
 

ここは、ヨーロッパ？ 

2008 年にジョージタウンと共にマレーシアでは初
の世界文化遺産に登録されたマラッカは、14世紀末に
東西貿易の交易点として繁栄していた。その後、ポル
トガル、オランダ、イギリスに支配され、今でもマラ
ッカ市内の街並みは、ヨーロッパの風情が残っている。
さらに、マラッカ川を挟んだ西側地区は、大陸からや

ってきた中国移民がマレー女性と結婚し、マレー、中
国の文化が融合したプラナカン文化が残っている。 
こうして独特の文化を形成したマラッカだが、食べ

物も独特だ。シンガポールやマレーシアでローカルフ
ードといえばチキンライスだが、マラッカのローカル
フードといえば“チキンボール”だ。 
歴史、街並み、食事が楽しめるマラッカへは、シン

ガポールからバスにて片道約 4 時間で行くことができ
る。日帰りも可能だが、毎金、土、日に開かれるナイ
トマーケットに参加して 1泊 2日の旅もいいだろう。 

 
 

歴 史 街 並 食 事 

いや、マレーシア!! 

 

それとも、中国？ 
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●マラッカ川を挟んだ東側スポット特集！！ 

① クライストチャーチ  

1886 年に中国人のタンベ

ンスィ氏によって建設され

たイギリス製の時計台。日

本のセイコーが、1982年の

時計の改修の際に関わっ

た。 

 

ポルトガルに支配されていた 1521年に建設されたカト

リック教会。ポルトガル支配後、プロテスタントのオ

ランダ、イギリスに支配されたため放置されたセント

ポール教会は、きちんとし建物の形はなく壁しか残っ

ていない。しかし、この教会の一角にフランシスコザ

ビエルの遺体が一時的に安置されていたため多くの参

拝者が訪れる。 

1511 年にポルトガルによって建築された中世ヨー

ロッパデザインの砦。外部からの侵入を防ぐため

に、セントポール丘周囲に高さ約 5メートルの城壁

を築いた。通用門は 4つあり、その一つがサンチャ

ゴ砦になる。他の通用門や城壁は、19 世紀にイギ

リスによって取り壊された。 

2008年に完成した高さ80メートル

のタワー。展望台が回転するため

360 度のマラッカ市内のパノラマ

ビューが堪能できる。 

1753 年にオランダ人によって建設された

プロテスタント教会。完成までに 12年とい

う長い歳月がかかったクライストチャーチ

は、木造のオランダ建築だ。天井の梁は 1

本の木を使用しており、組み合わせには釘

を 1 本も使用していない高度な技術が用い

られている。 

 
営業時間：9時～17時 

ミサ時間帯：毎日曜日   8時半～ 英語 

                    10時半～ 中国語 

                    16時半～ マレーシア語 

                    17時～ タミール語（2週間毎） 

 

－Christ Church－ 

② クロックタワー  

－Clock Tower－ 

③ セントポール教会 

－St Paul Church－ 

セントポール丘の上にある

ためここからのサンセット

の眺めはおすすめ！ 

④ サンチャゴ砦 

－Porta De Santiago－ 

⑤ マラッカタワー 

－Menara Tamang Sari Melaka－ 

営業時間：10時～23時 

料金：大人 RM20  

子供 RM10（12歳未満） 

 
ミサの時間帯は一般に

公開されていません。 

↑「IHS」と書かれた鉄の柵の中に、フ
ランシスコザビエルの遺体が一時的

に安置されていた。IHSとは、ラテン
語で Iesus Hominum Salvator（人類
の救世主イエス）の省略である。 

教会の端にはいく→
つもの墓石が並べ 

られている。 

教会の前にある→
フランシスコザ 

ビエル象。 

ベチャに乗って観
光名所を周るのも

おすすめ！ 

↑砦の前には、２つの大砲がある。 ↑マラッカタワーを正面に見て左側の大き

な建物の 1階にチケット売り場がある。 

↑地上で円型の展望台に乗車。展望台が

回りながら昇って行き、約 10分間マラ
ッカのパノラマビューを楽しめる。 
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1748 年に建てられたマレー

シア最古のモスク。スマトラ

様式の建築が特徴のモスクの

内部は、英国とポルトガル製

のタイルやヒンドゥーや中

国、マレーシアの装飾など多

文化のスタイルとデザインが

混合している。 

16 世紀に建てられたマレー

シア最古の寺院。建築素材

は中国から輸入しており、

中国の華やかで美しい装飾

がすばらしい。この寺院は、

「道教」「儒教」「中国仏教」

の３つの教えがある。今で

も、多くの人が礼拝をしに

訪れる。 

 

中華系のお土産屋。白珈琲やクッ

キー等食べ物のお土産がずらり

と並んでいる。 

チキンボールの人気店。チ

キンボールの由来通りチ

キンと白ご飯で固められ

たボールの料理。 

毎金、土、日の 18 時頃からジョ

ンカー通りでナイトマーケット

が開かれる。食べ物や電化製品、

おもちゃなどが売られている。地

元人で賑わっており、まるで日本

のお祭りのようだ。 

マラッカ市内を流れているマラッカ川の約 45

分間のクルーズ。心地よい風を浴びながら、川

沿いにあるグラフィティや人々の暮らしを見る

ことができる。 

 

●マラッカ川を挟んだ西側スポット特集！！ 

⑥ カンポンクリンモスク 
－Kampung Kling Mosque－ 

⑦ チェンフーテン寺院 
－Cheng Hoon Teng Temple－ 

⑨ 三叔公 

－San Shu Gong－ 

営業時間： 

月曜日～木曜日 9時～18時 

金曜日～日曜日 9時～22時 

⑩ 和記 
－Nasi Ayam Hoe Kee－ 

⑪ ナイトマーケット 
－Night Market－ 

⑫ リバークルーズ 
－Melaka River Cruise－ 

営業時間：10時～23時 

料金：月～木    大人 RM15.9 子供 RM7.5 

   金～日･祝日 大人 RM21.2 子供 RM7.5 

⑧ ジョンカーストリート 
－Jonker Street－ 

メインストリート。お土産屋や骨董品店、カフ

ェが連なっている。地元人が車やバイクで通過

するメインストリートでもあるため、交通渋滞

が激しい。メインストリートの両端のストリー

トもカフェやお土産店が連なっている。 

 

↑ここから先は、観光客は入れない。 ↑寺院でお坊さんがお経を唱える
声、木魚の音を聞くと何かパワー

をもらった気分になる。 

←マレーシア
出身の画家
チャールズ

チャムのア
トリエかつ
ショップ店。

Tシャツや絵
画が売られ
ている。 

お昼過ぎに
は閉まるの
で注意!! 

↑チキンはふっくら、ごはんはほのか
にだしの味がしておいしい。 

お好みでチリソース
やケチャップマニス

をかけるとさらにお
いしくなる!! 

おすすめ!! 
試食もできます。 

←ポピア。薄いもち
もちした皮でもや

しやキュウリ、卵
などを包んだ春巻
きのようなもの。

食べ歩きできるよ
うに紙皿をつけて
くれる。 

クルーズしな

がら川沿いの
カフェ探し！ ↑牡蠣や貝をその場で焼いてくれる。 
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●マラッカ観光地図 

〈1泊 2日スケジュール例と流れ〉 

7：30 Golden Mile Tower（シンガポール）出発 Equatorial Hotel（マラッカ）到着  

バス会社：Starmart Express Executive       料金：約 Rp480.000 +VAT1%より 

＊スタダイス 

歴史博物館。歴史好きにはおすすめ。 

＊中華茶室/古城鶏飯粒 

チキンボールの人気店。お昼過ぎには閉まるので注意。 

＊スリボヤタヴィナヤガ－ルムーティ寺院 

マレーシア最古のヒンドゥー寺院。 

＊レンタル自転車屋 

1日約 10RMで自転車をレンタルできる。 

マラッカ市内観光は、徒歩で 3～4時間
あれば主な観光地は回れますが、川沿
いを散歩したり、カフェでゆっくりし
たり、自転車で世界遺産の街並みを楽
しんだりするのもおすすめです！ 
また、物価も安く 1RM は、日本円で約
25 円、ルピアで約 3260 ルピア程。財
布に優しい旅が楽しめます。 
 

＊営業時間や料金、情報は 2016年 8月 26日のものです。現在、営業時間や料金、情報が変わっている場合がございます。 

●マラッカへの行き方 

＊片道約 4時間だが、交通事情によりそれ以上にかかることもございます。 

＊バス乗り場やバス時間帯は、上記以外もございます。 
＊バス料金は、その日の換算レートや時間帯により変動致します。 

1.バス会社のカウンターでチェックイン 

 

部屋（2名 1室） 

2泊分料金（食事込み） 

キタスなし 
キタスあり 

通常 SS55 

Inside State(Deck5) 936万ルピア/名 552万ルピア/名  468万ルピア/名 

1 人部屋追加料金 2 名 1 室料金の 150％ 

幼児（2歳未満） 2 名 1 室料金の 25％（大人 2 名のご利用で適用可） 

 

〈スケジュール〉 

水曜日 シンガポール 23時 59分出発 

木曜日 マラッカ 9時到着、マラッカ 19時出発 

金曜日 シンガポール 12時到着 

②シンガポールからクルーズで行く行方法 

 

①シンガポールからバスで行く方法 

 

10:30 Equatorial Hotel（マラッカ）出発 Golden Mile Complex（シンガポール）到着 

バス会社：Pacific Express 27 Seaters VIP   料金：約 Rp420.000+VAT1%より 

 

〈出港予定日〉 

2016年 11月 2、9、23日/12月 7、21日 

2017年 1月 4、18日/2月 1、15日/3月 1、15、29日 

 

 

クアラルンプールからも
バスで行ける！しかもシ
ンガポール発より安く、
片道所要時間も短い！ 

2.バス乗車 3.シンガポールとマレーシアで出国入国手続き ⇒ ⇒ 

＊SS55は、ご出発 55日前までの予約・発券 に適用されます。 
＊シーポート TAX60万ルピア/名 （変動あり）加算されます。 

＊別途 VAT1％が加算されます。 
＊部屋の種類によりご料金は変わります。 

 

↑Inside State Room 

↑バス会社によってカウンターが異なる。
予約用紙にバスナンバー、シート番号を

書いてくれる。バス停が幾つもある時は
ターミナル番号も書いてくれる。 

↑イミグレーションで出国または入国手
続きを終えると外でバスが待ってくれ

ている。 

↑バスのドアやナンバーにチェックイン

時に記載されたバスナンバーがかかれ
ている。 

乗客を覚えておくと
どのバスに自分が乗
っていたか分かるの
で安心！ 
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