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その独自性を探りましょう

旅行中にお金を稼ぐことができると思っ
たことはありませんか？
 クランの観光大使として、GMクランホールセール
シティは、地元および海外の観光客が買い物を楽
しむことを歓迎します。最高の卸売価格で幅広い
製品を扱う�,���以上の店舗を探索しましょう。

こちらで旅行やビジネスをしましょう！

マレーシアで最大
の卸売モール!

その独自性を探りましょう

マレーシアで最大
の卸売モール!
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素晴らしい
セランゴール
#どこにでも連れて行って

ツーリズムセランゴールについて

素晴らしいセランゴール-#旅行に出よう （Splendid Selangor—#TakeMeAnywhere ）
冊子は、将来の観光客に観光地としてセランゴールを紹介し、観光客が再び訪
れることを奨励するためのツーリズムセランゴールのプロモーションキャンペー
ンです。 これは、すべての市場セグメントにおけるツーリズムセランゴールの共
同マーケティングプログラムを補完し、民間部門とのパートナーシップとコラボ
レーションのための一連の機会を提供します。

ツーリズムセランゴールは、主に地域および国際的な
観光地としてのセランゴール州を刺激し、促進するこ
とを目的とした、セランゴール州の公式観光促進機
関です。 エージェンシーは、キャンペーンやロードショ
ーの開催、国内および国際的なイベントの開催、いく
つかの世界的な観光貿易ミッションへの参加など、さ
まざまなイニシアチブを実施してきました。

クアラルンプール国際空港
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セランゴール州観光、環境、グリーンテクノロジー、
先住民事情理事長(EXCO)のメッセージ

観光は、世界経済で最大かつ最も急速に成長している産業の1つです。同時に、休暇は、自宅の
快適さから離れて、目的地が提供するさまざまな娯楽やレジャー活動を体験するプロセスと見
なされています。

業界がCovid-19の大流行によって大きな打撃を受けた後、セランゴール州の観光客の人口は
変化し、上昇する新しい観光客の傾向は、ミレニアル世代の間でますます人気が高まっています。

ツーリズムセランゴールはセランゴール州の観光産業のプレーヤーによって責任を持って実行
されるすべてのグリーンイニシアチブと持続可能な開発の取り組みを常にサポートします。これ
には、持続可能な観光開発の促進に向けた環境基準と持続可能性基準の使用と組み込みを奨
励することが含まれます。すべての主要なプレーヤーは、州政府が持続可能性の原則を意思決
定と日常業務に組み込むことができるように、持続可能な政策、開発手順、測定技術、および管
理方法における技術的および助言的な基準と支援を強調する必要があります。

素晴らしいセランゴール冊子は、観光客が楽しみにしているセランゴールの興味深い目的地やイベ
ントを強調しているので重要です。この冊子はセランゴールでの休暇を最大限に活用するために必
要なすべてを訪問者に提供するための詳細な情報が含まれています！ 同時に、デジタルブックまた
は電子ブックは、読書プロセスをよりインタラクティブで魅力的なものにして、全体的な体験を改善
および簡素化するように設計されています。

Y.B. ヒー・ロイ・スヤーン様（Y.B Tuan Hee Loy Sian）
セランゴール州観光、環境、グリーンテクノロジー、先住民事情大臣（EXCO)
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社団法人ツーリズムセランゴール代表取締社長
のメッセージ

マレーシアのセランゴール州へようこそ。 文化と伝統、言語、歴史的な作品と芸術の多様性、そ
して幅広い楽しい美食の選択に恵まれた土地であります。

この20年間を通じて、新しい観光地を絶えず発見し、文化的多様性などの特質を備えた興味深
い観光名所を促進するというツーリズムセランゴールのイニシアチブは、州に大きな成功をも
たらしました。 2019年、セランゴール州は３，０００万人余の観光客が来州し、州の経済、特に観
光産業にプラスの影響を与えました。

ツーリズムセランゴールは最近2021年7月に20周年を迎えました。ツーリズムセランゴールは
常に州の業界プレーヤーのバックボーンであり、業界のニーズを時折継続的に満たしていると
私は信じています。

ツーリズムセランゴールには、プロモーションイニシアチブのリストがあり, 特に「休暇に行きた
い？最初にセランゴールを巡っていきましょう(Nak Bercuti？Pusing Selangor Dulu)」と「素晴ら
しいセランゴール、旅行に出よう！（Splendid Selangor; Take me Anywhere！）」 キャンペーン、
どちらもデジタルプラットフォームで積極的に宣伝されています。ツーリズムセランゴールと州
の業界関係者は、「ツーリズム4.0」の育成に向けたデジタルプラットフォームの強化など、彼ら
が実施するあらゆる観光プロモーションイニシアチブにおいて革新的であり続けます。

Y.Brs. アズルル・シャー・モハマド様（Y.Brs. Tuan Azrul Shah Mohamad）
社団法人ツーリズムセランゴール代表取締社長
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フル・セランゴール

クアラセランゴール

ゴンバク

フルランガット
ペタリン

クアラランガット

セパン

クラン

クアラル
ンプール

サバクベルナム
(Sabak Bernam)

(Hulu Selangor)

(Gombak)

(WPKL)

(Petaling)

(Kuala Langat)

(Klang)

(Sepang)

(Kuala Selangor)

(Hulu Langat)

セランゴール９郡セランゴール
の一目

観光統計
以下の統計は2019年に

基づいています。

44% 
(国際)

56%
(国内) 

2019年にセランゴールを訪れた
観光客の総数：

2019年にカテゴリー別にセランゴール
を訪れた観光客の割合：

7,623,969

セランゴール州の人口統計

面積: 
7951 km

人口: 

650 万人
城市化: 

92%
マレーシアの

GDPの

22.6%
総GDP：

RM2400 億
2015 年

総投資額

RM225 億
2020 年

素晴らしいセランゴール06
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セランゴール州
サバクベルナム

(Sabak Bernam） フルセランゴール
(Hulu Selangor)

フルランガット
(Hulu Langat)

クアラセランゴール
(Kuala Selangor)

ゴンバク
(Gombak)

素晴らしいセランゴール 07
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セランゴール州
ペタリン 

(Petaling) セパン 
(Sepang)

クラン (Klang)

クアラランガット 
(Kuala Langat)

素晴らしいセランゴール08
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交通手段とアクセシビリティ

陸路
交通

空の
交通

水上交通

道路: 
優れた道路網で、州内のどの目的
地にも簡単に行くことができます。

セランゴール州はまた、適切な設備を備えた有
料道路システムを介してシンガポールとタイに
接続されています。

バス:  
スマートセランゴールバス（Smart Selangor Bus）, ラピッドバス

（Rapid Bus）, セランゴールオムニバス（Selangor Omnibus）, 
メトロバス（Metrobus）, セタラジャヤバス（Setara Jaya Bus）, 
レンセン（Len Seng）, トランスナショナル/クランバンティン
グビークル（Transnasional/Kenderaan Klang-Banting）, トリ
トンセラナス（Triton Seranas） とワワサンステラ（Wawasan 
Sutera）

配車サービス: 
グラブカー

（GrabCar）, マイ
カー（MyCar）, ム
ラ（Mula）

電車：
スターLRT （STAR 
LRT）, プトラ
LRT（Putra LRT）, 
MRT, BRT と KTM

クアラルンプール
国際空港2（KLIA2）

スバンスカイパー
ク空港、スバン
(SUBANG SKY PARK 
AIRPORT, SUBANG)

クアラルンプール
国際空港（KLIA）

ポートクランクルーズターミナル (PORT KLANG CRUISE TERMINAL)

ポートクラン経由の海によるマレーシアへの人気のあるゲート
ウェイです。
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セランゴール州象徴的な観光スポット

アバニセパンゴールドコーストリゾート 
(Avani Sepang Gold Coast Resort)

マレーシア佛光山東禪寺
（ぶっこうさんとうぜんじ） 

(Fo Guang Shan Dong Zen Temple)

チョンカクパーク＆リゾート 
(Chongkak Park & Resort)

GMクランホールセールシティ
(GM Klang Wholesale City)

ホワイトウォーター
ラフティング、
クアラクブバル 
(Kuala Kubu Bharu White 
Water Rafting)

スルタンサラディンアブドゥ
ルアジズシャーモスク
(Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Mosque)

アイ シティ i-City

バツー洞窟 (Batu Caves)

マラワティヒル (Malawati Hill)

スカイミラー  (Sky Mirror)

魅力雪蘭莪12
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セランゴール州象徴的な観光スポット

サンウェイラグーン 
(Sunway Lagoon)

ロイヤルクランタウンヘリテージウォーク 
(Royal Klang Town Heritage Walk)

ブロガヒル、
フルランガット
(Broga Hill, Hulu Langat)

クアラ・クブ・バル、
フルセランゴール  
(Kuala Kubu Bharu)

セパンインターナショナ
ルサーキット（SIC）

スルタンアブドゥルアジズロイヤルギ
ャラリー、クラン
(Sultan Abdul Aziz Royal Gallery, Klang)

マレーシア森林研究所
（FRIM）

ジュグラヒル、
クアラランガット 
(Jugra Hill, 
Kuala Langat)

クアラランガット、
マーメリ文化村 
(Mah Meri Cultural Village,
Kuala Langat)

魅力雪蘭莪 13

カンポンクアンタンホタルパーク 
(Kampung Kuantan Firefly Park)
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マーメリの過去と現在を融合させた
文化のオアシスです。

扫描此扫

マーメリ
文化村
(Mah Meri Cultural Village)

クアラランガット 
(Kuala Langat)

マーメリは、マレーシア
で認められている18の
先住民族の1つです。

おもしろい
情報とデータ

セグメンテーション

アート＆カルチャー

マーメリの手工芸品は、ユネス
コのシールオブエクセレンスの
認定を受けています 。

スキャンして
ください
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マレーシアのヒンドゥー教の洞窟寺院の
ユニークなグループです。

虹の階段、
バツー洞窟   
(Rainbow Staircase, Batu Caves)

セグメンテーション

アート＆カルチャー

ゴンバク 
 (Gombak)

バツー洞窟には、合計272
のカラフルなコンクリート
の階段があります。

おもしろい
情報とデータ

世界で3番目に高いヒンド
ゥー教の神、ムルガン 。

スキャンして
ください
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南東部の仏教センターのハブです。

セグメンテーション

アート＆カルチャーマレーシア
佛光山東禅寺

（ぶっこうさんとうぜんじ）   
(Fo Guang Shan Dong Zen Temple)

セランゴール州の観光
開発委員会から優秀な
風景賞を受賞しました。

クアラランガット 
(Kuala Langat)

魅惑的なランタンと
フローラフェスティ
バルで有名です。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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信者と見る人にとって称賛に値する建築の驚異です。

スルタンサラデ
ィンアブドゥル
アジズモスク    
(Sultan Salahuddin Abdul Aziz Mosque)

セグメンテーション

アート＆カルチャー

ペタリン 
(Petaling)

マレーシア最大のモスクで、東南ア
ジアで2番目に大きいモスクです。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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セランゴールの王族の豊かな遺産を探索しよう。

セグメンテーション

アート＆カルチャースルタンアブドゥル
アジズロイヤル
ギャラリークラン  
(Sultan Abdul Aziz Royal Gallery Klang)

クラン  
(Klang)

ギャラリーは、古典的な植民地時代の建物である
バングナンスルタンスレイマンにありました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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セランゴール州のイスラム美術遺産の中心です。

セランゴール国際
イスラム芸術
コンプレックス   
(Selangor International Islamic Arts Complex)

セグメンテーション

アート＆カルチャー

ペタリン 
(Petaling)

レステゥファンデーションは、マレーシアで初めて、完全に手
書きで照らされたコーランのハードコピーを作成しました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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アートと人文科学の架け橋となる高品質な作品を提供します。

ダマンサラ
舞台芸術センター    
(Sultan Alam Shah Museum, Shah Alam)

セグメンテーション

アート＆カルチャー

ペタリン 
(Petaling)

DPACのデザインは、独特でアクセスしやすい場所を備えたニューヨ
ークのブロードウェイ劇場からインスピレーションを得ました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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ノスタルジアの町で、ハイキング、ジャングルトレッキング、パラグ
ライダーなどのエコツーリズム活動が豊富です。 クアラクブバルタウン

(Kuala Kubu Bharu Town)

KKBパラグライディングパーク
(KKB Paragliding Park)

セマンコック滝
（Semangkuk Waterfall)

KKBヒストリカルギャラリー
（KKB Historical Gallery)

クアラクブバル
ヘリテージタウン
(Kuala Kubu Bharu Heritage Town)

セグメンテーション

文化遺産

フルセランゴール  
(Hulu Selangor)

この町は1928年に建てられ、マラヤの最初の都市計画家で
あるチャールズコンプトンリードによって設計されました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンしてください
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素晴らしい景色と歴史が互いに補完し
合っています。

マラワティヒル、
クアラセランゴール
(Malawati Hill, Kuala Selangor)

セグメンテーション

文化遺産

丘の頂上には、16世紀初頭にマラッカ王国によって建て
られた古代の砦であるコタメラワティがあります。

おもしろい
情報とデータ

クアラセランゴール 
(Kuala Selangor)

スキャンして
ください
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ジュグラタウンパレス、
クアラランガット 
(Istana Bandar Jugra, Kuala Langat)

東洋と西洋の洗練された建築スキルのシー
ムレスな統合 。

セグメンテーション

文化遺産

クアラセランゴール 
(Kuala Selangor)

この建物は高品質のセンガル木材と大理石
で建てられました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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クランの文化遺産レーンを散歩しよう。

ロイヤルクランタウン
ヘリテージウォーク 
Royal Klang Town Heritage Walk

コタラジャ消防署
（Kota Raja Fire Station)

クランインドイスラムモスク
（Klang India Muslim Mosque)

アラムシャーパレス 
(Alam Shah Palace)

ロイヤルクランタウン
（Royal Klang Town)

セグメンテーション

文化遺産

クラン 
(Klang)

おもしろい情報とデータ：ガイド付きウォーキングツアー
は無料です。 必要なのは良いスニーカーです。

おもしろい
情報とデータ

スキャンしてください
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カジャンの古い建物の歴史的価値を鑑賞
しながら、散歩をしましょう。

カジャンヘリテージ
ウォーク 
(Kajang Heritage Walk)

セグメンテーション

文化遺産

フルセランゴール  
(Hulu Selangor)

カジャンには、1870年代に移住してきたスマトラのマン
ダイリン族、ラワ族、ミナンカバウ族、カンパー族のコミ
ュニティが最初に住んでいました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください
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ようこそこちらへ！
#最初にセランゴールをを巡っていきましょう

デラックスシングル、�泊RM���
デラックスダブル、�泊RM���

利用規約が適用されます

大人�名と子供�名分
の朝食と�コースの
ディナーセットが
含まれます

予約については、
+ ��� ���� ����に電話してください。
または、
reservation.subang@dorsetthotels.com
に電子メールを送信してください。

パッケージは����年�月��日まで有効です（朝・夕食事付）
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大好きなゴルフを体験できます。

ブキットベルントゥ
ングゴルフ＆カント
リーリゾート  
(Bukit Beruntung Golf & Country Resort)

スキャンして
ください

ゴンバク 
(Gombak)

セグメンテーション

ゴルフ
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ゴルフやレクリエーションに最適なリゾートです。

コッターパーマイ
ゴルフ＆カントリークラブ  
(Kota Permai Golf & Country Club)

ペタリン 
(Petaling)

セグメンテーション

ゴルフ

速くて環境にやさしい、18ホール
のコースに挑戦しよう。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください

アジアトップ100ゴ
ルフコース2021 。

Source:www.kotapermai.com.my
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チャンピオンやアマチュアに適した素晴らしい
ゴルフコースです。

トロピカーナゴルフ＆
カントリークラブ  
(Tropicana Golf & Country Club)

ペタリン 
(Petaling)

セグメンテーション

ゴルフ

優れた灌漑システムにより、わず
か15分後にゲームを再開できるの
で、大雨の心配はありません。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください

パーゴルフピープルズ
チョイスアワード2019 。
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卓越した設備を備えた豪華なゴルフ体験を提供します。

グレンマリーゴルフ＆
カントリークラブ  
(Glenmarie Golf & Country Club)

ペタリン 
(Petaling)

セグメンテーション

ゴルフ

ホリデイインクアラルンプールグ
レンマリーに滞在して、完全な滞
在と遊びを体験しよう 。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください

パーゴルフピープルズチョ
イスアワード2019 – 最良
の企業トーナメント会場 。
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ブキットタクンの雄大な石灰岩の丘を見下ろす
のは、比類のないゴルフ体験です。

テンプラーパーク
カントリークラブ
(Templer Park Country Club)

セグメンテーション

ゴルフ

マレーシアの
トップ10ゴル
フコース 。

ゴンバク 
(Gombak)

おもしろい
情報とデータ

テンプラーパークカントリークラブは、伝説的な日本のプロゴルフ
ァーであり、世界ゴルフ殿堂入りの尾崎将司と、高い評価を得ている
ゴルフコースアーキテクトの佐藤健太郎によって設計されました。

スキャンして
ください
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自然の素晴らしさに囲まれた世界クラスのゴルフ
体験を提供します。

マインズリゾート＆
ゴルフクラブ
(The Mines Resort & Golf Club)

ペタリン 
(Petaling)

マインズリゾート＆ゴルフクラブ
は、世界最大の露天掘りのスズ鉱
山の上に建てられました。

おもしろい
情報とデータ

スキャンして
ください

HAPAマレーシアアワードシ
リーズ2018–2020による年
間最優秀ゴルフクラブ 。

セグメンテーション

ゴルフ
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空の鏡のような反射にちなんで名付けられました。

スカイミラー
クアラセランゴール
(Sky Mirror Kuala Selangor)

セグメンテーション

エコツーリズム

クアラセランゴール
(Kuala Selangor) マレーシアのウユニ塩性湿地です。おもしろい

情報とデータ

スキャンして
ください
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カンチングエコ
フォレストパーク
(Kanching Eco Forest Park)

フタバガキの森には7つのレベルの滝があり、
セランゴール州立遺産公園の一部です。

セグメンテーション

エコツーリズム

スキャンして
ください

ラワン
 (Rawang) 7段の滝で有名です。おもしろい

情報とデータ
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フレンドリーな地元の人々が漕ぐ伝統的なボート
で、セランゴール川沿いのホタルの魅惑的な展示。

ホタルパーク、
カンポンクアンタン
(Fireflies Park, Kampung Kuantan)

セグメンテーション

エコツーリズム

スキャンして
ください

クアラセランゴール
(Kuala Selangor)

ライドをゆっくりとして、詳しく
見てみましょう。

おもしろい
情報とデータ
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パヤインダー
ディスカバリー湿地
(Paya Indah Discovery Wetlands)

野生生物の生物多様性保護区です。

セグメンテーション

エコツーリズム

スキャンして
ください

セパン
 (Sepang)

ワニやダスキールトンなどの絶滅危
惧種の動植物の重要な生息地です。

おもしろい
情報とデータ
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スンガイドゥスン野生生物保護センター
(Sungai Dusun Wildlife Conservation Centre)

タピルやヤマアラシなど
の野生動物の非生息地
繁殖センターです。

クアラセランゴール自然公園
(Kuala Selangor Nature Park)

150種以上の野鳥が生息
するバードパークをコンセ
プトにした自然公園です。

クアラクブバル、チリン川
(Sungai Chiling, Kuala Kubu Bharu)

楽しいジャングルトレッキン
グ、印象的な涼しい滝へ。

スンガイガバイ滝、フルランガット
(Sungai Gabai Waterfall, Hulu Langat)

壮大な滝のマルチカスケー
ドと写真撮影に最適なスポ
ットです。

マレーシア森林研究所
(FRIM)

ソース：Berita Harian

熱帯林、壮大な滝、手
付かずの川の自然の驚
異です。

世界有数の熱帯林研究機関
の1つであり、自然愛好家にと
ってはエコロジカルなワンダ
ーランドです。

スンガイトゥアエコフォレストパーク
(Sungai Tua Eco Forest Park)

フルセランゴール 
(Hulu Selangor)

フルセランゴール 
(Hulu Selangor)

フルセランゴール 
(Hulu Selangor)

フルセランゴール 
(Hulu Selangor)

クアラ
セランゴール 
 (Kuala Selangor)

ケポン、
クアラルンプール
(Kepong, Kuala 
Lumpur)

セグメンテーション

エコツーリズム

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください
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セグメンテーション

アグロツーリズムセランゴール
フルーツバレー
(Selangor Fruit Valley)

広大なトロピカルフルーツファームを探索し、
楽しいアグロツーリズム活動に参加しよう。

スキャンして
ください

ゴンバク 
 (Gombak)

マンゴー、ランブータン、スターフルーツなど、20種類
以上の果物が栽培されている、セランゴール州で最も
肥沃な2,000エーカーの地域に広がっています。

おもしろい
情報とデータ

MTCゴールド
アワード2018 。
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自然の中で大切な人と過ごすのに理想的な
アグロパークです。

MAEPSアグロツーリ
ズムパーク、セルダン   
(MAEPS Agro Tourism Park, Serdang)

セグメンテーション

アグロツーリズム

スキャンして
ください

ペタリン
 (Petaling)

ヤギとラクダが生息するカンビン
の家を探索しよう。

おもしろい
情報とデータ

マレーシア最大の
屋内展示会場 。
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ピタヤの甘さを探索して味わおう。

ドラゴンフルーツ
ファーム、セパン   
(Dragon Fruit Farm, Sepang)

セグメンテーション

アグロツーリズム

スキャンして
ください

セパン  
 (Sepang)

果物は中央アメリカで生まれ、19世紀にフランスの
宣教師によってベトナムに紹介されました。

おもしろい
情報とデータ
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マレーシアの定番の風景をお楽しみください。

セキンチャン水田    
(Sekinchan Paddy Field)

セグメンテーション

アグロツーリズム

スキャンして
ください

サバクベルナム 
 (Sabak Bernam) マレーシアの主要な米供給業者の1つです。おもしろい

情報とデータ
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• ホームステイバングリス、セパン
 Homestay Banghuris, Sepang
• ホームステイスンガイシレ、タンジョンカラン
 Homestay Sungai Sireh, Tanjong Karang
• ホームステイスンガイハッジードーラニーサバックバーナム
 Homestay Sungai Haji Dorani Sabak Bernam
• ホームステイエアマニス、サバクベルナム
 Homestay Air Manis, Sabak Bernam
•  ホームステイスンガイニボング、サバックバーナム
 Homestay Sungai Nibong, Sabak Bernam
• ホームステイパピタスーレムセキンチャン
 Homestay Papitusulem, Sekinchan 
•  ホームステイセピンタズ、サバックバーナム
 Homestay Sepintas, Sabak Bernam
•  ホームステイスンガイセンビラン、クアラセランゴール
 Homestay Sungai Sembilang, Kuala Selangor
•  ホームステイスンガイテンギ、クアラクブバル
 Homestay Sungai Tengi, Kuala Kubu Bharu
•  ホームステイブーゲンビリア、ゴンバク
 Homestay Bouganvillea, Gombak
•  ホームステイカンチョンダラット、バンティング
 Homestay Kanchong Darat, Banting
•  ホームステイカンポンエンダ、バンティング
 Homestay Kampung Endah, Banting
•  ホームステイスンガイラングテンガ、バンティング
 Homestay Sungai Lang Tengah, Banting
• ホームステイシーストーン、タンジュンセパット
 Homestay Batu Laut, Tanjung Sepat
• ホームステイカンポンクンダン、ケープセパット
 Homestay Kampung Kundang, Tanjung Sepat
• ホームステイフェルダブキットチェラカ、カパー
 Homestay Felda Bukit Cherakah, Kapar

米育ち

バティック絵画 凧作り

釣り

あなたの次の休暇のためにMOTACによってセランゴールに登録
された16のホームステイの1つに「はい」と言ってください！

ホームステイセランゴール  
(Homestay Selangor)

セグメンテーション

アグロツーリズム

スキャンして
ください
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セグメンテーション

アグロツーリズム

緑豊かで穏やかな環境に囲まれたアグロツーリズムパ
ークで、熱帯雨林の動物相と伝統的なマレーシアの農
業活動を詳しく見てみましょう。

油ヤシの木の下で育てられた茶樹がある世界で唯一
の低地茶園です。

3階建てのアナツバメの家とさまざまな設備を
備えたエコロジーパークです。

文化と食の味をお楽しみください。

ペタリン
(Petaling)

クアラランガット
(Kuala Langat)

クアラランガット
(Kuala Langat)

クアラランガット
(Kuala Langat)

国立植物園シャーアラム
(National Botanical Garden Shah Alam)

ボーティーオーチャードブキットチーディング
(Boh Tea Orchard Bukit Cheeding)

クァーンウェルネスエコパーク
(Kuan Wellness Eco-Park)

タンジュンセパット、クアラランガット
(Tanjung Sepat, Kuala Langat)

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください
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食べて、
遊んで、

オンリー·ウェイはサンウェイです。

買って、
泊まって！
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公園と手付かずの湖を見下ろす6階建てのモダ
ンな図書館でお楽しみください。

ラジャトゥンウダ図書館
シャーアラム    
(Raja Tun Uda Library Shah Alam)

スキャンして
ください

ペタリン 
 (Petaling)

図書館は最大2,500人の訪問者を収容で
き、400,000冊以上の本を収容できます。

おもしろい
情報とデータ

セグメンテーション

教育
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生活を変え、地域の未来を豊かにする教育センターです。

経営科学大学 （MSU）   
(Management and Science University)

スキャンして
ください

セグメンテーション

教育

ペタリン 
 (Petaling)

QS WUR2020で世界トッ
プ500にランクイン 。

Source:https://coursesmalaysia.com/institutions/management-science-university-msu
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セランゴール州で最初の国営大学から世界クラ
スの教育を受けます。

スキャンして
ください

セグメンテーション

教育

ペタリン 
 (Petaling)

雇用率98.9％の100％MQA
認定プログラムです 。

セランゴール大学
（UNISEL）    

(University of Selangor)
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グローバルな能力を備えたバランスの取れた起
業家精神にあふれた卒業生を輩出します。

UiTMシャーアラム  
(UiTM Shah Alam)

スキャンして
ください

セグメンテーション

教育

ペタリン 
 (Petaling)

QS WURによる世界の大
学の上位50％です。
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セグメンテーション

教育

さまざまな研究分野で、この地域で最高の
研究大学の1つを卒業します。

マレーシアの中心部にある、
グローバルに接続された前向
きなキャンパスです。

崇拝と信頼の一形態としての知識
の継続的な追求を支援します。

一流のリソースと機会で多様
なキャンパスライフを体験して
ください。

大学で始めて成功するた
めの適切な場所です。

あなたの野心を実現するための正しい基盤です。

私たちは、教育が人生に力を与えてくれ
るのを信じています。

マレーシアのイノベーション大学
であなたの未来を守りましょう。

マレーシアのおもてなしを体験し、世界
クラスのイギリス教育を受けましょう。

グローバルな学習エコシステムの一部
になりましょう。

マレーシア国民大学（UKM）
(Universiti Kebangsaan Malaysia)

サンウェイ大学カレッジ
(Sunway University College)

マレーシア国際イスラム大学
(International Islamic University Malaysia)

SEGi大学とカレッジ
(SEGi University & Colleges)

テイラーズカレッジ
(Taylor’s College)

セランゴール国際イスラム大学カレッジ（KUIS）
(Selangor International Islamic University College)

INTIインターナショナルカレッジスバン
(INTI International College Subang)

リムコックウィン大学
(Lim Kok Wing University)

ノッティンガム大学
(University of Nottingham)

ユニターインターナショナル大学
(UNITAR International University)

フルランガット
(Hulu  Langat)

フルランガット
(Hulu  Langat)

フルランガット
(Hulu  Langat)

ゴンバク
(Gombak)

ペタリン
(Petaling)

ペタリン
(Petaling)

ペタリン
(Petaling)

ペタリン
(Petaling)

ペタリン
(Petaling)

セパン
(Sepang)

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください
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ドリアン；果物の王様をむさぼり食う味を
お楽しみください！

セー・ヘングドリアンストール、
スバンジャヤ 
Say Heng Durian Stall, Subang Jaya

パサー・ターニー・ケキャル・
セラーヤング
Pasar Tani Kekal Selayang

ドリアンンベア、ペタリンジャヤ
Durian Bear, Petaling Jaya

バークレードリアン、クラン
Berkeley Durian, Klang

Ezyドリアン、バツー洞窟
Ezy Durian, Batu Caves

ドリアニティー、プチョン
Durianity, Puchong

スキャンしてください スキャンしてください スキャンしてください

スキャンしてくださいスキャンしてくださいスキャンしてください

セグメンテーション

美食
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マレー系伝統料理 セグメンテーション

美食
豊かで多様な味わいで知られています。

ワルンイブナシアンベン、クアラ・スランゴル
Warung Ibu Nasi Ambeng, Kuala Selangor

サテカジャンハジサムリ, カジャン
Satay Kajang Haji Samuri, Kajang

ワクドルソト、バンティング
Wak Dol Soto, Banting

ナシレマックジャンバタンタンパル
Nasi Lemak Jambatan Tamparuli, Shah Alam

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください
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中華系伝統料理
味覚を王朝の料理の世界に広げましょう。

クラン肉骨茶（バクテー）
センフアットレストラン
Klang Bak Kut Teh Seng Huat Restaurant

リバービューシーフードレストラン、
クアラセランゴール
River View Seafood Restaurant, Kuala Selangor

チョンコックコピティアム、クラン
Chong Kok Kopitiam, Klang

海南チキンライス
Nasi Ayam Hailam

セグメンテーション

美食パサー・ターニー・ケキャル・
セラーヤング
Pasar Tani Kekal Selayang

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください



素晴らしいセランゴール 53

インド系伝統料理
スパイスと香りの豊かさで五感を刺激します。

ヤップキーバナナリーフライス、クラン
Yap Kee Banana Leaf Rice, Klang

ネサンカレーハウス、ラワン
Nesan Curry House, Rawang

カンナカレーハウス、ペタリンジャヤ
Kanna Curry House, Petaling Jaya

インドゲートレストラン、サイバージャヤ
India Gate Restaurant, Cyberjaya

セグメンテーション

美食

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください

スキャンしてください
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お祭り

レトロマニア・グランド集会

セランゴール600：
最初にセランゴールを巡っていきましょう

セランゴール国際
先住民芸術祭

盆踊り

モリブビーチプレーン
(Dataran Pantai Morib)

Bousteadクルーズポート、クラン 
(Boustead Cruise Centre, Klang)

国立スポーツコンプレックス、シャーアラム
(Kompleks Sukan Negara, Shah Alam)

TSグローバル
コンベンション

セランゴール周辺
のロードツアー

ニューワールドホテル、ペタリンジャヤ
(New World Hotel, Petaling Jaya)
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イベント

マレーシア女子マラソン

セランゴールマラソン

カンポンケメンサの王

マレーシアモトGP

ツーリズムセランゴールゴルフトーナメント

ラジャムダセランゴールインターナショナルレガッタ

シャーアラム独立広場
(Dataran Kemerdekaan Shah Alam)

セランゴール
(Selangor)

カンポン・ケメンサ、ウル・クラン
(Kampung Kemensah, Ulu Klang)

セパンインターナショナルサーキット、セパン
(Sepang International Circuit, Sepang)

ブキッ・バーウントングゴルフクラブ
(Bukit Beruntung Golf Club)

ロイヤルセランゴールヨットクラブ、ポートクラン
(Royal Selangor Yacht Club, Port Klang)
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オススメ宿泊施設

ビジネス、レジャー、驚異的な料理の
壮大世界に足を踏み入れましょう。

サンウェイリゾート 
(Sunway Resort)

多忙な日々の中で、大切な賓客にビジ
ネス施設とレジャーエンターテインメン
トを提供します。

ドーセットグランドスバン 
(Dorsett Grand Subang)

街の便利さを存分に味わい、地元のビジネ
スやレジャーに便利です

ニューワールドPJホテル 
(New World PJ Hotel)

イスラーム建築のデザインに影響を受けたモ
ダンなホテルで、KLIA空港とKLIA2空港から
わずか10分です。

モーベンピックホテル＆
コンベンションセンター 
(Mövenpick Hotel & Convention 
Centre KLIA)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

雪雪

ペタリン 
(Petaling)

ペタリン 
(Petaling)

ペタリン 
(Petaling)

セパン 
(Sepang)

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

テネラホテル、バンダ
ルバルバンギ 
(Tenera Hotel, 
Bandar Baru Bangi)

デパルマグループオブホテル、
シャーアラム 
(De Palma Group of Hotels, 
Shah Alam)

パランス・オー・エフ・ゴールデン
・ホーセズ、セリケンバンガン
(Palace of Golden Horses, 
Seri Kembangan)

シェラトンペタリンジャヤ 
(Sheraton Petaling Jaya)

コンコルドホテルシャーアラム
(Concorde Hotel Shah Alam)

プレミアホテルクラン 
(Premiere Hotel Klang)

7ジェノホテル、スバンジャヤ 
(Geno Hotel, Subang Jaya)

アカペラスイート
ホテルシャーアラム 
(Acappela Suite Hotel Shah Alam)
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オススメ宿泊施設
ベストウエスタンi
シティシャーアラム 
(Best Western i-City, 
Shah Alam)

ロイヤルチュランダマンサラ 
(The Royale Chulan, Damansara)

ワンワールドホテル、
ペタリンジャヤ
(One World Hotel, Petaling Jaya)

サイバービューリゾート
＆スパ
(Cyberview Resort & Spa)

アベニューガーデン
ホテル、バンギ 
(Avenue Garden Hotel, Bangi)

OYOホテル (OYO Hotel)

 サウジャナホテル 
(The Saujana Hotel)

バンギリゾートホテル 
(Bangi Resort Hotel)

 9

10

11

12

13

14

15

16

ウィンダムアクマーのファーストクラスの設
備と非の打ちどころのないサービスをお楽し
みください。ホテルはクランバルエリアの戦
略的な場所にあります。

ウィンダムアクマークラン 
(Wyndham, Acmar Klang)

ペタリンジャヤのビジネスセンターまたは
レジャーセンターの中心部に位置し、休息
とリラックスをお楽しみいただけます。

イースティンホテル
クアラルンプール 
(Eastin Hotel,  Kuala Lumpur)

ライベートビーチフロントの場所にある
315ポリネシア風の水上ヴィラをお楽しみ
ください。

アバニセパンゴールドコ
ーストリゾートプ 
(Avani Sepang Gold Coast Resort)

マレーシアのおもてなしでビジネスやレジャ
ー旅行を体験しましょう。

マルディヤホテル＆
スイーツ、シャーアラム 
(Mardhiyyah Hotel & Suites, Shah Alam)

ソース：マルディヤホテル

ペタリン 
(Petaling)

クラン 
(Klang)

ペタリン 
(Petaling)

セパン 
(Sepang)

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

スキャンして
ください

テネラホテル、バンダ
ルバルバンギ 
(Tenera Hotel, 
Bandar Baru Bangi)

デパルマグループオブホテル、
シャーアラム 
(De Palma Group of Hotels, 
Shah Alam)

パランス・オー・エフ・ゴールデン
・ホーセズ、セリケンバンガン
(Palace of Golden Horses, 
Seri Kembangan)

シェラトンペタリンジャヤ 
(Sheraton Petaling Jaya)

コンコルドホテルシャーアラム
(Concorde Hotel Shah Alam)

プレミアホテルクラン 
(Premiere Hotel Klang)

7ジェノホテル、スバンジャヤ 
(Geno Hotel, Subang Jaya)

アカペラスイート
ホテルシャーアラム 
(Acappela Suite Hotel Shah Alam)
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おススメの旅程       1日ツアー
 v

午前9時 ヴィレッジパークレストラン
での朝食

午前10時 ワンウタマショッピングモールで
のショッピング

午後12時 Homstレストランでの昼食

午後2時 サンウェイピラミッドでのショッ
ピング

午後4時 サンウェイピラミッドアイス
でのアイススケート

午後
5時30時

2Dカフェでのハイティー

午後7時 ガレージ51での夕食

午前9時 チョンコックコピティアムでの朝食

午前10時 スルタンバダルアジズリアルギャラ
リー、クラン 
(Sultan Abdul Aziz Royal Gallery)

午前11時 アラムシャー宮殿への訪問
(Alam Shah Palace)

午前12時 スルタンスレイマンロイヤルモス
クへの観光
(Sultan Suleiman Royal Mosque)

午前1時 大イカ蒸しご飯での昼食

午前2時 スリナガラ・テンダユタパニ寺院
への観光

午前3時 コタラジャマハディへの観光午後

4時30分 ワルンパクディンでのハイティ

午後
5時30分
午後7時

ラマンセニ7への観光

メダンムアライカンバカールタンジ
ュンハラパンでの夕食

午前8時 オパレシピでの朝食

午前9時 スンガイセランゴールでのホワイ
トウォーターラフティング

午後12時 マリンチューブ

午後
1時30分

フレーザーバレーのTRトム
ヤムハウスでの昼食

午後3時 ブキットバトゥパハットでのパラ
グライダー

午後
4時30分

チェンドルサマット氏での
ハイティー

午後
5時30分

クアラクブバルヘリテージシティへ
の観光（*ウォーキングツアー）
(Kuala Kubu Bharu Heritage City) 

午後7時 Lepak-Lepak D’caféで
の夕食

ショッピング 文化遺產 スポーツ
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     2日     1泊

1日目 2日目

ロイヤルチュランザカーブ
(Royal Chulan The Curve)

スターランキング

スターランキング

スターランキング

マンハッタンビジネスホテル
(Manhattan Business Hotel )

クリックダマンサラ
(Qliq Damansara)

午前9時 ワクドルソトでの朝食

午前10時 マーメリ文化村への観光
(Mah Meri Cultural Village)

午後12時 Lesehanレストランでの昼食

午後2時 ベリルのチョコレート博物
館への観光

午後
3時30分

ファーム・イン・ザー・シティ
ーへの観光
(Farm In The City)

午後5時 ストレンジャーズ47のハイティー

午後6時 ホテルのチェックイン

午後8時

午後10時

シェルアウトでのディナー

自由行動

午前9時 ホテルでの朝食

午前10時 キッザニア、ムティアラダマンサラ
への観光

午後12時 ソル駅での昼食

午後2時 Camp5クライミングジム

午後
4時30分 パイシングでのハイティー

午後
5時30分 解散

ソース：ファーム・イン・ザー・シティー ソース：Klook

宿泊施設のご提案

おススメの旅程
教育
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デパルマエコリゾート
(De Palma Eco Resort)

バイブティックホテル
(Vi Boutique Hotel)

1日目

午前9時 ナシレマックウジャンコーナーで
の朝食

午前10時 タマンエコリンバコマンウェルでの
水のレクリエーション

午後1時 コモンウェルスフォレストエコパー
クでのバーベキュー

午後3時 クアラセランゴールのホテ
ルにチェックイン

午後5時 パンタイレミスでのハイティー

午後
6時30分

Bocah Cafeでの夕食

午後8時 ホタルパークカンポンクアンタン
への観光
(Fireflies Park Kampung Kuantan)

午後10時 自由行動

2日目

午前7時 ホテルでの朝食

午前8時 スカイミラーへの観光

午前11時 ホテルに戻る/軽食/チェックアウト

午後12時 ワルンイブナシアンベンでの昼食

午後2時 タマンアラムクアラセランゴ
ールへの訪問

午後
3時30分

午後5時

午後
5時30分

マラワティヒルへの観光
 (Malawati Hill)

センドル・ドリアン・ボーハンでの
ハイティー

解散

スターランキング

スターランキング

宿泊施設のご提案

エコツーリズム
おススメの旅程      2日     1泊
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 v

ハジドラニ川ホームステイ
(Homestay Sungai Haji Dorani) 

シレ川ホームステイ
(Homestay Sungai Sireh) 

1日目

午前10時 セランゴールフルーツバレー
（SFV）への観光

午後12時 RimbunCafé、SFVでの昼食

午後2時 水田ギャラリーへの観光 
(Paddy Gallery )

午後3時 あーまハウスへの観光
(Ah Ma House)

午後4時 パンタイレダンダンウィッシ
ングツリーへの観光

午後5時 セキンチャンココナッツファームで
のハイティー
(Sekinchan Coconut Farm)

午後6時 ホームステイでチェックイン

午後8時

午後10時

アバイカンバカールでの夕食

自由行動

2日目

午前9時 ホームステイでの朝食/チェックアウト

午前
10時30分

マンゴー農園、カンポン・スンガイ・
リマウへの観光

午後12時 バーナムバレーレストランでの昼食

午後
1時30分

レモンマートル茶畑への観光 
(Lemon Myrtle Tea Plantation)

午後
2時30分

セキンチャンアグロファームへの
観光 (Sekinchan Agro Farm)

午後
3時30分

午後
4時30分

午後5時

ファリダメンタランバカールセキン
チャンでのハイティー

ウィスママスリへの観光–バフルパ
ナス＆ケレペック

解散

旅遊行程
アグロツーリズム

     2日     1泊

宿泊施設のご提案
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1日目

午前9時 サイバージャヤのグレーズレストラ
ンでの朝食

午前
10時30分

IOIシティモールでのショッピング

午後
12時30分

IOIシティモールのオレオレバ
リでの昼食

午後
1時30分

IOIシティモールのアイススケープ
アイスリンクでのアイススケート

午後
3時30分

ホテルにチェックイン

午後6時 ワンセランビカフェでの夕食

午後
7時30分

アイシティ i-City

午後11時 自由行動

2日目

午前9時 ホテルでの朝食

午前10時 タマン・パーサハバタン・スラン
ゴル - 日本

午後12時 軽食/チェックアウト

午後
1時30分

Twenty.coでの昼食

午後3時 キーサイドモールでのショッピング

午後
4時30分

午後
5時30分

午後
6時30分

マーク・エ・ファリド・パティスリー
でのハイティー

キーサイドモールでのサイクリン
グ/ボートパドリング

解散

ウィンダムアクマークラン
(Wyndham Acmar Klang) 

スターランキング

スターランキング

スターランキング

マルディヤホテルアンドスイーツ
(Mardhiyyah Hotel and Suites) 

コンコルドホテル
(Concorde Hotel)

Source: The Star

新婚旅行
おススメの旅程      2日     1泊

宿泊施設のご提案 
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セランゴールコミュニティホスト
おススメの旅程

地元のように暮らそう

PUA CHUN SEONG氏
案内人同行 パシーペナンバング

クアラセランゴール
(Kuala Selangor)

午後5時
川岸に沿ってマングローブの生態を閲覧します
河口に出発し、川沿いのマングローブの生態を楽しんでください。

午後5時30分
観賞用のサンショクウミワシの採餌をご覧ください
クアラセランゴール川に沿ってミサゴや海鳥が餌を探している様子をご覧ください。

午後6時
地元のアサリを捕まえてみてください
漁師は、伝統的な釣り道具でアサリを捕まえる方法を実演します。

午後6時30分
投網釣りを体験します
漁師は、漁網を使ってアサリを捕まえる方法を実演します。

午後7時
桟橋に戻ります。

パシーペナンバング桟橋を出発し、潮風に面して、遠くに無限の水平線を見ることができます。伝統的な
木造漁船に乗って、一日の漁師になる体験をしましょう。
この旅程は上級大尉（35年以上の経験）によって運営されており、観光客は珍しい浅海での釣りを体験
することができます。
パシーペナンバングは、かつてザルガイの生産にとって重要な場所であり、川は豊かな生態環境を持っ
ています。 
では、この素晴らしい世界を一緒に探検しましょう。

名前 ：プアチュンソン（CS）
ライセンス番号 ：HKSS0009Contact
番号 ：017-2585552
メール ：csmakodesign@gmail.com
SNSはこちら ：facebook / letsgotravelbear

旅程

1
2
3
4
5

漁師のように暮らそう
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セランゴールコミュニティホスト
おススメの旅程

地元のように暮らそう

KHAIRUNNISAK氏
案内人同行

午前9時
マリンチュービング
マリンチューブで川を探索しましょう。
川のせせらぎを楽しみながら、森のユニーク
さを探りましょう。

午前9時
レマンを作ります
レマンを作るプロセスを体験してください。
もち米とココナッツミルクを竹で焼いた食
べ物です。

午前10時
スズ鉱石の採掘、オオヘナタリの
摘み取り、釣り
メランパン（Melampan）またはメンドゥラン

（mendulang）は、スズ鉱石を抽出するために
使用される伝統的な方法です。観光客はまた、
同じ川でオオヘナタリの摘み取ることを体験す
る機会があります。釣りも提供されている興味
深い活動の1つです。

午前10時
スズ鉱石の採掘、オオヘナタリの摘み取
り、釣り
メランパン（Melampan）またはメンダラング

（mendulang）は、スズ鉱石を抽出するため
に使用される伝統的な方法です。観光客は
また、同じ川でオオヘナタリの摘み取ること
を体験する機会があります。釣りも提供され
ている活動の1つです。

午後19時
ランチ

午後12時
ランチ

午後1時
活動終了

午後1時
活動の終了

セランゴール川はフルセランゴールにある主要な川で、ペルタックダムから始まりクアラセランゴ
ールで終わります。この川の合流点の1つであるアローレンパでは、訪問者は以前に社会が行って
いた活動を体験することができます。活動の中には、スズ鉱石の平坦化、カタツムリの摘み取り、
釣り、その他のレクリエーション活動があります。

名前 ：クハイラニサック・ビンティー・アブドゥール・ギャファー
ライセンス番号 ：HKSS0043
連絡先番号 ：019-3299760
メール ：khairunnisakabdghaffar@gmail.com
SNSはこちら ：Explore Husel (facebook) & @explorehusel（Instagram）

旅程1

旅程2

1

1

2

2

3

3

4

4

セランゴール川、
フル・セランゴール
(Hulu Selangor)

地元のように半日暮らそう
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セランゴールコミュニティホスト
おススメの旅程

地元のように暮らそう

SITI SHAFINA氏案内人同行 カンポンバンダー、
クアラランガット
(Kuala Langat)

このトレイルをたどって、1890年代以来のクアラランガットの主な遺産であるトロピカルアーモンド
葉っぱ（Tempe Daun Ketapang）とディレニア葉っぱ（Daun Simpur Air）の健康メリットを発見し
ましょう。テンペの作り方を一歩一歩で学び、世代から世代へと受け継がれる実用的なヒントやコツ
を得ましょう。参加者には、テンペを使った料理のさまざまな特別レシピも提供されます。

「バンダーテマシャ」文化遺産ツアーは、スルタン時
代のセランゴールの5番目のスルタンであるスルタ
ン・アラエディン・スレイマン・シャーの輝かしい物語
を明らかにします。クアラランガットの「カンポンバン
ダール」を中心とした歴史記述です。統治時代は、イ
スラム教、社会経済、教育への貢献に多大な影響を
与えてきました。

名前 ：シティー・シャフィナー・ビンティー・サヌーシー
 （Siti Shafina binti Sanusi）
ライセンス番号 ：HKSS0039
連絡先番号 ：017-6034908
メール ：sitishafina.sanusi@gmail.com
SNSはこちら ：fb / ig：discoverkualalangat

旅程1

旅程2

午前9時
受付手続きとテンペのストーリー、歴史、
効能を簡単に紹介します。

午前9時45分
トロピカルアーモンド葉っぱ（Daun Ketapang）
とテッレニア葉っぱ（Daun Simpur Air）の選び
方と洗い方について学びましょう。

午前10時15分
テンペを作るプロセスのデモンストレーション：
•材料を識別
•測定プロセス
•テンペ作り（制作手順）
•テンペに関するタブー
•ラッピングと
•発酵プロセス

午前9時
• 受付手続きとブリーフィング。
• 参加者には、観光中に着用する「バティック」が 
  提供されます。
• 歓迎パフォーマンス(ダバズ/シラット/ケムピ
  ューリング)。
• 「イスタナバンダール」とスルタンアラエディン
  シャーについてのご紹介。
• 建築エリアを訪れ、スルタンの経済への貢献
  を紹介します。

午前11時15分
テンペを使用するためのヒントとレシピ
のシェアリングセッション。

午前11時30分
テンペのレシピを使用して1つの
料理を準備します。

午後12時30分
調理された料理を楽しんで、活動
を終了します。

午前10時30分
スルタンのイスラムへの貢献を紹介します。

午前11時30分
スルタンの教育への貢献を紹介します。

午前12時
昼食（「伝統的なお盆で食事する」、「あぐ
らをかいて座る」、「手で食べる」）。

午後12時45分
スルタンアブドゥルサマド墓とイ
ンサイチュ博物館への見学（オ
プション）。

午後1時30分
見学ツアー終了。

1
2
3

1

4

5
6

2
3
4

5
6

1001テンペのストーリー

ルマ・シック・シティー・バンテ
ィングクアラランガット
(Kuala Langat)
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セランゴールコミュニティホスト
おススメの旅程

地元のように暮らそう

VIMALA氏
案内人同行

AMIRA RASYIDAH氏
案内人同行

リトルインディア、
クラン(Klang)

アエ・タワー川、
サバクベルナム
(Sabak Bernam)

クランのジャランテンクケラナにあるリトルインディアは、マレーシアでインド文化の影響を受け
た最大の街です。道路の両側にはたくさんのお店があり、歩道や路地裏には屋台が並んでいま
す。リトルインディアで買い物をするとき、観光客には商品の選択肢が多いです。

目的地を深く理解し、地元のライフスタイルに積極的に溶け込みましょう。地元のように生活し、
一般的な旅行ではない体験を通じて冒険を広げましょう。忘れられない思い出を作りましょう。

名前 ：ビマラー・A/P・アー・カンジュー・クリシュナン
ライセンス番号 ：HKSS0029
連絡先番号 ：016-6685021
メール ：vaishu1015@gmail.com
SNSはこちら ：Facebook / Instagram：DiscoverKlang

名前 ：アミラー・レースイッダ・ビンティー・ジャミル
ライセンス番号 ：HKSS0007
連絡先番号 ：011-30831273
メール ：amirarasyidah94@gmail.com

旅程 旅程

午前8時30分
KTM駅で集合し、インド風の朝食を食べます。1

午後12時
観光客はおいしいバナナ葉の定食を食
べましょう。5

午前10時15分
インドの文化で着られている服の種類
について学び、この機会にサリーとドウ
ティを試してみてください。

3

午前9時15分
インド人がどのように祈りを行うかを体験し
ましょう。 観光客のための特別な祈りとアルカ
ナがあります。

2 午前11時
地元のように、オープナーを使用してココナッ
ツの果肉を抽出仕方を体験しましょう。2 午後3時 

竹の釣り竿を使って地元のような伝
統的な方法で魚を捕まえ、自分で餌
を見つけましょう。6

午後5時30分
ワークショップの後は、ワダイケペン
などの地元の特製デザートでリラッ
クスしましょう。

8

午後4時30分 
マレーシア伝統的手織りの工房に関
するワークショップに参加して、パンダ
ナスの葉の使用法を発見しましょう。7

午後6時 
ツアー終了。9

午前11時
ランチタイム。 「イカンペカサム」、「イカンプ
ユ」である地元の魚、ヤマアラシの肉、鹿の肉
などの地元の村の料理を味わってみましょう。 
サンバルと一緒にお楽しみください！

4

午後12時 
オンデオンデのような伝統的な料理の作り方
を体験しながら学んでいきましょう。3

午後2時
地元のように、国境を越えて旅行するボー
トクルーズツアーを体験しましょう。5

午前11時15分
花は、ヒンドゥー教のイベントの主要なものの
1つになります。 観光客は、シンプルな花輪を
結ぶことを学ぶことができます。

4

午前10時30分
東南アジア最大のココナッツ農園を訪れ、
形や色を通してさまざまな種類のココナッ
ツについて学びましょう。 農園では、ココナッ
ツの主な種類はマタージュココナッツとパン
ダンココナッツです。

1
リトルインディアで地元のように暮らそう 地元のように一日暮らそう
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体験を
シェア

リング

体験を
シェア

リング

linktr.ee/myPKPS

高品質でフレッシュな
エキゾチックフルーツを味わおう
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