
ペナンおすすめアクティビティーと班別研修
2019/10/11

所要時間(市内より) 1.5時間 所要時間(市内より) 1.5時間 所要時間(市内より) 約30分～45分 所要時間(市内より) 30分

全行程 約5時間 全行程 1泊2日～ 全行程 約4時間 全行程 約3時間～6時間

訪問可能時間 9時～何時でも 訪問可能時間 9時～ 訪問可能時間 10時-16時 訪問可能時間 10時-16時

催行不可 断食月・ハリラヤ(正月) 催行不可 断食月・ハリラヤ(正月) 催行不可 土日祝・学校休み時期 催行不可 土日祝・学校休み時期

最少受入人数 10名 最少受入人数 10名 最少受入人数 10名 最少受入人数 10名

最大受入人数 35家庭 最大受入人数 35家庭 最大受入人数 100名 最大受入人数 40名

所要時間（例） 所要時間（例） 所要時間 所要時間

45分 45分 30分 2時間

3時間 1日～ 120分 2時間

45分 45分 60分 2時間

昼食はケータリング（RM15/PAX)手配または学食利用。 民族舞踊は１グループ20名以下。40名の場合は2グループで午前午後入れ替え。

所要時間(市内より) 30分～45分 所要時間(市内より) 30分 所要時間(市内より) 45分 所要時間(市内より) 3時間

全行程 約4時間 全行程 約5時間 全行程 約2.5時間 全行程 1泊2日

訪問可能時間 9時-18時 訪問可能時間 9時-14時 訪問可能時間 9時-18時 訪問可能時間 9時～21時

催行不可 土日祝・学校休み時期 催行不可 旧正月 催行不可 特になし 催行不可 断食月・ハリラヤ(正月)

最少受入人数 5名 最少受入人数 2名 最少受入人数 2名 最少受入人数 10名

最大受入人数 地元学生20名 最大受入人数 　100名

（10名ｘボート10艘）

最大受入人数 100名 最大受入人数 40名

所要時間 所要時間 所要時間 見学内容 所要時間

15分 1時間 4時間

90分 オランアスリ村訪問 1時間

90分 ネーチャーウォーク 1時間

ご案内事項

工場スタッフが最後の仕上げを行い、ご滞在中または後日郵送でお届け致します。

プレゼンテーションやゲーム

昼食

ご案内事項

学校交流

ペナン島内にある公立または私立高校での学生交流。構内での交流ではプレゼン

テーション、化学実験、英語ゲーム、授業参加、料理異文化交流など。高校によ

り屋外でのB&Sも可能です。

見学内容見学内容（例） 見学内容

ウエルカムセレモニー

レラウ村はマレー半島側にある為帰国日は避けて下さい。 追加料金で講話を組むことも可能です。

ウエルカムセレモニー 英語研修（半日の場合）

マレー家庭訪問 学生との交流やランチ

お別れセレモニー マレー民族舞踊体験

ご案内事項 ご案内事項

高校によりスクールホリデー期間中も要相談

B&Sプログラム マラッカ海峡フィッシングとBBQ バティック体験 ベルムレインフォレストエコツアー

ブラザー＆シスタープログラム（B&S)は最も人気のプログラムです。学生同士でプ

ランを組み地元の学生と自由行動を共にします。

バツーフェリンギからボートに乗り約15分、マラッカ海峡で糸釣りに挑戦。イシモチ、

メバル、キス等が釣れます。フィッシングの後はモンキービーチで日光浴など。釣った

魚やその他の食材でビーチでのBBQをお楽しみ頂けます。

マレーシア伝統工芸バティック（ろうけつ染め）の体験。ろうで下書きがしてあるハ

ンカチに各自筆で色染めし、オリジナルのハンカチを作成します。お名前や日付を入

れることもでき良い記念になります。

シンガポール4倍の土地に広がる森林と湖に、熱帯植物など3,000種の熱帯植物

やトラ、象などといった野生動物が生息しています。

ベルムレインフォレストリゾートに滞在し、ネーチャーウォークや　世界最大の花ラフレ

シア探索、原住民オランアスリの村訪問など、エコツアーが体験できます。

見学内容（例）

ウエルカムセレモニー

マレー家庭訪問

お別れセレモニー

ご案内事項

レラウ村はマレー半島側にある為帰国日は避けて下さい。

1泊以上の手配も可能です。

日帰りホームビジット 国立マレーシア科学大学英語研修とB&S

ペナン島内テロバハン村やマレー半島のレラウ村での文化交流です。いずれも最大

35家庭のアレンジが可能。アクティビティーはマレー衣装、　バティック（ろうけつ染

め）、マレー菓子作り、お料理体験、民族舞踊、かご編体験（レラウ村）、ハチミ

ツ採取（レラウ村）などがございます。テロバハン村は500名入るホールが魅力

で、近隣のテロバハン高校との交流も可。レラウ村は250名が入るホールがございま

す。

国立マレーシア科学大学（USM)での英語研修は半日～1日、数日の手配も可

能です。地元大学生と構内でランチを兼ねたB&S、文化センターで民族舞踊講

習のアレンジも可能です。スクールホリデー期間中もB&Sを除く英語研修、民族舞

踊講習、講話の手配が可能です。

1泊2日ホームステイ

マレー半島のレラウ村はマレーシアのホームステイNo.1にも選ばれたことのある村

で、最大35家庭のアレンジが可能です。アクティビティーはマレー衣装、バティック

（ろうけつ染め）、かご編、ハチミツ採取、マレー菓子作り、お料理、民族舞踊、

農作業などがございます。村には250名入るホールがあり、各家庭へは車または徒

歩で移動します。1家庭2名～4名（ツインまたはダブル1室～2室）となります。

1泊2日の行程となります。

フィッシング

日光浴＋昼食（BBQ)

現地学生1名に対し4-6名が理想的です。

地元学生の交通費、入場料、飲食代は日本の学生が負担。

見学内容 見学内容 見学内容

ボートでマラッカ海峡へ バティック体験 ハウスボートでテメンゴール湖クルーズ

ご案内事項 ご案内事項 ご案内事項



ペナンおすすめアクティビティーと班別研修
2019/10/11

所要時間(市内より) 1.5時間 所要時間(市内より) 1時間 所要時間(市内より) 30分 所要時間(市内より) 70分

全行程 約7時間 全行程 約4時間 全行程 約4時間 全行程 約5時間

訪問可能時間 9時-16時 訪問可能時間 9時-16時 訪問可能時間 9時-18時 訪問可能時間 17時-22時

催行不可 特になし 催行不可 旧正月 催行不可 特になし 催行不可 旧正月

最少受入人数 2名 最少受入人数 2名 最少受入人数 2名 最少受入人数 2名

最大受入人数 80名

※入替え、または時間差にて

最大受入人数 80名

※入替え、または時間差にて

最大受入人数 80名

※入替え、または時間差にて

最大受入人数 40名

(20名ｘボート２艘）

所要時間 所要時間 所要時間 所要時間

1.5時間 1時間 片道10分 1時間

1時間 30分 2時間 45分

所要時間(市内より) 10分 所要時間(市内より) 30分 所要時間(市内より) 30分 所要時間(市内より) 45分

全行程 約11時間 全行程 参加人数による 全行程 約2時間 全行程 3時間

訪問可能時間 8時～6時 訪問可能時間 9時～17時 訪問可能時間 9時-19時 訪問可能時間 9時～16時

催行不可 特になし 催行不可 特になし 催行不可 要相談 催行不可 土日祝

最少受入人数 2名 最少受入人数 10名 最少受入人数 10名 最少受入人数 10名

最大受入人数 150名 最大受入人数 40名 最大受入人数 300名 最大受入人数 40名

所要時間 所要時間 所要時間 所要時間

1時間30分 10分 60分 60分

5時間30分 10分 30分

高速フェリーペナン港着18：00（パヤ島出発16：00）

ペナン島にあるHalal Industrial Parkを訪問し、ハラル・ペナンという政府機関の

スタッフによるブリーフィングと工場見学や地元企業訪問の手配が可能です。

ご案内事項

ペナンヒル・ネーチャートレイル

ご案内事項

ケーブルカーでペナンヒル頂上へ上がり、ネーチャートレイルにてガイドとマレーシアに

生息する植物や野鳥などの観察しながらネーチャーウォーク。キャノピーウォーク、ツ

リートップウォーク、ジップライン（別料金）などアトラクションも有り。専門ガイドと

フィールドワークのアレンジも可能。

ペナン島から高速フェリーで約2時間、そこは青い海と熱帯魚の大自然の宝庫！ポ

ンツーンを拠点にシュノーケリングで魚の観察や、無人のパヤ島に上陸し日光浴な

どお楽しみいただけます。フェリーは往復定時のみ出発しますので終日のコースとなり

ます。

ネーチャートレイル

シュノーケリング・日光浴・昼食など自由行動

見学内容

見学内容

ケーブルカー

高速フェリー乗船

パヤ島シュノーケリング

Drサバによる講話はお1人様RM60/paxにて手配可能。 ロケーションからテロバハン村やテロバハン高校、バティック工場との組み合わせが

おすすめです。

トロピカルフルーツファーム見学

トロピカルフルーツファームではマレーシアや南国特産の果物のプランテーションの見

学、そして同じ敷地内でココナッツオイルや果物から抽出するエンザイム（酵素）

の製造過程を見学致します。新鮮な南国フルーツビュッフェでは、珍しい果物を食

べ比べできます。

湖の水位が低くボートが運行できない場合はタイピン動物園が代案となります。

見学内容 見学内容

オランウータン保護センター訪問 トロピカルフルーツファーム見学

エコパーク見学 フルーツビュッフェ

ご案内事項

オランウータン保護センター見学

絶滅危惧動物になってしまったオランウータンの養育、保育や医療、健康、自然環

境への取り組みを理解するツアーです。

ご案内事項

リバークルーズ蛍鑑賞

マレー半島側にある二ボンテバルでは、川辺のマングローブに群がる何千何万という

蛍を鑑賞することができます。その輝きはまるでクリスマスツリーのよう。ボートで45分

ほどクルーズをしながらホタル観賞をお楽しみ頂けます。

ペナン島屈指のビーチリゾート、ゴールデンサンズリゾート前のビーチにてバナナボー

ト、チューブライドを体験します。事前に同意書へ親御様のご署名が必要となりま

す。

見学内容

夕食

リバークルーズ

ご案内事項

マリンスポーツ

スクールホリデーや連休は大変混み合います。ケーブルカーの最大乗車人数は80名となりま

すので時間差で出発のアレンジを致します。

講話

国立マレーシア科学大学の副田先生の講話はキャンパス内の講堂はもとより、ホテ

ルのバンケットルームにお招きして数100名単位でも可能です。

画像

ハラル工場／企業訪問

ゴールデンサンズにて昼食手配した場合トイレの利用が可能です。

バナナボート

チューブライド

ご案内事項

工場/企業見学

講話

高速フェリーペナン港出発8：30（パヤ島到着10：30）

見学内容見学内容 見学内容

講話

ご案内事項

会場費が別途かかります。

ご案内事項

催行会社が用意する同意書に事前に親御様のご署名が必要となります。



ペナンおすすめアクティビティーと班別研修
2019/10/11

所要時間(市内より) 1時間 所要時間(市内より) 1時間 所要時間(市内より) 1時間 所要時間(市内より) 1.5時間

全行程 約3時間～ 全行程 3.5時間 全行程 約3~4時間 全行程 約6時間

訪問可能時間 10時-16時 訪問可能時間 9時～17時 訪問可能時間 10時-16時 訪問可能時間 9時-16時

催行不可 断食月・ハリラヤ(正月) 催行不可 断食月・ハリラヤ(正月) 催行不可 土日祝 催行不可 土日祝

最少受入人数 10名 最少受入人数 10名 最少受入人数 2名 最少受入人数 2名

最大受入人数 40名 最大受入人数 40名 最大受入人数 30名 最大受入人数 40名

所要時間 所要時間 所要時間 所要時間

30分 2時間 90分 1時間

60分 1時間

バリプラウ農業体験との組み合わせも可能。

ご案内事項

ケダ州のメルボク（Merbok）に位置するブジャンバレーは、かつて約2，3世紀か

ら12世紀にまでさかのぼる古代マレー王国スリーヴィジャヤ王朝が栄えた場所で、

マレーシアで最も遺跡が豊富な場所です。また東南アジアの世界貿易の中継地

点として栄えた場所でもあることが遺物より伺え、歴史的にも重要な場所を訪れる

ツアーです。

遺跡見学

見学内容

博物館見学

ブジャンバレー遺跡観光

見学内容

施設訪問

ご案内事項

マングローブ植林体験 バリプラウ農業体験

マングローブの生態系や環境保護についての講話とマングローブ植林体験です。場

所はペナン島内バリプラウまたはマレー半島側二ボンテバルにて手配可能です。

農政省のバリプラウ支部を通じて、オーガニックファームの見学します。時期によって

は農作物の種まき、収穫、田植え、稲刈りなどの体験が可能です。非常に暑いの

で作業は午前中に行います。

社会福祉や医療を学ぶ学生が主な対象となります。

ご案内事項 ご案内事項

マングローブ苗木1本RM15 バリプラウマングローブ植林との組み合わせも可能。

見学内容 見学内容

マングローブについての講話 農作業体験

マングローブ植林

ボランティア研修


