
東マレーシア・ボルネオ島に位置す
るサバ州。海も山も、まだまだ手つ
かずの大自然が広がっています。ボ
ルネオ固有種の野生動物が生息し、
今なお、独自の文化伝統を継承し続
ける先住民族たち…。そんな魅惑の
サバ州への旅をご案内しましょう。

アイランドホッピング

野生動物を観察

迫力満点のアドベンチャー

田舎体験と先住民族

クダッ省

西海岸省

内陸省

タワウ省

タワウ

サンダカン省

サンダカン

ラハダトゥ

コタキナバル
Kota Kinabalu

Sandaka
n

Tawau

Lahad Dat
u

マレー半島からサバ州へはマレーシア航空、エアアジア、マリンドエア、ファイ
ヤーフライが就航している。コタキナバル、サンダカン、タワウ、ラハダトゥに
空港があり、空港の入国審査ではパスポートの提示が必要となる。

【行き方】

サバ州の面積はマレーシア国内でサラワク州に次ぎ2番
目に大きく、全国土の２割強を占める。州の大半が熱帯
雨林に覆われている。州都はコタキナバル。

【基本情報】

魅惑のサバ州
発見の旅
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白い砂浜の美しいサピ島

コーラルフライヤー

コ
バ
ル
ト
ブ
ル
ー
の
海
を
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り
占
め

ア
イ
ラ
ン
ド
ホ
ッ
ピ
ン
グ

海中ウォーキング

Photo by David Kirkland © 
Sabah Tourism

バナナボート

サバ州に来たらコバルトブルーの海を満喫しましょう！　コ
タキナバル市内にあり手軽にマリンアクティビティを楽しめ
る「トゥンク・アブドゥル・ラーマン海洋公園」、コタキナ
バルから北に車で1時間、抜群の透明度を誇る「マンタナニ
島」、世界のダイビングスポット・セレベス海に浮かぶ辺境
のシパダン島まで、サバ州には海を愛する人たちの期待を裏
切らない数々のスポットがあります。

© Sabah Tourism Board

サバ州の州都・コタキナバルからボー
トで約15分～ 20分の沖合に浮かぶ５つ
の島（サピ島・マヌカン島・ガヤ島・マ
ムティック島・スルグ島）からなるトゥ
ンク・アブドゥル・ラーマン公園では、
バナナボートやシュノーケリング、ダイ
ビングなど様々なマリンアクティビティ
が楽しめます（島によって体験できるア

© Sabah Tourism BoardTunku Abdul Rahman Park
トゥンク ・ アブドゥル ・ ラーマン公園

クティビティが異なります）。一日で複
数の島を巡る「アイランドホッピング」
は各島での滞在時間は短くなりますが、

「全島の魅力を満喫したい派」にオスス
メです。

マリンアクティビティに加えジャン
グルトレイルも楽しめるガヤ島、キャン
プのできるガヤ島とサピ島、宿泊施設

（マヌカンアイランドリゾート）やレス
トランが充実したマヌカン島、サバ州の
老舗ダイブショップ「ボルネオダイバー
ズ」経営のダイブセンターがあり、シュ
ノーケリングやダイビングが楽しめるマ
ムティック島など、各島ならではのアク
ティビティを思う存分、満喫しましょう。

【行き方】
トゥンク・アブドゥル・ラーマン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内マリーナ」か、コタキナバル市内中心地の北側にある「ジェッセルトン・
ポイント」で。アイランドホッピングのツアーパッケージも購入できる。

Coral Flyer
コーラルフライヤー

サバ州東海岸・センポルナ地区にある海
洋公園で、４つの島と３つのキー（サン
ゴ礁の上にできた小さく標高の低い島）、
２つの離礁から成ります。ダイバーには
トビエイやウミガメ、カンムリブダイ、
ウミウシのスポットとして人気です。ボ
ヘイドゥラン島にある海洋研究センター
では、シャコガイの産卵やワカメの養殖
場が見学できるツアーや丘の上からボヘ
イドゥラン湾を見渡すハイキングが楽し
めます。＊島の訪問は許可証が必要です。

滑車にぶら下がり、ガヤ島とサピ島の間の海上に
張られたワイヤーケーブル（全長235メートル）
を時速60キロで滑べるアクティビティ。

サンダカン沖合に浮かぶタートルアイランド（セリンガン島・バクンガンケ
チル島・グリサン島）は、世界有数のウミガメの産卵地として知られ、絶滅
危惧種のアオウミガメとタカビレガメの安全な避難所です。セリンガン島で
は観光客向けの宿泊施設があり、ウミガメの産卵が観察できます。ウミガメ
の上陸は夕暮れ後に行われることが多いので、卵を産むために上陸してくる
ウミガメを見るためには一泊するのがベストです。
www.turtleisland.com.my

Turtle Island Park
タートルアイランドパークの
ウミガメ産卵観察

Tun Sakaran Marine Park
トゥン ・ サカラン海洋公園

Coral Flyer　　011-2984 2023　 10am-3:30pm　料金：RM68

© Sabah Tourism Board
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パダス川のホワイトウォーターラフティング

手つかずの自然の魅力を享受するのは「観察者」だけに限
りません。「冒険者」や「挑戦者」にとっても、異次元の
ワクワク感を与えてくれます。サバ州には年間を通じて世
界から多くの冒険者や挑戦者が訪れます。世界で一番高い
地点に設けられたヴィア・フェラータ、ホワイトラフティ
ング…。訪れる人たちのアドレナリンを最高度まで出して
くれます。

野
生
動
物
と

ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー

White Water Rafting
ホワイトウォーターラフティング
ラフティングとはゴム製のボート（ラフト）に乗って川下
りをするスポーツですが、急流を下ってスリルを楽しむラ
フティングを「ホワイトウォーターラフティング」と言い、

（迫力度により）4つの等級があります。コタキナバルか
ら日帰りでホワイトウォーターラフティングができる「キ
ルル川」は家族で楽しめるレベル１～２、同じく「パダス
川」はレベル３～４。あなたはどちら派？

Kinabatangan River Cruise
キナバタンガン ・ リバークルーズ
サバ州最長（全長560キロ）のキナバタンガン川へは、サン
ダカンから車で2時間。その流域には多くの哺乳類や鳥類が
生息しており、野生生物の宝庫と呼ばれています。世界で一
番小さなボルネオ象の群れ、テングザルのハーレム、オラン
ウータンの親子、鋭い鳴き声のサイチョウなど、数多くの野
生の生き物に出合うことができます。

Via Ferrata ＠ Kinabalu Mountain
キナバル山のヴィア ・ フェラータ
東南アジア初のヴィア・フェラータ。キナバル山の標高
3,500メートル地点の岩肌にワイヤーや梯子が装備されて
おり、初心者でもロッククライミングが楽しめます。
www.mountaintorq.com

ボルネオの野生動物たち
日本のほぼ２倍の大きさのボルネオ島には200種
以上の哺乳類が観察されており、ボルネオ象やテ
ングザル、マレーグマ、オランウータンなど固有
種も多く生息しています。鳥類も886種を数え、
多くの種類の昆虫や爬虫類も、アマゾンよりも古
いと言われるボルネオの熱帯雨林を棲家としてい
ます。

Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre
セピロク ・ オランウータン ・
リハビリテーションセンター

孤児となったオランウータンのリハビリを
支援するために1964年に設立されたセン
ター。人間の赤ちゃんと同じように、孤児と
なった若いオランウータン（通常5 ～ 6年は
母親と一緒に暮らす）に野生での対処法を教
え、リハビリ中は健康状態を注意深く観察し
ています。午前10時と午後3時の餌付けを
見ることができます。

ボルネオ象の群れ
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KK市内から北へ行ったジャングルの中にあるマリマリ・
カルチャービレッジでは、サバ州に住む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ガイド
付きで観察、体験できます。
www.marimariculturalvillage.com

Mari Mari Culture Village
マリマリ ・ カルチャービレッジ

サバ州には、その豊かな大地に育まれた野菜やハーブ、
山菜、果物に恵まれた独特の食文化があります。サバ州
を取り囲む海岸線は１万450キロメートルにもおよび、
海産物も豊富です。サバ州に暮らす先住民族には独自の
食文化がある一方、中国料理、マレーやイスラムからの
食文化も混ざり合い、カラフルな食べ物に溢れています。

郷土料理 星空を観察する「アストロ・ツーリズム」は、
サバ州でも人気が出始めています。写真（左）
はコタキナバルから北へ車で2時間行った先の
小さな漁村マルバン。辺境ゆえに澄んだ空気、
街のネオンもなく、見えるのは真っ暗な夜空に
キラキラ輝く星だけ。サバ州には、コタベルッ
ド、クンダサン、タワウ、クダッ、ラハダトゥ
など、星空観察のできる場所があります。

AstroTourism
星空観察

日常から解き放たれる

田舎体験と先住民族

サバ州には30を超える先住民族が、今なお各々の伝統文化を守
りながら生活しています。先住民族のなかでも人口の最も多いカ
ダザン・ドゥスン族は州の内陸部ーマレーシア国内で美しい町と
して選ばれた風光明媚な「キウル」、キナバル山への通過地点に
ある「ラナウ」、クロッカー山脈の谷間にある「タンブナン」、毎
年開催される「とうもろこし祭り」で知られる「コタマルドゥ
ク」ーに住み、その多くが農業で生計をたてています。田舎体験
では彼らが生活する「田園風景」のなかで、食・文化伝統に触れ
ることができます。



シティモスク

コタキナバル（KK）は、豊かな自然に
恵まれたサバ州の玄関口として、たくさ
んの観光客が世界各国から訪れます。英
国統治時代は「ジェッセルトン」と呼ば
れていましたが、1967年に今の「コタ
キナバル」に改名されました。市内は南
北に延びていて、西に南シナ海、東には
丘陵が広がっています。

州都コタキナバルを

満喫する

Kinabalu National Park
キナバル国立公園

キナバル国立公園内にありサバ州のシンボ
ルともいえるキナバル山（標高4,095.2メート
ル）は、2000年にユネスコ世界自然遺産に認
定されました。そこに住むサバ州の先住民族、
カダザン・ドゥスン族にとっては「聖なる山」。
キナバルという名称もカダザン・ドゥスン語の

「アキ・ナバル（祖先の霊が眠る山）」が由来だ
と言われています。

キナバル山登頂は登山ガイドと一緒に。標
高3,272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します（１泊２日か２
泊3日の日程が推奨されています）。下山後は、
キナバル山入り口ゲートにある植物園での散策
はいかがでしょう。珍しい野生蘭やウツボカズ
ラが見られます。またキナバル公園の周辺には、
マウンテンバイク、ゴルフ、バードウォッチン
グ、農村ツアー、キャノピーウォーク、写真撮
影など、自然を満喫できるアクティビティがあ
ります。

＊キナバル山への登山を希望する場合は６ヵ月前にご
予約を。登山者数は1日135名までとなっています。
＊登山許可証の予約は、Sabah Park本部まで。 

Sabah Parks Main Headquarters
Lot 45 & 46, Level 1-5, Blok H, Signature Office
KK Times Square, Coastal Highway,
88100 Kota Kinabalu
電話：088-523 500

ナイトマーケット

タンジュンアルビーチの夕陽

国立公園とKK

Crocker Range Park
クロッカー山脈公園

サバ州西海岸に位置するクロッカー山脈公園
は(陸上では)州で一番大きい公園で、その面積は
13万9,919ヘクタールに及びます。北東 -南西を
軸として長さ75キロ、幅15キロにわたり、標高
は100 ～ 2,050メートル (アラブ山の頂上 )で、
公園内は8つの地区に分かれています。

公園の大部分が、サバ州の西海岸で見られる
最後に残ったフタバガキ科の森林で覆われていま
す。またサバ州西海岸にある5つの主要河川の上
流域にもあたり、重要な集水域となっています。

クロッカー山脈公園は2014年6月に、ユネス
コの「人間と生物圏プログラム」の生物圏保存地
域 (国際 CRBR)として登録されました。
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