
www.tourism-mauritius.mu

D I S C O V E R

MAURITIUS



モーリシャス
インド洋の西側、レユニオン島から約230km、マダガスカル島から約860Kmに

位置するモーリシャスは、面積1872キロ㎡、中央の高原地帯は海抜600メート

ル、330kmの海岸線からなる島国です。モーリシャスは、マスカリン諸島で2番目に

大きく、もともとは火山性の島です 世界で3番目に大きいサンゴ礁によって外洋から

守られたモーリシャスは、美しく透明なラグーンと金色の砂浜が輝いています。

-  人口: 126万人

-   GDPに対する観光業（ホテル 
 レストラン）の数字: 7,1%     

-  旅行収入: 40.5億

- 観光業に従事する労働者数: 28,536人

- 観光客数: 993,106人

-  総ホテル数: 107軒

-  総ホテル客室数: 12,527

- 2014年中に予定される客室増加数
 : 531 室

FACT SHEET



ドルフィン・ウォッチング 
モーリシャスで見過ごせない人気の
もののひとつでしょう。
早朝のモーリシャスの沿岸、特に西
側では、イルカたちがラグーンを泳
ぐ姿が見られるでしょう。

ラグジュアリー・カタマラン・
クルーズ
豪華なカタマランで島の周りを楽し
んでみませんか。
フラット島、ラウンド島、ガブリエ
ル島などの小さな島々を訪れてみま
しょう。
島でリラックスしてバーベキュー等
をお楽しみください。

シーカート
自分で操縦するスピードボートシーカー
トは、モーリシャスの美しいブルー・ラ
グーンを探索するユニークな方法です。
シーカートはジェットスキーと並んで人
気の水上アクティビティですが、安全で
快適です。

楽園でのウエディング

花や滝、トロピカルな自然に囲まれ
たサンセットビーチでの結婚式は多
くのカップルたちの夢でしょう。
モーリシャスは世界で人気のハネム
ーン先TOP5に数えられます

カイトサーフ

モーリシャスは、ル・モーン等、カイ
トサーフィン、ウインドサーフィンで
知られています。
この数年で人気が広がり、いくつもか
のカイトセンターが島内で営業してい
ます。
6月-9月がカイトサーフのベストシー
ズンです。
モーリシャスでは”カイトサーフ・プ
ロ”や”カイト・ジャム”といった国
際的な大会が毎年開かれています



ポートルイス・マーケット 
この楽しいマーケットで、織物や果
物、野菜、スパイスなど、地元の特産
品やお土産を探しに行きませんか。
市場の中で、黒く焼けた顔に自分をみ
つけ、小店に手を伸ばして値引き交渉
をしてみてはいかがですか。

ゴルフはモーリシャスで人気のスポ
ーツです

カゼラ・ネイチャー・パーク 
クワッド（4輪バギー）

４輪バギー”クワッド”に乗って、モ
ーリシャスの美しい自然を探検してみ
ましょう。カゼラのアフリカ・リザー
ブで、シマウマやダチョウ、レイヨウ
たちを横切ってみませんか。

ジップライン 
ビーチで過ごす1日に変わって、この自
然を楽しむアクティビティーを楽しん
でみませんか。

カゼラのジップラインはインド洋で一
番長く、ダブルやトリプルのジップラ
インで、泳ぎ、谷をこ越え、

この興奮を楽しんでください。

ウォーク・ウィズ・ライオン 
虎、チーター、ライオンに触れて、一
緒に歩くという、この貴重な体験がで
きます。遊んだり、食べたり、木に登
ったりする姿を観察し、彼らの柔らか
い毛に触れて、野生動物の強さを感じ
てみてください

ゴルフ
Golfing is a popular activity in Mauritius and it can be 
practiced in hotels where there are spectacular golf course 
next to the lagoon with beautiful tropical lush vegetation. 
Mauritius is known worldwide as a prime golf destination 
and hosts international golf events every year. 

ジャマー・モスク
ポート・ルイスにあるジャマー礼拝堂
は、この国で2番目に古く、最も美しい
礼拝堂です。この印象的な建築は巨大な
柱と大胆なアーチが特徴であり、
天井のシャンデリアは、50年以上前から
下がっています。



ウォーターフォール（滝） 
観光客の皆様はモーリシャスの緑深い森林
に点在するウォーターホール（滝）を探検
することが出来ます。人気のある滝はアレ
クサンドラフォール、ロチェスターファー
ル、グランドリバーサウスイーストウォー
ターフォール、シャマレルウォーターホー
ルなどが有ります。

スカイダイビング
スカイダイビングはモーリシャスにおける
貴重な体験です。特別なことが好きな方
は、この島でスカイダイビングの体験が出
来ることを感謝するでしょう。ぜひ素晴ら
しい景観をお楽しみください。ひょっとし
たら、あなたは最も美しい縦列飛行を想
像してしまうのではないでしょうか。上空
3000メートルでの、アドレナリンが一杯
の旅は、貴方の心臓を高鳴らせるに違いあ
りません。

スキューバーダイビング、潜水バイ
ク、ブルーサファリ
素晴らしい海底の魅力をお楽しみくださ
い。サンゴ礁と美しい色にあふれた多くの
海の生物達、18，19世紀の沈没船などを
潜水バイクで探検するのもお勧めです。

Eureka “the Kreol house”
Ancient colonial house build in 1830 in the middle of a beautiful park 
delimited by the waterfalls of the Rivière of Moka on the one side and by 
the Ory Mountain on the other side. Jacky De Maroussem has succeeded 
to make it become one of the main itinerary in your plan to discover 
Mauritius. In the Creole house you will be surrounded by the rhythms, 
smells and tastes of the colonial period. The restaurant “table d’hôte” is 
recommended for a great meal.



セガダンス
セガダンスはモーリシャスで有名な踊
りであり、その雰囲気は各国の旅行者
たちを盛りあげます。
”セガ”はモーリシャスの伝統と文化
が融和して出来上がった民謡です。
島内のホテルやいろいろな場所でセガ
ダンスを見る機会があるでしょう。

美しい砂浜 
モーリシャスはその白い美しい砂浜やサンゴ礁に守られ
た青いラグーンで有名です。ラグーンでは素晴らしい眺
めや水遊び、美しい夕陽を楽しめます。

イル・オ・セルフ
ここ天国の島　モーリシャスは100ヘ
クタールの大地からなり、
世界でも美しいビーチが集まっていま
す。その中でも、ここは訪れなければ
いけない場所でしょう。
この白い砂浜で有名なイル・オ・セル
フでは、美しいラグーンといろいろな
アクティビティーを楽しめます 。

スパ
モーリシャスでは、ワールドクラスのス

パサービスが受けられ、あなたを別世界

に連れていきます。

モーリシャスのスパは、いまでは”モー

リシャスでしたいこと”のひとつとし

て、日程表に書かれていることでしょ

う。島のミックスカルチャーが数々の新

しいセラピーを生み出すことにより、

幅広い種類の選択肢があります。



SSRボタニカル・ガーデン 
オオオニバスはそのは巨大な葉が直径3
メートルくらいまで広がり、
コオリバヤシは、30～100年に1回花
を咲かせる不思議な植物です。
園内では、マホガニーの木やマダガス
カルのビンロウ（ヤシ）を見ることも
できます。

グラン・バッサン
文化と伝統の探索なら、この場所を
見逃すわけにはいきません。
このヒンドゥー教の聖地グラン・バ
ッサンは、毎年2月の「マハ・シバ
ラトリ」のお祭りに、ヒンドゥー教
の人々が訪れ、にぎわいます。
33メートルのシヴァ像はモーリシャ
スでいちばん背の高い像です。

Duty Free Shopping
モーリシャス免税ショッピングハウス
は、トップブランドの香水、化粧品、
時計、ジュエリー、酒、チョコレー
ト、タバコなど多くの高級品含む商品
を揃えております。また地元で作られ
た酒製品、衣類、地元のお茶やお土産
の多種多様な商品を揃えております。

ヴァニーユ・リザーブ・マスカリン
人と自然が出会うこの魔法の場所で
息をのむような興奮をお楽しみ下さ
い。またマスカリン・リザーブは、
世界で10番目に大きなゾウガメ「
ドミノ」の家でもあります。
興奮、喜び、魅惑のアトラクション
です。

シャマレル　7色の大地
7色の岩が広がるシャマレルは珍しい自然現象です。 
モーリシャスの見どころのひとつであり、数百万人の旅行
者が訪れています。貴重な経験をお見逃しなく。



Mauritius Tourism Promotion Authority
5th Floor, Victoria House, St Louis Street,
Port Louis, Mauritius
Tel: (230) 210 1545 - Fax: (230) 212 5142
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