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2019 年 12 月 20 日
メルコリゾーツ＆エンターテインメントジャパン株式会社

世界的統合型リゾートのメルコ、ミシュランの星最多獲得で業界を牽引
メルコリゾーツの 6 つの代表的レストランにおいて 10 個の星を取得

[2019 年 12 月 17 日火曜日 マカオ発]
メルコリゾーツ＆エンターテインメント・リミテッド（NASDAQ:MLCO、以下「メルコリゾーツ」または
「メルコ」）は、この度「ミシュランガイド・香港マカオ 2020」において、メルコの施設にある 6 つのレ
ストランが、その世界クラスの料理の卓越性を認められ、合計で 10 個の星を獲得しました。メルコは、ミ
シュランの星を最も多く獲得した世界的統合型リゾートとして、今後も業界をリードしてまいります。

メルコリゾーツ＆エンターテインメントのローレンス・ホー会長兼最高経営責任者は、次のように述べてい
ます。「これは素晴らしい成果であり、星を授与してくれたミシュランに感謝しています。メルコは最も優
れた料理チームを擁しており、そのチームの懸命な取組みと勤勉さ、そして創造性が、今回再び評価された
ことを誇りに思っています。チームの革新に対する情熱と、お客様に最高のお食事を提供するという強い決
意によって、マカオが『ユネスコ食文化創造都市』としての地位を維持する上で、メルコが大きな貢献をで
きていると言えるでしょう。」

「ミシュランガイド・香港マカオ 2020」の授賞式は、17 日（火）にマカオにあるメルコの「シティ・オブ・
ドリームス」にて開催されました。星を獲得したメルコのレストランは、以下の通りです。

「ジェード・ドラゴン」（3 つ星）
シティ・オブ・ドリームスにある「ジェード・ドラゴン」は、広東州の高級特別料理とクリエイティブなプ
レゼンテーションで有名です。このレストランでは、マカオの中国料理の基準値を上げた非常に美味で質の
高い食事と優れた高級サービスを楽しむことができます。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2019 – 2020 年 （3 つ星）

・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2016 – 2018 年 （2 つ星）

・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2014 – 2015 年 （1 つ星）

・

「フォーブス・トラベルガイド」2014 – 2019 年 （5 つ星賞）

・

「アジアのベストレストラン 50」2017 – 2019 年

・

「香港 Tatler ベストレストラン」2014 – 2018 年 （トップ 20 レストラン）

・

「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト 100 トップテーブルズ」2014 – 2018 年受賞
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「ザ・テイスティング・ルーム」（2 つ星）
シティ・オブ・ドリームスにある「ザ・テイスティング・ルーム」は、世界中の旬で最高の素材を使用した、
完璧なフレーバーの組み合わせを表現することで、確実に五感を刺激する絶妙な現代の地方フランス料理です。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2016 – 2020 年 （2 つ星）

・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2013 – 2015 年 （1 つ星）

・

「フォーブス・トラベルガイド」2014 – 2019 年 （5 つ星賞）

・

「香港 Tatler ベストレストラン」2014 – 2018 年 （トップ 20 レストラン）

・

「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト 100 トップテーブルズ」2014 – 2018 年受賞

・

「アジアのベストレストラン 50」2017 年

「アラン・デュカス

アット

モーフィアス」（2 つ星）

フランスの美食の偉大な伝統とスキルに敬意を表し、モーフィアスの「アラン・デュカス」は現代のビジョ
ンによって高級料理を再定義しています。このレストランは、シティ・オブ・ドリームスのプレミアムな最
新ホテル、モーフィアスの中に位置しています。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」 2019 – 2020 年 （2 つ星）

「シンジ・バイ・カネサカ」（1 つ星）
金坂真次氏による、東京銀座の鮨の名店「かねさか」の中華圏での初店舗です。シティ・オブ・ドリームス
の「シンジ・バイ・カネサカ」は、最も本格的で、シェフの最高のお勧めを求める鮨愛好家を喜ばせること
ができるレストランです。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2016 – 2020 年 （1 つ星）

・

「フォーブス・トラベルガイド」2017 – 2019 年 （5 つ星賞）

・

「香港 Tatler ベストレストラン」2017 – 2018 年 （トップ 20 レストラン）

・

「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト 100 トップテーブルズ」2017 – 2018 年受賞

・

「アジアのベストレストラン 50」2017 年

「パール・ドラゴン」（1 つ星）
「パール・ドラゴン」は、統合型リゾート「スタジオ・シティ」で最高の食の経験を提供する、広東料理の
高級レストランです。このレストランは、洗練された中国のローカルな味わい、革新的な創作料理、そして
味覚を誘うような最高の料理を提供します。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2017 – 2020 年 （1 つ星）
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・

「フォーブス・トラベルガイド」2019 年 （5 つ星賞）

・

「フォーブス・トラベルガイド」2018 年 （4 つ星賞）

・

「香港 Tatler ベストレストラン」2017 年 （トップ 20 レストラン）

・

「サウス・チャイナ・モーニング・ポスト 100 トップテーブルズ」2017 – 2018 年受賞

「イン」（1 つ星）
「イン（Ying）」は、豪華ホテル「アルティラ・マカオ」の看板レストランであり、類まれな料理チームが
作る高級広東料理と地元の料理を専門としています。このレストランは、お客様に最高のクオリティとサー
ビスを提供できる優れたレストランとして知られています。
受賞歴は以下の通りです。
・

「ミシュランガイド・香港マカオ」2017 – 2020 年 （1 つ星）

・

「フォーブス・トラベルガイド」2015 – 2019 年 （4 つ星賞）

モーフィアスにあるお任せスタイルの中国料理レストラン「イー（Yi）」と、現代フランス料理の「ボヤー
ジュ

バイ アラン・デュカス」、アルティラの「天政」、スタジオ・シティの「バイ・イン（Bi Yin）」

は、それぞれ「ミシュランガイド・香港マカオ 2020」に掲載されています。

メルコリゾーツは「ミシュランガイド・香港マカオ

シティ・オブ・ドリームスの「ジェード・ドラゴ

2020」で認められ、6 つのレストランで合計 10 個

ン」エグゼクティブ・シェフであるケビン・オー・

のミシュランの星を獲得しました。

イェン・マン・ユー は、授賞式でミシュランから
3 つ星を授与されました。
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###
メルコリゾーツ＆エンターテインメント・リミテッドについて

アジアおよびヨーロッパにおいてゲーミング事業およびエンターテインメントリゾート施設の開発、所有、運営を行
う当社は、米国預託証券であるナスダック市場（NASDAQ: MLCO）に上場しています。当社は現在、マカオのタイパ島
にあるホテルリゾーツであるアルティラ・マカオ（www.altiramacau.com)、マカオのコタイ地区にある統合型アーバ
ンゲーミングリゾートであるシティ・オブ・ドリームス マカオを運営しています。マカオでは最大級の電子ゲーム機
施設であるモカクラブ（www.mochaclubs.com）の事業展開も行っています。また、統合型エンターテインメントリゾ
ートであるスタジオ・シティ（www.studiocity-macau.com）の過半数の株式を保有し、同施設の運営にも携わってい
ます。マカオのコタイ地区にあるスタジオ・シティは、映画をテーマにしたリゾートとしてショッピングエリアとゲ
ーミング施設を備えています。フィリピンでは現在、当社の子会社がシティ・オブ・ドリームス マニラ
（www.cityofdreams.com.ph）を運営・管理しています。同施設はゲーミング、ホテル、エンターテインメント施設が
統合されたリゾート施設であり、マニラの観光経済特区エンターテインメント・シティにあります。ヨーロッパで
は、2021 年の開業を目指しヨーロッパ最大級の統合型リゾート地となることが期待されるキプロス共和国の"シティ･
オブ･ドリームス メディテレーニアン 統合型リゾートプロジェクト (www.cityofdreamsmed.com.cy)"を展開していま
す。当社は現在、キプロス共和国初のカジノであるキプロス・カジノと三つのサテライト・カジノに加え、2019 年末
までに開設予定の第四サテライト・カジノを運営していますが、シティ・オブ・ドリームス メディテレーニアンの開
業後も、シティ・オブ・ドリームス メディテレーニアンの運営とともに、引き続き四つのサテライト・カジノを運営
していきます。また当社はクラウン・リゾーツ・リミテッドの株主も保有しています。同社はオーストラリア証券取
引所の上場企業で、メルボルンとパースのクラウン・エンターテインメントコンプレックスを運営。イギリスでは、
ライセンス認証されたロンドンのハイエンドカジノであるクラウン・アスピナルズを運営しています。同社の開発計
画にはシドニー湾のバランガルー地区に建設予定のクラウン・シドニー・ホテル・リゾートも含まれています。また
クラウン・リゾーツ・リミテッドは Aspers Group とノブの持ち分や、様々なデジタル事業の株式も保有しています。
メルコリゾーツ＆エンターテインメント・リミテッドの詳しい情報については、こちら（www.melco-group.com）をご
覧ください。
メルコリゾーツ＆エンターテインメント・リミテッドは、単独大株主であるメルコ・インターナショナル・ディベロ
ップメント・リミテッドが全面的にサポートしています。メルコ・インターナショナル・ディベロップメント・リミ
テッドは、香港証券取引所のメインボードに上場されており、ローレンス・ホーが同社の会長兼最高経営責任者
（CEO）を務めています。

【報道関係者の皆さまからのお問い合わせ先】
メルコリゾーツ＆エンターテインメントジャパン広報事務局（電通 PR 内）
菊地（TEL：03-6263-9090）
https://www.melco-resorts.jp/
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