
◆レストラン情報

◆レストラン情報

備考 エアコン 有 お勧め人数 20名くらい

ただし、完全プライベートではない営業時間 18:30-22:30 (ディナーのみ） 服装 スマートカジュアル

休業日 無 喫煙 不可

総席数 60席
電話 855 (0)63 963 888  カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室 仕切りを入れるなどの手配は可能

クラス ★★★★★

料理 クメール、洋食料理

予約 要予約

予算 USD60/ppから 2階

住所 1 Vithei Charles de Gaulle, Khum Svay Dang Kum, Siem Reap, Cambodia
ロケーション ラッフルズグランドホテル内

ウェブサイト www.siemreap.raffles.com

クラス

シエムレアップ・お勧めレストラン

クメール・ハウス
Khmer House

ル・グラン
Le Grand

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

階数

ウェブサイト www.grandsoluxeangkor.com
料理 予算 USD48/ppから 階数

電話 855 (0)63 760511
要予約

備考

休業日 無 喫煙

営業時間

★★★★★

外観 メニュー一例(イメージ) 個室

住所 No.555 Phom Krous, Khum Svay Dangkum, Siem Reap, Cambodia
ロケーション アンコールパレスホテル敷地内

クメール料理

服装

エアコン 有

不可（屋外喫煙可）

総席数

11：30-22：00 カジュアル

席

お勧め人数 20名くらい

カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室

個室（大）１０名程度

個室（小）８名程度

予約

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                  

老舗名門ホテル「ラッフルズグランド」内にあるレストラン。レストラン奥にはワインセラーもあり、エレガントで優雅な雰囲気はVIPツ

アーにもぴったりです。 何世紀にも渡り、宮廷のシェフから受け継がれたクメール宮廷料理は絶品です。 

*男性は襟付きシャツ、女性はイブニングドレスの着用をお勧めします。（ショートパンツ、ビーチサンダル不可） 

 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

リゾート型DLXホテル「アンコール・パレス」敷地内にある、高床式スタイルのレストラン。 
２つある個室は日本人にはうれしい掘りごたつ式。 木造の雰囲気ある高床式レストランでのクメール宮廷料理は、美味しいと評判で

す。 
 

http://www.siemreap.raffles.com/�
http://www.grandsoluxeangkor.com/�


◆レストラン情報

◆レストラン情報

　伝統舞踊アプサラダンスショーとブッフェの市内レストラン（STDクラス）。
　食事の種類も豊富でブッフェラインも３エリアに分かれており、ヌードル、炭火焼き鳥コーナーは人気です。
　中国系、欧米系の観光客も利用しますが、ショーの最後まで見ないケースがほとんどです。
　ショーの最後はステージに上で踊り子たちと記念撮影ができます。

シエムレアップ・お勧めレストラン

ロイヤル・コート
Royal Court

外観 アプサラダンスショー ディナーの様子

住所 Vithei Charles De Gaulle, Khum Svay Dang Kum, Siem Reap, Cambodia
ロケーション ソフィテル・アンコール・ポキートラホテル内

ウェブサイト www.sofitel.com/3123
料理 アジアン、クメールBBQ 予算 USD45/ppから 階数 1階、屋外

クラス ★★★★★ 予約 要予約 総席数 75席
電話 855 (0)63 964600 カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室

営業時間 19:00-22:00 (ディナーのみ） 服装 カジュアル

休業日 ４月～９月：月・水・金曜 喫煙 不可（喫煙スペースあり）

備考 お勧め人数 20名くらい19：30～アプサラダンスディナーショー開始（１時間ほど） エアコン 有

アマゾン
Amazon

外観 アプサラダンスショー 店内

住所 No.998, Salakanseng, Svay Dangkum, Siem Reap, Siem Reap +855, Cambodia 
ロケーション 空港より車で15分、市内中心部より車で10分
ウェブサイト

料理 アジアンブッフェ 予算 USD12/ppから 階数 １階

クラス ★★★ 予約 要予約 総席数 400席
電話 855 (0)12 966988 カード 可(VISA/MASTER) 個室

無 喫煙

営業時間 18:00-22:00 服装 カジュアル

備考 お勧め人数 20名くらい19：30～アプサラダンスディナーショー開始（１時間ほど） エアコン なし

不可（喫煙スペースあり）休業日

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                  

リゾート型ラグジュアリーホテル「ソフィテル・アンコールホテル」内レストラン。 乾季（１０月～３月）は毎日、雨季（４月～９月）は週３

回開催される 

アプサラダンスディナーショー。料理は当日の稼働率によってブッフェかセットメニューとなり、雨天時は屋内（シタデルレストラン）へ

移動。 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

http://www.sofitel.com/3123�


◆レストラン情報

◆レストラン情報

シエムレアップ・お勧めレストラン

アジアン・スクエア
Asian Square

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 7 Makara Road, Wat Bo Village, Salakamreuk Commune, Siem Reap, Cambodia
ロケーション オールドマーケットから川を渡ってすぐのロケーション、車で2分ほど

ウェブサイト www.asiansquare-restaurant.com
料理 クメール・インターナショナル 予算 USD20/ppから 階数 1階

クラス ★★★★ 予約 要予約 総席数 70席(ｴｱｺﾝ) 70席(ｶﾞｰﾃﾞﾝｴﾘｱ）
電話 855 (0)63-767797 カード 可(VISA/MASTER) 個室 10席程度（小）

営業時間 06:00-23:00 服装 カジュアル エアコン席のプライベートアレンジ可

休業日 無 喫煙 ガーデンエリアのみ可

備考 エアコン 有 お勧め人数 20名くらい

ネスト
Nest

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 Sivatha Boulevard, Siem Reap
ロケーション 市内中心部。メインストリートシヴァタ通りに位置。ソマデビホテル向かい。

ウェブサイト www.nestangkor.com
料理 クメール・アジアン・西洋料理 予算 USD20/ppから 階数 １階

クラス ★★★★ 予約 要予約 総席数 120席(テーブル席80)
電話 855 (0)63-966381 カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室

無（カンボジア正月１日のみ） 喫煙

営業時間 11:00-24:00 服装 カジュアル

備考 お勧め人数 20名くらいエアコン なし

可休業日

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                 

最新のクメール料理レストラン、ロケーションもオールドマーケットに程近く、駐車場完備。 
インテリアもおしゃれで開放的な作りの中に椅子、テーブルなどはしっかりした作りの物を使用しております。 
また、エアコンルームも完備しておりFIT/GRPともに使い勝手は良いと考えます。 
クメール料理のちょっと予算のあるツアーにお勧めのレストランです。 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

シェムリアップのメインストリートシバタ通りに位置する。白いテントで覆われたスタイリッシュなカフェバー。セットメニューは比較的濃

いめの味付けで、ボリューム有り。アラカルトメニーも各種あり、カリフォルニア巻きなどもございます。竹で作られたカプセルスタイル

の席ではカップル、友人同士がくつろいで過ごせる空間となっています。レストラン前の駐車スペースが狭く、大型バスの駐車は厳し

い。 
欧米ツーリストの利用が多いレストランです。 

http://www.asiansquare-restaurant.com/�
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◆レストラン情報

◆レストラン情報

シエムレアップ・お勧めレストラン

アライアンス・カフェ
Alliance Café

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 Old Market area, Siem Reap
ロケーション 市内中心部。オールドマーケットまで徒歩３分

ウェブサイト www.allianceangkor.com
料理 クメール、西洋料理 予算 USD20/ppから 階数 1階

クラス ★★★★ 予約 要予約 総席数 60席（バーエリア10席）

電話 855 (0)63-964940 カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室

営業時間 10:00-23:00 服装 カジュアル

休業日 無 喫煙 一部可(1階の一部のみ)
備考 エアコン なし お勧め人数 20名くらい

エフ・シー・シー　アンコール
FCC Angkor

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 Pokambor Ave, (Next to the Royal Residence) Siem Reap
ロケーション 市内中心部。シェムリアップ川沿い。王家の別荘となり。

ウェブサイト http://www.fcccambodia.com/angkor/
料理 クメール・西洋料理 予算 USD25/ppから 階数 2階（1階70名・14名/2階150名）

クラス ★★★★ 予約 要予約 総席数 250席
電話 855 (0)63-760280 カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB) 個室

無 喫煙

営業時間 07:00-24:00 服装 カジュアル

備考 お勧め人数 20名くらいエアコン なし

可休業日

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                  

敷地内にはプールとバーエリアがあり、隠れ家のような雰囲気のカンボジアフレンチレストラン。オーナーはかつてSOFITEL ANGKOR
のF&Bマネージャー。レストラン内には、様々なアート作品が展示販売されております。ちょっとしたカジュアルフレンチにお勧めです。 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

内戦時代 記者クラブとして利用された建物を改装しオープンしたプノンペンＦＣＣレストランの姉妹店。 
川沿いに建つ白亜の瀟洒な建物の２階部分が通常レストランとして利用されております。１階ガーデン部分では、プライベートパー

ティー（有料）を楽しむことも可能です。（25名以上でアジアンまたはウエスタンビュッフェのチャーターアレンジ有料にて可） 
 
 

http://www.allianceangkor.com/�
http://www.fcccambodia.com/angkor/�


◆レストラン情報

◆レストラン情報

シエムレアップ・お勧めレストラン

イート・アット・クメール
Eat At Khmer

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 Road No.6 Sala Kangseng Village Svay Dangkhum Commune, Siem Reap
ロケーション 国道６号線沿い。市内中心部と空港との中間地点。ケマラホテル近く。

ウェブサイト

料理 クメール料理 予算 USD10/ppから 階数 1階
クラス ★★★ 予約 要予約 総席数 180席（90席オープンエアー）

電話 855 (0)12-349145 カード 不可 個室

営業時間 11:00-15:00/17:00-21:00 服装 カジュアル

休業日 無 喫煙 一部可(オープンエアーエリアのみ)
備考 エアコン 一部有（90席） お勧め人数 20名くらい

ニュー・バイヨン
New Bayon

外観 メニュー一例(イメージ) 店内（個室大）

住所 No.0315, Wat Bo Street, Svay Dung Kum Commune, Siem Reap
ロケーション 市内中心部。シェムリアップ川沿い。

ウェブサイト

料理 クメール料理 予算 USD10/ppから 階数 １階

クラス ★★★ 予約 要予約 総席数 324席(ホール200席)
電話 855 (0)12-630750 カード 不可 個室 ４室(50席x2室、12席x2室)

無 喫煙

営業時間 10:00-14:00/ 17:00-21:00 服装 カジュアル

備考 お勧め人数 20名くらいエアコン 有

屋外にて可休業日

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                  

国道６号線に面した小規模レストランですが、セットメニューの種類は豊富。 
カンボジア料理は１つの料理を４名様位でシェアーするスタイルです。 
駐車場スペースが狭いので、FIT/小グループ向き。21:00までの営業ですが事前連絡をすれば22:00まで対応可能。 
遅いフライトでご到着の場合にも便利です。 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

カンボジア料理店では老舗的な存在。日本人、タイ人、カンボジア人の利用が多く、日本人には食べやすい味付けのクメール料理が

多いです。ツアー客の応対に慣れており、安心して任せられるレストランの一つです。難点はフレッシュジュースがないこと。 
予算に応じてメニューアレンジも可能で、個室の数も多いので使い勝手がよいレストランです。 
２名以下の場合には、料理の品数が減ります。食後のコーヒーはネスカフェ、お茶は中国茶です。 
 



◆レストラン情報

◆レストラン情報

シエムレアップ・お勧めレストラン

モール
Moul

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 412 Group7, Tachul Village, Svay Dangkum Commune, Siem Reap
ロケーション サリナホテル向かい

ウェブサイト

料理 ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ麺、鍋セット料理 予算 USD10/ppから 階数 1階
クラス ★★★ 予約 要予約 総席数 100席
電話 855 (0)63-963069 カード 不可 個室

営業時間 11:00-14:00/17:00-21:00 服装 カジュアル

休業日 無 喫煙 可

備考 セットメニューのみ対応可能 エアコン なし お勧め人数 20名くらい

トロピカル
Tropical

外観 メニュー一例(イメージ) 店内

住所 Krous village, Svay dong kum, Siem Reap
ロケーション シェムリアップ国際空港まで、車で１０分。City Angkor Hotel近く。

ウェブサイト http://www.tropicalangkorrestaurant.com/
料理 中華・飲茶料理・タイすき 予算 USD12/ppから 階数 1階

クラス ★★★ 予約 要予約 総席数 380席(120席・130席・ﾀｲｽｷ80席)
電話 855 (0)12-862111 カード 可(VISA/AMEX/MASTER/JCB/DINER) 個室 2室(20席 x 1, 30席 x 1)

無 喫煙

営業時間 11:00-14:00/ 17:00-21:00 服装 カジュアル

備考 お勧め人数 20名くらい

一部可（個室のみ）

エアコン 有

休業日

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆                                                  

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ麺（クィティウ）は お客様から「美味しい！」と好評です。客席エリアが３つに分かれているため、３０名以上のグループ利用

時はエリアが分かれます。ドリンクメニューとトイレが少ない点が難点。その代わり、飲み物の持ち込み料金は不要です。 
アラカルト メニューはありません。到着後の追加料理の手配も不可なので、ご注意ください。 
 

◆SMI現地駐在員からのお勧めポイント◆  

New bayonグループの大型中華料理店。レストラン内は３フロアーに分かれており、大型グループの利用も問題ありません。 
飲茶セットのデラックスメニューはありませんので、アラカルトメニューからいくつか選び追加してオリジナルメニューを作ります。 
スキスープ（タイスキと同様）用にフロアーも分かれております。中庭では、プライベートアレンジも可能。個室もあり、使い勝手の良い

レストランです。日本人を中心に、欧米、中国人ツーリストの利用も多いです。 
 

http://www.tropicalangkorrestaurant.com/�
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