Crocker R ange National Park

すすめなのが、キナバル山の南を縦断するクロッ

ノトルス村

Kg. Notoruss

カー山脈を歩く、
12キロのトレッキング。標高1,890
メートルの山頂まで、約 8キロのアップダウンが続

KK 市内から車で30 分

きます。終点は1,000メートルまで下ったマフアの

ネイチャーウォークと田舎体験

滝。過酷なトレッキングですが、その分ご褒美も
いっぱい。野鳥や昆虫、ウツボカズラなど、大自

田舎体験をしながら約1時間のネイチャーウォークも楽しめます。川

然を思い切り満喫できます！ ボルネオトレイル＆

を横切ったり、滝で遊んだり。川では餌付けや魚釣り、天然のフィッ

ツアーでは日帰りトレッキングツアーを開催してい

シュスパも体験できますよ！

ます。

そのほか吹き矢体験、ココナッツボー

リングなどの村のゲーム遊び、薪を使った手料理も見学できます。ラ

【Crocker Range Park (Headquarter) 】

019-862-0404

ンチはもちろん手料理です。各旅行会社のツアー参加要。

KK 市内からキナバル公園までは車で約1時間半

息をのむほど美しいご来光が待っている
キナバル山の登山は、途中の標高3,273メートルにある山小屋に一泊して、午前2時ごろに山頂を目指
す一泊二日の日程が普通。下山後はキナバル山入口ゲートにある植物園を散策し、その後ポーリン温
泉へ。ポーリン温泉では地上41メートルのキャノピーウォークと足湯が楽しめます。キナバル山の最新
情報は、
『セニョ〜ム』2016年11月号特集を参照ください！
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移動

■ 空港からKK 市内へ
以前はバスかタクシーしか選択肢がなかったが、 ラブアン島
今では、Uber、Grabcarも利用可能になった。
クリアス川
エアポートバス 空港からKK 市内の主な
ホテル行きが、朝の7時半から夜の7時15分まで、
平均45分おきに出ている。料金はおとな
一律 RM5（こどもはRM3）。また市内から
空港行きも出ている（センターポイントなど4ヵ所）。
タクシー 空港の到着ロビーにあるタクシーチケット売り場で
チケットを購入。市内まではRM30。
UberあるいはGrabcar 市内まで約 RM11。

クロッカー山脈
国立公園

んです。海と山に飽きてしまったら、KK近郊に住む先住民族を訪ねたり、
野生動物や昆虫の観察に出かけてみるのもおもしろそう♪

KKでは、そ

のときの気分や好みでいろんな目的地が選べるから、週末を利用して2、
3日間もあれば、海も山も動物も、すべて制覇！

ってことも不可能じゃ

ない。さあ、次の週末は、サクッとKK旅をしてみませんか。
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テノム

サバ州

市内 か らも の の

カダイク
ガヤストリート

マレー半島からKKへはマレーシア航空はじめ
エアアジアやマリンドエア、ファイヤーフライ
などが就航している。KL からは約2時間半。
空港の入国審査ではパスポートの提示要。

海へ山へとびっくりするくらい手軽に行ける絶好のロケーションにある

です よね ～。し か も

マリマリ
文化村

KKはサバ州の州都で、かつ大自然の玄関口。KK市内から2時間もあれば、

ガヤ島 Gaya Island

サバ州といえば、やっぱ、海！

行き方

Sabah
Tourism Board

そんな大自然めぐるコタキナバル（以下 KK）の旅はいかがですか？

数十分で、青くて透き通った海と真っ白なビーチを一人占めできちゃいま

コタキナバル
市街

トゥンク・アブドゥル・
ラーマン海洋公園
（ガヤ島、マムティック島）

マンタナニ島

広大な丘陵地帯に標高4,000メートル級のキナバル山…。そこで提案！

つの島々。こんな近距離で、きれ

ジェッセルトン
ポイント

ル
バ
ナ
キ

かずの大自然が広がっています。コバルトブルーの海に真っ白な砂浜、

す。お勧めは市内ウォーターフロントの目と鼻の先にある「トゥンク・ア

庭園風につくられたポーリン温泉の施設内には、
有料の屋内個室風呂と無料の露天風呂（写真）
がある。

コタ

、 クッと
末
週 サ

東マレーシアはボルネオ島にあるサバ州には、海も山も、まだまだ手つ

ブドゥル・ラーマン海洋公園」にある

キナバル公園内にある植物園には、珍しい蘭やウ
ツボカズラが。世界に21種しかないと言われるウ
ツボカズラのうち18種がボルネオ固有種だ。

特集

写真 :マムティック島

いな海とビーチに出会えるの～！ って、驚いてしまいます。

特集のバックナンバーはセニョ〜ムのホームページ
www.senyumpress.comからどうぞ
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山とい えば、や っぱり キナバ ル山。

Kinabalu & Kinabalu National Park &
キナバル山と Mt.
Poring Hot Spring
キナバル国立公園＆ポーリン温泉

・

4
0
9
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メートルを目指します。 半島で見慣れた（？）ジャングルと

ピナンパンにあるカダザン・ドゥスン族の集落「ノトルス村」では、

K
K

に来た ら海はもちろん、 山もは ずせ ませ んよね！

数々のトレッキングを経験し、体力自慢の方にお

富士山より高い標高

12キロの過酷なトレッキング

とぶほどの美しいご来光を拝むことができます。登山客のなかには十数回も登ったという「キ

KK 市内から車で約1時間

は違う植生を観察しながら、よいしょ、よいしょと登ると…。登頂ではそれまでの疲れもふっ

ナバル・フリーク」も少なくないそうです。

クロッカー山脈国立公園

【取材協力】ボルネオトレイル＆ツアーズ
ボルネオトレイル＆ツアーズはKKにある旅行会社で、市内中心地に
あるオフィスには日本人スタッフが常駐。日帰りツアーのほか、とく
にキナバル登山や本格的なジャングルトレッキングなどの手配が得
意な旅行会社。日本のメディアのコーディネートも手掛けている。
【住所】Lot G06, Ground Floor, Wisma Sabah,
Jalan Tun Fuad Stephens
【電話】088-235 900、013-810 3286（日本語専用）
【ホームページ】www.borneotrails.com.my/jp
【FB】borneotrails.orako

ジェッセルトン・ポイントからボートで15分

ビーチとジャングルが楽しめる
ガヤ島はトゥンク・アブドゥル・ラーマン海洋公園の5島のう
ち最も大きい島。加えて唯一原生林が残る島で、マングロー
ブもここだけに分布しているんだそう。だからガヤ島では、
ビーチに加えて、ジャングルトレッキングも楽しんで、大自然
にどっぷりつかってほしい！

ガヤ島の隣に位置するサピ島。

実は「ガヤ島でジャングルトレッキング、サピ島でシュノーケ
リング」というセットで楽しむ旅行者が多いらしい。この二つ
の島をつなぐ「コーラルフライヤー」という、海の上に張られ
たワイヤーケーブルを滑車で下るジップライン（全長235メー
トル）で、移動するのもいいですね。
【Coral Flyer 】
（ジップライン）
011-2984 2023
RM64

10am-3:30pm

Mamutik Island

Mantanani Island

マムティック島

マンタナニ島（番外）

ジェッセルトン・ポイントからボートで約10 分

KK 市内からコタブル桟橋まで車で約1時間、ボートで約50 分

レストランやダイブセンターなど
諸施設が充実

透明度抜群でコバルトブルーの海が魅力

ダイビングのメッカの一つ、マブール島にリゾートを運営

海の透明度がとにかく抜群！

する「ボルネオ・ダイバーズ」はサバ州の老舗ダイビング

チル、ブサール、リンギサンの3つの島で成っており、各島へはボートで2 〜 3分

ショップ。このボルネオ・ダイバーズがマムティック島に新

で移動できます。島にはロッジやリゾートがあるので、ここで宿泊するという手も

しくダイビングセンターやレストランを建て、今、マムティッ

あり。各旅行会社が手配するツアーで行くのがお勧め。

ク島はきれいな施設を使いながらシュノーケリングやダイ

※ツアーは波が高いと中止になるなど、天候に大きく左右されます（返金あり）。

ビングを楽しめることで人気上昇中！

移動時間が長く、トゥンク・アブドゥル・ラーマン海洋公園には属さないけれど、
ということでお勧めしたい島。マンタナニ島はク

ゆくゆくは宿泊施

設もオープンする予定なんだそう。

インドネシア

■ 市内から各観光スポットへの移動
タクシー、Uber、Grabcarほか、レンタカーショップで車を
借りるという選択肢も（一日 RM120~）
。ボルネオトレイル＆
ツアーズが運営するレンタカーショップ「Europcar」は空港
内にあります。日本語での問い合わせは、あらかじめホーム
ページからメールにてどうぞ。

www.europcar.com/location/malaysia/kota-kinabalu
■ ボート
トゥンク・アブドゥル・ラーマン海洋公園にある島々へ
はボートでの移動になる。チケットの購入と乗り場は、
空港から市内に向かう途中のステラハーバーホテルに
あるマリーナか、市内中心地の北側にあるジェッセル
トン・ポイント（Jesselton Point）で。

基本情報
コタキナバル（通称 KK）は、
サバ州の州都。豊かな自然
に恵まれたサバ州の玄関口
として、世界 各 国から訪れ
る観光客が多い。英国統治
時 代には「ジェッセルトン」
と呼ばれていたが、1967年
に今の「コタキナバル」に改
名。市内は南北に延びてい
て、西に南シナ海、東には
丘陵が広がっている。

真新しいダイビングショップに
はライセンスコース用の教室、
ラボやプールなどが充実。

パパール駅へ

特集は、セニョ〜ムのホームページ www.senyumpress.com で公開しています！
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ホテル

KK市内も大きくておしゃれなショッピングモールができ

KK市内から日帰りで行ける観光スポットは、海や山だけじゃない!!

KK 市内から北や南、東へと

はじめ、買い物客にとっては便利な都会になったけれど、

歴史や文化に触れたい人など、
訪れる人の趣味や興味に合ったスポットがきっと見つかるはず。

移動するには、市内中心地

セニョ～ムはショッピングモールよりも「街歩き」をお

のホテルに宿泊するのがお

勧めしたい！

すすめ。高級から中級、
バッ

動物好きや昆虫好き、

以下、セニョ～ムお勧めの観光スポットをご紹介しましょう。

市内中心地、ラマ地区にある英国統治時

クパッカー向けの宿など幅広くそろっています。以下は街歩きにも便

代の建物、ガヤストリートやパンタイストリート沿いに

利で、家族連れでも安心して泊まれる中級クラスのホテル。

ある1900年初頭から営業しているコピティアムを巡っ

ジェッセルトン・ホテル Jesselton Hotel

てみては？

グランディス・ホテル＆リゾート Gr andis Hotels & Resorts

ケットも。なんといっても朝6時には日が昇っているので、一日の始まりは街歩きから！

North Borneo R ailway

北ボルネオ鉄道

土産物を扱うフィリピ ノマ
海側のウォーターフロントには生鮮市場や土産物を扱うフィリピーノマー

KK 市内からタンジュンアル駅まで車で約10 分

ホライズン・ホテル Horizon Hotel
ホテル・シャングリラ

プチリッチな蒸気機関車の旅

Hotel Shangri-La

Gaya Street Sunday Market

100年以上前に走っていた英国製蒸気機関車を復活

ガヤストリートのサンデーマーケット

情報誌

させた、約3時間半の鉄道の旅。タンジュンアル駅
⇔パパール駅の往復区間約60キロ（36マイル）を走

ガヤストリートは英国統治時代には「ボンドストリート」と呼ばれた商

■『sabah』:サバ州政府観光局が2 ヵ月に一回
発行している雑誌。毎号違う特集記事のほか、
イベント情報やタウン情報が掲載されている。
政府観光局で入手できる。
【Sabah Tourism Board】

ります。折り返し地点のパパール駅ではなんと、転

業地区で、多くの中国人が商売をしていたそうな。そんなガヤストリー

車台を使って方向転換する場面が見られますよ。車

トでは毎週日曜日の午前（6am-1pm）に「サンデーマーケット」が開

内ではコロニアル調の制服を着たスタッフが、コン

かれています。食材から民芸品、ペット、ウツボカズラなどの観葉植
物やハーブなどが並び、見ているだけでもワクワクしてきます。

No.51, Jalan Gaya
088-212 121
8am-5pm
（月〜金）
、
9am-4pm
（土日、
祝日）
■『Fork & Spoon』
：サバ 州の人 気のフードブログ
「SabahEats」
（www.sabaheats.com）が 2ヵ月に一
回発行している食のニュースレター。主要ホテル、レ
ストラン＆カフェで入手できるほか、ウェブサイトか
らもダウンロードできる。

Donggongon Market

チネンタルスタイルの朝食と4段重ねのティフィンに

キパンディ・パーク

入ったランチを座席まで運んでくれるので、プチリッ
チな気分が味わえます（ビール販売あり）
。運行は水
曜と土曜の週2回、座席は全席指定。タンジュンア

KK 市内から車で約1時間

ル駅を朝10時に出発し、午後1時40分に戻ります。

ドンゴンゴンのマーケット
ン・ドゥスン族が多く住む街として知られています。ここでは毎週水曜

ボルネオ固有種のカブトムシに
会いに行こう！

の夕方と木曜の朝にマーケットが開かれています。売られているのは

キパンディ・パークはクロッカー山脈の中腹にあり、ここ

食材ほか、カダザン・ドゥスン族の伝統料理や工芸品、なんと食用の

で開催される夜の昆虫観察ショーでは、灯りをめがけて飛

サゴ虫の幼虫も!!!

んでくるクワガタやカブトムシをはじめ、たくさんの珍し

KK から車で約30 分。ドンゴンゴンはピナンパン地区にあり、カダザ

■ sabaheats：サバ州の多彩な食べ物を中心にカル
チャー、伝統を紹介するブログ。旅行前にチェックし
てみるといいですね。

Kipandi Park

い昆虫が観察できるほか、手で触れることも可（持ち帰り
は不可）。また予約すれば、クワガタ（RM65）やカブトム

サバ茶やナマコ石鹸やココナッツオイルなどの地
店、モール内のスーパーにも土産コーナーはうん
とありますが、カダイクではこれらとは違って洗
産品が
練されたおしゃれな土産品が売られています。
【Kadaiku】
Lot 5, Ground Floor, Block L,
ー。
▶テノムコーヒー。
Sinsuran Complex
レト
パッケージがレト
月〜金：8am-5pm、
ロっぽい。
土日祝：9am-4pm
088-232 121
kadaiku
▼ カダイクの 新 作、
コタブルに住むドゥ
ス ン 族 手 製 の カゴ
（各 RM65）
。

▲サバ州の海で採れた塩を原料にした
ボディスクラブ（ピーチ＆バニラ、スペア
ミント、オレンジ＆コーヒー、レモン＆ココナッ
ツの4 種類。各 RM40）
。
▲フェイス用スクラブ（レモン &
カレンジュラ、ティーツリー &ラ
ベンダーの2種類。各 RM35）。

99%の確立で
テングザルに出会える

30以上の先住民族のうち、
カダザン・ドゥ
スン族、バジャウ族、ルンダイ族、ムルッ
族、ルングス族の5つの民族の衣食住が

KK 市内から南西に位置するクリアス半島は野生の

ガイド付きで観察、体験できます。火の

テングザルの生息地として知られています。その半

おこし方やクッキングデモを観察した後

島内にあるクリアス川は、99％の確率でテングザ

の試食、吹き矢や入れ墨の体験、民族

ルに出会えると人気なんだそう。テングザルはボ

舞踊の観賞など全3時間のツアーです。

ルネオ固有種の猿で、オランウータンに並ぶ人気
者。大きく長い鼻が特徴です。クリアス川のリバー
サファリはマングローブが生い茂るなかをクルージ
ングするので、カニクイザルや野鳥なども観察でき
ます。各旅行会社からは夕食と蛍観賞付きのツアー
が出ています。
Kampong Kota Klias, Beaufort

先住民族の伝統料理

シーフード
Hua Hing Seafood Restaurant

Kg. Tomposik Inobong,
Penampang
月〜金：6am-3pm、
土日：9am-3pm

Lot 2.01&2.02, 2nd Floor,
010-228 2381
Plaza Shell
11:30am-3pm（ランチ）
、
6:30pm-10pm（ディナー）
※伝統舞踊は午後7時半から。
DʼPlace Kinabalu

K
K

ら先住民族の伝統料理、マレー料

Mee Sup Pipin
カダザン・ドゥスン族が多く住むKK 近
郊ドンゴンゴンから車で10 分いったと
ころにある一軒家のレストラン。平日で
も車で来る地元客で大入り満員の人気
店だ。オーナーは3代目で、香港から移
民した祖父のレシピを守るジョージナさ
ん。豚の臓物入りのスープ麺ほか、ヒナ
バなどカダザン・ドゥスン族の伝統料
理もおいしい。数々のメディアでも紹介
された優良店。

シーフードをはじめ、中華料理か

Lot G 18, Ground Floor,
Kompleks Asia City, Phase 2A,
Jalan Asia City
088-447 866
12noon- midnight
www.wsr.com.my

Block B, Lot 4,5,6, Sedco Square,
Kampong Air
013-880 3868
11am-1:30am

旅の楽しみの一

70, Jalan Gaya
6am-5:30pm

Welcome Seafood Restaurant
ダブルブッキングで怒りに燃えた客が
いるほどの人気シーフードレストラン。
2005年にKK近郊のピナンパンにオー
プンしてから一躍脚光を浴び、5年後
にはKK 市内に進出。店内外に合わせ
て160台のテーブルがあり、個室や、
ワインセラー、日本酒なども提供。

DʼPlace Kinabalu
カダザン・ドゥスン 族 の 伝
統料理をビュッフェで楽しめ
るほか、 伝 統 舞 踊 も観 賞 で
きるレストラン。アラカルトメニュー
もあり、なかでもカダザン・ドゥスン
族の貴重なタンパク源「サゴ虫の幼虫
（一匹 RM3）」は、マストトライ?! か
めに入った「シオポン（Siopon）
」
（十
数リンギ〜）と呼ばれる地酒もあり。

理、日本料理、ウェスタン料理な

Ken Wan Hing
ガ ヤ ス ト リ ー ト 沿 い、
ジェッセルトンホテルの斜
め前にあるこの店は、創業
1900年 代 初 頭。 今 は3代 目に
当たるオーナーが毎朝5時過ぎから
商いしている。何時に行ってもお客
でいっぱいなのは、オーナーの人
柄と料理のクオリティの高さかな。
朝とランチ時には自家製パイナップ
ルジャム入りのパイナップルバンと
中華まん目当てに行列が…。

KK 市内のシティテルホテルからほど
近いシーフードの屋台村「スリ・セレラ
（旧名セドコ・コンプレックス）」にある
レストラン。創業35年を誇る老舗。昨
今のシーフードレストラン乱立から昔
ほどの賑わいは薄れてきたようだが、
サービスと味のクオリティは健在だ。

ど、バラエティに富んだ料理が味

Block D, Lot 4 Penampang Newtownship,
p,
Donggongon
088-711 531
月〜金：7am-5pm、日：7am-3pm

KK 市内から車で約2時間

つ。お勧めレストランをいくつか

サバ州の人気フードブログ「sabaheat.com」でも紹
介された、牛肉の臓物などが入ったスープ麺「ニュー
チャップ」が人気のレストラン。3代目のオーナー、デ
スモンドさんが店を切り盛りしている。麺類のほか、卵
と小麦粉だけを使った「エッグスティームケーキ」とビー
フボールの入った「ビーフ豆腐」も◎。

クリアス川

KK 市内から北へ行ったジャングルの中に

わえるのも、

KGC, Jalan Aru, Tanjung Aru
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Klias River

ご紹介しましょう。

127, Jalan Haji Saman
6088-312042
月〜金：6:30am-6pm、
土日祝：6:30am-4pm

先住民族の衣食住を
観察、体験できる
あるマリマリ文化村では、サバ州に住む

Yee Fung

Ground Floor, Lot G-40A, Oceanus
088-276 136
Waterfront Mall

ローカルフードからヨーロピア
ンまで、メニューが豊富。お勧
めはナシレマで、昨年「ベストマ
レーシアフード」を受賞。今年1月、
「KK一きれいな夕陽が
見られる」タンジュンアルビーチ沿いの、KKゴルフクラブ
内に4店舗目をオープン。

KK から車で約20 分

KK在住日本人の多くがイチオシす
る料理が、ここイーフンのカレー
ラクサ。満員でも、注文したらす
ぐに出てくるのがうれしい。カレー
ラクサ以外にもクレイポットチキ
ンライス、ビーフヌードルも人気。

KK でインド料理を食べるという選択肢はな
かったセニョ〜ムだが、KK 在住日本人の勧
めで行った当店、その味のクオリティに仰天。
MSG やパウダー類は一切使わないでつくっ
た伝統的な北インド料理が楽しめる。値段
も手ごろで、ランチセットはRM15.90 〜。

Level 2, 1 Sutera Harbour Boulevard, Sutera Harbour
088-308 500
www.suteraharbour.com/rail-train-sunset-cruise/north-borneo-railway-train

016-821 5689
【1日3回】10am（朝食付き）
、
2pm（ハイティ付き）
、
6pm（ディナー付き）
【入場料】大人 RM180、
こどもRM160（送迎付き）
http://marimariculturalvillage.com/

中 華

Mother India

Lucyʼs Kitchen

マリマリ文化村

▶サバ州にあるコーヒーの
産地「テノム」でとれたコー
ヒー、3 in 1（RM18） とド
リ ッ プ 式（RM15.70）
。写
真右はショウガ＆レモング
ラス入りドリンクのAlamai
（RM35）。

インド料理

そのほか

Mari Mari Cultur al Village

▲サバ州に住む先住民
族のなかでも「手先の
器用さ」で知られるル
ングス族のビーズ細工
（ 各 RM128）
。独特の
色使いがかわいい！

▶ サバ 州 の マ ス コット、
オランウータンとテング
ザル がモチーフになった
しおり（フェルト素材。各
RM8.90）

申込みは下記ステラハーバーリゾートオフィスまたは各旅行会社のツアーにて。
【North Borneo Railway】

※午後4時まではバタフライパーク、蘭園、標本展示室のみ。夜の昆
虫観察ショーはツアー参加者対象。ツアー申し込みは各旅行会社へ。

▼ド ン ゴ ン ゴ ン の マー
ケットで売られていた「巻
きたばこセット」(RM3）
。

サバ州といえば、シーフード。ローカル
の間ではサバ州の土産といえばイカンビ
リスや乾燥小エビなどのシーフードがメ
ジャーなようですが、ここではシーフー
ド以外の土産品をご紹介しましょう。

▲この 色鮮やかなボックス
は ルング ス 族 手 製（RM8）
。
フレイバー入りやマレーハー
ブ入りなど 種 類も豊富なサ
バティーから好 みを選 んで
セットに（各 RM6）。

【運行日】水曜＆土曜日
【料金】大人 RM345 ＊3歳以下は無料

KM36, Jalan Penampang-Tambunan
013-873 9092 9am-4pm
【入場料】大人 RM30、こどもRM15

う意味。サバ州に住む先住民族の工芸品ほか、
場の産品が販売されています。KK 市内の個人商

車内もご覧のとおり、ノスタルジック
でプチリッチな気分になる。

シ（RM165）の標本づくりもできます。

◀ 「カダイク」は、マレー語で「私のお店」とい
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