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マレーシアの観光と文化 

マレーシア政府観光局 
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•政治的に安定 
 
 
 

•多彩な魅力 (Diversity) 
 
 
 

•多民族＆多文化国家 
 
 

•温厚で親日的な国民 
 
 
 

•数多くのイベント 
 
 
 
 

•バラエティ溢れる食事 
 
 
 

•自然の宝庫 
    

人気のマレーシア 



マレーシアの概要 

-マレー半島とボルネオ島の 

 13州＆3つの連邦直轄地からなる 

 連邦国家 
 

-マレー系、中国系、インド系、 

 先住民族からなる多民族国家。 

 1２7のエスニックグループが共存 
 

-人口約3,000万人 
 

-日本との時差は1時間 
 

-赤道付近に位置する常夏の国 
 

-日中平均気温は28℃～33℃ 
 

-日本国籍なら、パスポートで 

  90日までの滞在が可能 
 

-モンスーン（季節風）に影響さ 

  れるが雨季はスコールが降る程度  



 
主要デスティネーション 



ロングステイ人気都市 

マレーシアは温暖な気候で治安も良く、ロングステイ先と
して最適。特に人気があるのが、首都クアラルンプール、
ペナン、キャメロンハイランド、イポー、ボルネオなど 

クアラルンプール キャメロン高原 ペナン島 イポー 



目覚ましく発展する首都・ＫＬ 

・首都KL（クアラルンプール） 

     -人口約１８０万 
 

・政治は安定し、治安・衛生面も安心 

  公共交通をはじめインフラも整備  
 

 

・伝統＆近代的建造物が混在 
 

 

・公共交通も完備 
 

 

・駐在員人気の赴任先 

 

 



老舗のリゾートアイランド・ペナン島 

・世界文化遺産-ジョージタウン 

 （マラッカと共にプラナカン文化） 

・国際的なビーチリゾート 

・海の近くでのんびり滞在 

・グルメ天国 

・日本人駐在員も多数滞在 

・日本食スーパーあり 
 



常春の避暑地・キャメロンハイランド 

・「マレーシアの軽井沢」 
 

・避暑＆避寒地 
 

・のどかな高原地帯 
 

・トレッキングやゴルフ 
 

・紅茶の生産地（ＢＯＨ） 
 

・昆虫や花観察 



錫で栄えた街・イポー 

・KLからETS（特急）で 

 約2時間 
 

 

・錫の採掘地として繁栄 
 

 

 

 

・ホワイトコーヒーをは 

 じめとしたグルメ天国 
 

 

 

・静かで趣ある街並みが 

 近年日本人ロングステ 

 イヤーに人気 

  

 



ロングステイだからこそ行ける! 
手つかずの自然探検 

1億3千万年前の、 

世界最古の熱帯雨林 

が残るマレーシア 

 

沿岸に生い茂るマング 

ローブや野生の動植 

物の宝庫。 

 

ネイチャー、カルチャー
アドベンチャー 



バラエティ豊かな食事 

・マレーシア４大料理（マレー、中華、インド、 

 ニョニャ）の他、 洋食、日本食レストランも 

 多数。 
 

・屋台からフードコート、高級レストランが揃う 

 ので、その日の気分で食事が可能。 
 

・伊勢丹、そごう、ジャスコ/AEONなど日系 

 スーパーもあるので日本食材も購入可。 
 

・屋台やフードコートで食べるＢ級グルメも 

 やみつきに！ 
 

・辛さの中にもまろやかさがあり、日本人の 

 舌にも合う味 
 

・南国ならではのトロピカルフルーツも豊富 



ゴルフ 

・全土に200を超える 

 国際級のゴルフ場 

 

・ナイトゴルフも可能 

 

・CIMBクラシック等の 

 国際大会も開催 



充実した医療設備 
•   各分野に高い技術をもつ病院 

– Selayang Hospital （肝機能）  
– SJMC, Nilai Cancer Centre & Wijaya International Cancer Centre （癌診断＆治

療） 
– National Heart Institute, Damansara Specialist Hospital & Prince Court Medical 

Centre （心臓疾患） 
– Damansara Specialist Hospital （肥満治療） 
– Columbia Asia （外科治療） 

                        ※価格はUSドル  USD1＝約109円（2014年11月現在） 

Source: APHM, 2013 

治療項目 米国 

 

タイ 

 

マレーシア 

 

心臓バイパス手術 $130,000 
(1,417万円) 

$11,000 
(119万円) 

$9,000 
(98万円) 

心臓弁置換手術 $160,000 
(1,744万円) 

$10,000 
(109万円) 

$9,000 
(98万円) 

血管形成術 $57,000 
(621万円) 

$13,000 
(130万円) 

$11,000 
(119万円) 

股関節置換 $43,000 
(468万円) 

$12,000 
(130万円) 

$10,000 
(109万円) 

子宮摘出 $20,000 
(218万円) 

$4,500 
(49万円) 

$3,000 
(32万円) 

人工膝関節置換術 $40,000 
(436万円) 

$10,000 
(109万円) 

$8,000 
(87万円) 

脊椎固定術 $62,000 
(675万円) 

$7,000 
(76万円) 

$6,000 
(65万円) 
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世界から見たMM2H 
 

「住みたい国」8年連続1位! 

 （※ロングステイ財団調べ2006～2013） 

ハワイ、タイ、オーストラリア、カナダ、 

ニュージーランドよりも人気。 



 マレーシアは東南アジアでも、最もインフラ  
整備が進んだ国家の１つ 

 高速道路やＫＬ市内交通も整備 
 1,820 km におよぶ高速道路 
 1,667 km におよぶ列車交通網 
 8 国際線空港／15 国内線空港 
 高速道路が各都市部・施設へつながる  
 19か国から航空会社が乗り入れ 

 ハブ拠点 
     -アジア各国へのゲートアウェイ拠点 

      - 4時間でアセアン各国5億5千万人の人々 
     へつながる 
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整備されたインフラ 
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16 

整備されたインフラ 



KLIA2（第2ターミナル）開港 
「次世代へのハブ空港」 
  
2014年5月2日に開業した第2ターミナル。次世代への

ハブ空港」をテーマに造られ、フルサービスの航
空会社とLCCを快適につなぎます。成長著しい
LCCに対応するメガターミナル。 

 
●KLIA2利用航空会社 
-エアアジアグループ 
-マリンドエア 
-セブパシフィック 
-ライオンエア 
-タイガーエア 
 
KLIA2開港に合わせ 
KLIAエクスプレス 
も延長。 
KLIA-KLIA2間は 
3分。RM35 

 

KLIA2 

KLIA 

サラ･ティンギ 

プトラジャヤ＆サイバージャヤ 

バンダル･タシク･セラタン 

KLセントラル 

KLIAエクスプレス 

KLIAトランジット 

所要時間3分 

アジア最大のLCCターミナル 



レベルの高い教育施設 

１００近くのインターナショナルスクール 
 

英語やその他の外国語での教育もあり 
 

海外の名門の姉妹校や、ツウィニングプログラ
ムもあり。 
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地元の人との交流-盆踊り- 
日馬の交流を目的に日本
人会を中心に1976年から
開催している盆踊り大会。
38回目となった2014年は
マレーシア人3万人と在住
日本人2000人が楽しみ、
盛大なイベントに。 



生け花 

囲碁 

フラワーアレンジメント 

ライブラリ 日本舞踊 Traditional Instrumental performance 

クアラルンプール 日本人会 
 

クアラルンプール日本人会では、会員に対し合気道、
エアロビ、剣道、テニス等のサークルを運営し、日本
人同士のコミュニケーションの場を提供。 
 
Address: No.2 Jalan 1/86, Off Jalan Taman Seputeh, 
Taman Seputeh, 58000, Kuala Lumpur  
Tel: 03 22742274  
Website: http://www.jckl.org.my/  
 
 
 

http://www.jckl.org.my/
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ショッピング 

・ 伊勢丹/ そごう/ イオン 日系スーパーも充実 

・ ＫＬをはじめ、マレーシアでのショッピング体験は楽しみのひとつ 

・ 年に3回、国を挙げての大バーゲンシーズン有 

    （3月頃：GPセール 7月頃：メガセール 12月頃：イヤーエンドセール） 

・ ローカルブランドやお洒落な小物もいろいろ有り 

・ 特にサンダルは、女性にとって、“Must Buy”アイテム 

・ エアコンの効いたショッピングセンターがほとんど 

 



都市名 指数 

東京 137.19 

シドニー 135.34 

ロンドン 121.32 

ニューヨーク 100* 

シンガポール 99.21 

ドバイ 84.74 

ソウル 72.43 

ジャカルタ 64.57 

クアラルンプール 57.10 

バンコク 53.82 

北京 53.16 

ホーチミン 42.11 

デリー 38.48 

Source: Number (extracted from Malaysia Property Inc. 2013) 
※ニューヨークを100（基準）として、指数を表示 

物価の安さと住みやすさ 



 

グルメやアート、文化歴史に見る、マレーシアの多様
性を、お祭りやイベント形式で紹介する1年。 

1年間を通じて、 

2,940万人の観光客＆観光収入2,670億円を目標 

 
【ロゴの意味】 

ロゴに採用されたのは、マレーシアの 

伝統的楽器「ルバナ・ウビ」。 

マレーシアでは民族の垣根を越え、様々な 

コミュニティで広く使用されています。 

その事からマレーシアの多民族性を表して 

いるため、ロゴに採用されました。 

 

２０１５年は「イヤーオブフェスティバルズ」 



アファモサ・ 

アウトレットビレッジ 
（２０１５年４月オープン予定） 

マラッカの世界遺産地区から車で約
30分の場所に位置し、約70軒のショ

ップ、レストランやカフェがオープ
ンする予定。 

三井アウトレットパー
ク 

 

（２０１５年５月末オープン予定） 

KLIAの敷地内にオープンする予定の 

アウトレットパーク。オープンすれ
ば、乗り継ぎ時間の活用も可能。 

アウトレットモール 



 

【2015年オープン予定】 

・ザ・ウェスティン・デサルリゾート（7月） 

・セントレジス・クアラルンプール（11月） 

・リッツ・カールトン・ランカウイ（冬） 

・バンヤンツリー・シグネチャー・クアラルンプール 
【2016年オープン予定】 

・セントレジス・ランカウイ（6月） 

【2017年以降～】 

・パークロイヤル・ランカウイ（2017年） 

・Wホテル・クアラルンプール（2017年） 

 

 
数多くのホテルのオープンが予定されているマレーシア。デラックス～ 
ラグジュアリホテルのオープン予定は以下の通り。 

新規開業予定ホテル 



20世紀FOXテーマパーク（2016年予定） 
現在ゲンティンハイランドのアウトドアテーマパークを閉鎖し、造成中。 

2016年には完成予定で、世界初の20世紀FOXのテーマパークになる予定。 

 

KLIA エアロポリス計画 
KLIA地区の開発計画で、大学、コンベンションセンター、ショッピングモール
など様々な施設が建設される予定。三井アウトレットパーク（KLIA）もこの計
画の1つ。 

 

Rapid KLの延長とMRTの開業 
現在KL市内中心部を走る高架鉄道（Rapid KL）の線路が2016年をめどに延
長される予定。近郊へのアクセスが便利になります。 

また2017年をめどにMRTも新たに開設される予定で、KL市内交通が更に便利
になる予定です。 

 

現在開発中の観光インフラ 



TERIMA KASIH, ありがとうございました 
SEE YOU SOON IN MALAYSIA 

皆様のお越しをお待ちしています 


