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2010年 5月開幕・過去最大規模の万博 
 

上海万博・日本館に 

ホテルオークラの和食レストラン・「山里」が出店 
 

開催地・上海のメンバーホテル オークラ ガｰデンホテル上海 が全面支援 
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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、本年 2010 年中華人
民共和国・上海市にて開催される「2010年上海国際博覧会」（略称：上海万博）における日本館内に
設置予定の和食レストランの運営について、日本館の運営を行う日本貿易振興機構（ジェトロ）から

受託することが正式に決定いたしました。 
 
ホテルオークラは、このたびのジェトロの公募に際し、経済成長の著しい中国において、昨今特に注

目が高まっている日本料理の一層の普及・浸透を目指し、中国において和食文化を発信することで、

日本と中国両国の文化の架け橋としての役割を担うことができると考え、応募を志願したものです。 
 
上海万博は本年 5 月 1日～10 月 31 日の 184 日間にわたって上海市中心部から程近い会場にて
開催され、その総面積は 328ヘクタール（愛知万博の約 2倍）に及びます。192 カ国と 50国際機関
の出展が決定しており（2009 年 11 月現在）、万博史上最大規模で開催され、過去最多の約 7,000
万人の来場者数が見込まれることなどから、2010 年の最大の国際イベントとして早くも注目を集めて
います。 
 
このたびホテルオークラが和食レストランを出店する日本館は、アジア各国のパビリオンが集中する

浦東側会場A区に位置し、敷地面積約 6,450平方メートルに及ぶ巨大な建物がすでに竣工間近で
す。上海万博に出展する諸外国・国際機関のパビリオンの中では最大級のものの一つです。「こころ

の和、わざの和」をテーマに、「つながろう！調和のとれた未来のために」を出展メッセージとして、日

本と中国そして世界が未来に向けてつながっていくことを、ロボット、CG、ミュージカルなどによる多
彩な展示を通じて体験することができる内容となっており、既に上海万博の注目のパビリオンの一つ

との呼び声も高いパビリオンです。この注目のパビリオンの一部として、今回ホテルオークラの出店が

決定したことは、非常に光栄なことであると考えております。 
 
出店レストランの名称には「和食堂『山里』」、中国名「『山里』日餐厅」が予定されており、鉄板焼きを

含む日本料理を提供いたします。「山里」は、ホテルオークラ東京の 1962 年の開業とともに生まれた
和食レストランです。以来約半世紀にわたり、ホテルオークラ東京の歴史とともに培われた本物の和

食と高いサービス技術で、国内・海外を問わず多くのお客様から愛され、現在は上海を含む国内外

に７つの店舗を構えております。国内外で高い評価を受けている「山里」が上海万博・日本館に出店

することで、日本館を訪れる皆様に、展示の観覧のみならず、味覚とおもてなしを通じて、日本の魅

力を総合的に、十二分に体感いただけると考えております。 
 
レストランは営業面積が 222 ㎡、総席数は 94 席を想定、ゆったりとした雰囲気で日本料理を提供い

たします。期間中は中国各地より来場する大勢の中国人のお客様や、外国人のお客様に、日本と日

本料理のすばらしさを体感していただきたいと考えております。更に店内には個室のほか鉄板焼き

カウンターの設置も予定されており、昨年度ミシュラン１ツ星を獲得しました「ホテルオークラ東京」・

鉄板焼き「さざんか」を嚆矢とし、「オークラ ガーデンホテル上海」や「ホテルオークラアムステルダ

ム」など海外でも展開するオークラグループ自慢の鉄板焼き「さざんか」の技術・味・サービスも併せ

てお楽しみいただけるレストランとなる予定です。 

 

このたびレストランを出店するに際しては、万博の事前準備から開催中の運営まで、「オークラ ガー

デンホテル上海」が人員面、調達面、調理面を含めたその他諸々の点で支援をする予定です。更に

オークラ ホテルズ ＆ リゾーツの各メンバーホテルから選抜された人材を派遣するなど、ホテルオ

ークラグループの一大事業と捉えております。 
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なお、上海万博・日本館内 和食堂『山里』の概要につきましては、以下をご参照ください。 
 

≪レストラン 概要≫ 

【名   称】 日本語名（案）  和食堂「山里」 
   中国語名称（案） 「山里」日餐厅 
【場   所】 上海国際博覧会・日本館１階 (浦東側会場 A区内) 
【営業期間】 2010年 5月 1日～10月 31日（184日間） 
【営業面積】 約 222㎡ 
【客 席 数】 94席 

（一般席 60席、個室 26席、鉄板焼きカウンター8席） 
【提供料理】 日本料理（鉄板焼きを含む） 
【スタッフ数】 日本人 7～8名（日本より派遣） 
  中国人 約 60名（オークラ ガーデンホテル上海スタッフからの支援を含む） 
 

上海万博ならびに上海万博・日本館 概要 
■上海万博 
名 称：  2010年上海国際博覧会 （EXPO 2010 Shanghai, China） 
テーマ：  より良い都市、より良い生活 
会 場：  上海都市部、南浦大橋から蘆浦大橋までの黄浦江両岸地区 
会場面積（観覧エリア）： 328ha(愛・地球博の約 2倍） 
参加申込状況： 242（192カ組・50国際機関） ※2009年 11月現在 
入場者数： 7,000万人（1日あたり平均約 40万人、国際博覧会史上最大） 
■日本館 
名 称：         2010年上海国際博覧会 日本館 

（愛称：紫蚕島-かいこじま） 
場 所：       浦東側会場 A区内 
建物概要： 敷地面積 約 6,450㎡、建築面積 約 3,900㎡、延床面積 7,200㎡ 
  地上 3階建て 
出展テーマ： 「こころの和・わざの和」 
出展メッセージ： 「つながろう！調和のとれた未来のために」 
 

 

 

 

 

 
 

＜上海万博・日本館＞ 
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＜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：     東京都港区虎ノ門 2-10-4    
U R L：     www.okura.com/jp 
設 立：     1958年 12月 
資 本 金：     30億円 
連結売上高：     551億 9200万円（2009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  2,587人(2009年 3月期) 
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（開発及び改善）に関するコンサルティング 
 
 

＜オークラ ガーデンホテル上海 概要＞ 
 
ホ テ ル 名：     オークラ ガーデンホテル上海  Okura Garden Hotel Shanghai 
U R L：     www.gardenhotelshanghai.com/jp 
所 在 地：     中華人民共和国上海市茂名南路 58号 （上海万博会場へは車で15～20分） 
ア ク セ ス:     車/上海浦東国際空港から 50分、上海虹橋国際空港から 20分 
       上海万博会場から 20分 
開 業:    1990年 3月 
施 設 概 要:   客室数 492室、レストラン・バー 8、宴会場 10、屋内プール、 

テニスコート、ヘルスクラブ、ビジネスセンターほか 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜オークラ ガーデンホテル上海＞      
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＜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。
「ベスト ACS」（A：Accommodation、C：Cuisine、S：Service＝最高の施設、最高の料理、最高のサ
ービス）を企業理念とし、21のメンバーホテル、計 6,500の客室を擁しています。 
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、世界中のお客様にくつろぎと快適な空間を提供いたします。 
フラッグシップホテルである「ホテルオークラ東京」を筆頭とした国内シティホテル、立地の特性を最

大限に活かした国内リゾートホテル、上海・アムステルダムなど海外主要都市に展開する海外シティ

ホテルから、世界的に有名なリゾートホテルを含む海外リゾートまで、個性ゆたかなホテルを展開して

おります。ビジネスやレジャーなどお客様のさまざまなシーンに合わせてご利用いただけ、各地の

“オークラマインド”を実感していただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

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 

販売企画・広報課 五十嵐・都築・小林 
東京都港区虎ノ門 2-10-4               
TEL：+81(3)5408-6861 FAX：+81(3)5408-0628  

       
 
  
 
 
 
                          


