ここはマリーナ・ベイ・サンズのちょうど対
岸に位置するため、ライトショーなどが非常
にきれいに見えます。

セラビー
(Ce La Vi)

マリーナ・ベイ・サンズ屋上にあるレストラン・バー。
ここは宿泊者以外でも利用可能。
お酒片手に美しい景色を楽しめます。

レベル33
(Level 33)

マリーナ湾横にある、マリーナファイナンシャルセン
ター33階に位置し、テラスからはマリーナ・ベイ・
サンズが見えます。テラス席は予約、かつ最低利用料
金S$80が必要。

パームビーチシーフード
(Palm Beach Seafood)

マーライオン公園横にあるパームビーチシー
フード。
ここではシンガポールトップクラスのチリクラ
ブを
頂く事が出来ます。
非常に人気のレストランなので要予約。
シンガポールの代表料理を楽しめます。

MOバー
(MO Bar)

マンダリンオリエンタル内にある、MO Barでは見た目
も美しいアフタヌーンティーを味わえます。
店内も赤・ピンクで統一されていてとてもかわいいです。

Photo by first stop singapore

Photo by tripadvsor

Photo by streetdirectory

Photo by  Mandarin Oriental

Photo by   flickr.com

マリーナエリア グルメ編
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ブギスエリア 観光地編

人気観光地・アラブストリートなどがあるエリア。
シンガポール国内の中でも特にイスラム圏の文化を楽しめます。
マリーナエリアからもほど近い距離にあり、アクセスも簡単。

スルタンモスク
(Sultan Mosque)

シンガポールで一番有名なモスク。アラブスト
リート沿いに建っていて、時間帯によってはお祈
りの方でいっぱいです。

Photo by arrival guides.com

ハジレーン
(Haji Lane)

レーンとは小さな路地の意味。
この路地にはお洒落なブ
ティック、お土産屋さんなど
が軒を連ねています。
また夜になるとネオンが光り、
非常にいい雰囲気の元お酒が
楽しめます。

ブギスストリート
(Bugis Street)

MRTブギス駅を下車し、地上を上がると現れる
エリア。
新鮮なフルーツからバラマキ用に良いお土産屋さ
んが並びます。
料金も安いものが多く、多くの方がここでお土産
を購入していきます。
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ブギスエリア グルメ編

ブルージャズカフェ
(Blue Jaz Cafe)

ハジレーンから少し入ったところにあるカフェ。
お洒落なカフェとしてローカルからも非常に人気。
夜は近くでバンド演奏もしているので雰囲気は最
高です。

アイアムカフェ
(I am Cafe)

ハジレーン入り口に位置するカフェ。
「I am」と書かれたモニュメントがあるので見逃
さないはず。
ここではシンガポール名物のレインボーケーキを
是非召し上がってください。

アトラス
(Atlas)

Parkview Squareというビル1階にあ
るバー・レストラン。
今年発表されたBest Bar Asia 2020
では見事5位にランクイン。
建物自体非常に美しく入るだけで感動
を覚えます。
アフタヌーンティーもあるので是非試
してみたい。

Photo by Atlas
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クラークキー おススメスポット

Photo by Mike Enerio

リバークルーズ

クラークキーからリバークルーズに乗りマリーナ
湾までクルーズ。
普通だと見れないマーライオンの正面などを拝む
事が出来ます！
夜だとさらに幻想的です。

Photo by Zac Ong

飲み屋街

川沿いに位置するクラークキーの飲み屋街は
夜になると非常ににぎやかになります。
昔倉庫だったエリアを改築して、レストラン、
バー、ナイトクラブに生まれ変わっています。
シンガポールの若者、また世界から集まった観
光客がクラークキーで朝までお酒を楽しめるエ
リアです。

ジャンボシーフード
(Jumbo Seafood)

川沿いに位置するジャンボシーフードはシンガ
ポールで非常に有名なチリクラブのレストラン。
川沿いで食べるシーフードは非常に雰囲気がよく
ついついお箸が進みます。要予約。

クラークキーはシンガポール随一のナイトスポット。
ローカルの若者も夜になるとクラークキーでお酒を酌み交わします。
このエリアにある多くのバーが、ハッピーアワーと呼ばれる割引が聞
くサービスを実施しているので夕方ごろから飲むのもアリ。
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Photo by  Ilham Wicaksono

チャイナタウン おススメスポット

シンガポールの中心地に位置するチャイナタウンは毎日多くの観光客
で溢れています。ここでは絶品のローカルフードから、お土産屋さん、
お洒落なバーなど幅広いジャンルのお店が軒を連ねています。

Photo by Melvin- Tan

仏牙寺
(Buddha Tooth Relic Temple)

チャイナタウンに堂々と建っている仏教系
の寺院。
なんと建立費用は約60億円。
以外にも最近建てられた寺院ですが、一足
中に入ると内装に圧倒されること間違いあ
りません。

ホーカーチャン
(Hawker Chan)

世界で初めて、屋台のお店でミシュランを獲得し
たお店。今は路面店でも店を構えています。
世界一安いミシュラン店とも呼ばれていて、なん
とミシュラン獲得のチキンライスが500円ほどで
食べる事が出来ます。

アンシャンヒル
(Ann Sian Hill)

仏牙寺ほど近くの場所にあるAnn Sian Hill
というエリアは、お洒落なレストランや
バーが多く集まり、特に現地在住の欧米の
方に非常に人気があるエリア。
夕方以降チャイナタウンにいるときは必ず
行きたい場所です。

Photo by Hawker Chan

Photo by Visit Singapore
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セントーサ島 おススメスポット

Photo by  aditya-citratama

パラワンビーチ
(Palawan Beach)

セントーサの南側にはビーチが広がり、
寝転がってリラックスする人を多く見か
けます。
またビーチクラブもありますので、ビー
チ沿いでお酒を楽しむこともできます。

Photo by ilyani-nasir Photo by Adventure Cove

リゾートワールドセントーサ
(Resort World Sentosa)

ユニバーサルスタジオシンガポール、シー
アクアリウム、アドベンチャーコーブなど
からなるエリア。
日本のユニバーサルスタジオにはないアト
ラクションやグッズもたくさんあります。
他にもカジノ、複数のホテルなどがあり
このエリアだけで一日過ごせます。

Photo by Sea Aquarium

Photo by Annie Spratt 

ユニバーサルスタジオシンガポール
(Universal Studios Singapore)

アドベンチャーコーブ
(Adventure Cove Water Park)

シーアクアリウム
(Sea Aquarium)

シンガポールのリゾートエリアと言えば何と言ってもセントーサ島。
橋を渡ればエンターテイメントで溢れた街が広がります。
お子様から遊べるテーマパークから、大人のためのカジノまで誰が来
ても楽しめます。
島の南側はビーチが広がり、南国らしさを味わえます。
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