特集

マレーシアの

いつか行きたい！

アイランドリゾート
2021 年 11 月、ようやく州をまたいだ旅行ができるようになりました。お籠り時間が長かっ
た分、現実から離れた夢のような感動に包まれる場所へ行きたい！ と、思いませんか？
そこで今号は「いつか行きたい！アイランドリゾート」をお届けします。紹介したリゾート
６軒は、
「静かで素朴な雰囲気のある小さな島」
「美しい景観と自然、ビーチがある」
「家族み
んなが楽しめる」
「マリンスポーツ以外のアクティビティが充実している」、さらに「ウェブ
サイトが充実している」
「FB やインスタなど SNS でタイムリーに情報をアップしている」
「友
人・知人からの評判が良かった」などを軸にリスト化し、メールで連絡をとった後すぐに返
事がきたところです。皆さまのいつか行きたい旅先の参考になれば幸いです。
* 各リゾートのアクティビティは以下のアイコンで記しました。

21

スノーケリング

セーリング

スキューバー
ダイビング

カヤッキング

スタンド
アップパドル

ホビー
キャット

バナナボート

クルージング

ジェットスキー

アーチェリー

トレッキング

ハーネス・
クライミング

ジャングル
トレッキング

焚き火
パーティ

保護活動

サッカー

ビーチバレー

テニス

バード
ウォッチング

アイランド・
ウォーク

アイ ランド
ホッピング

フィッシング

ナイトビーチ
ウォーク

ピクニック

トランポリン

ATVライド

ビーチヨガ

ヘナタトゥー

バティック
染め

キッズクラブ

ジョホール州 Mersing 地区に属し、スルタン・イスカンダー海洋公園の 13
の群島の一つ。島名の「ラワ」とはマレー語で島に多く棲息する白い鳩を指
す。島の片側は白い砂のビーチで、反対側は岩だらけの垂直な崖。魚類・イ
カ・クラゲ・タコ・マレーオオワシ・爬虫類など、海と陸の生き物が多く棲
息する。マレーシア海洋公園入園料とジョホール国立公園入園料要。

建設に 3 年もの歳月をかけたというバトゥバ
トゥ・リゾートは、島の自然の美しさと生物多
様性に配慮したオフグリッドのプライベートア
イランドリゾートです（2012 年に完成）。リ
ゾート内には、絶滅の危機にあるウミガメの保
護や調査などを目的とした「テンガアイランド
保護施設」があり、各種保護活動が実施されて
います。

島情報
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Tengah Island

てもハウスリーフでのスノーケリング！

ビーチからわずか

数メートル先にある天然のサンゴ礁に隠れるキュートなカク
レクマノミ（ニモ）に出会えます。家族や仲間と思う存分遊
んだ後は夕日鑑賞を。オレンジ色に染まる水平線の向こうに
消えていく太陽をサンセットデッキで眺めながら、ゆったり
と非日常を満喫してください。

行き方：ジョホール州 Mersingにあるジェティからスピー
ドボートで約20分。ジェティ周辺には駐車場あり。Mersing
までの車の手配も可。
施設：レストラン（朝昼晩ビュッフェ形式の食事。土曜夕食
はBBQ）/ バー / サンセットデッキ / マリンスポーツセンター
/ ダイブセンター / バレーボール・バスケットボール・バド
ミントン用具貸し出し / スパ / Wi-Fi
Rawa Island, 86800 Mersing, Johor
07-799 1204 / 07-799 1205（Mersing Office）
rawaislandresort.com
全77棟はビーチフロントに配置され、シャレー・バンガ
ロー・ヴィラなど４タイプから選べる。全棟とも温シャワー
＆エアコン付き。
※食べ物・飲み物の島への持ち込み不可
※ Covid-19の予防措置として、チェックイン日から48時間
以内に受けたRTK/PCR検査の陰性証明を提示、または島へ
向かうボート搭乗前にMersing Officeで唾液検査（有料）を
受ける必要あり。

Sea Gypsy Village
広さ 5 エーカーのリゾート内には、自然に群生したヤシの木とそ
の間を縫って建てられたシャレー、そして 350 メートル続くホワ

愛犬同伴もウエルカムなのだそうです。▶

イトサンドビーチがあり、南国バカンス気分を盛り上げてくれます。
ここの魅力は何といっても「キッズクラブ」が充実していること。
朝からディナー終了までスタッフがこどもたちと一緒に遊びながら
世話をしてくれるので、大人はその間スノーケリングやトレッキン
グ、ビーチでのんびり読書、さらに大人だけのディナーまで堪能で
きる！

同リゾートは「エコ」をコンセプトに二酸化炭素の排出量

を気にかけながら、積極的なリサイクルプログラムを実施。植樹や
人工サンゴ礁プログラムなどの活動も行われています。

information

information

行き方：ジョホール州 Mersingにあるジェティか
らプライベートボートで約20分。ジェティ周辺に
は駐車場あり。
施設：レストラン（朝昼晩ビュッフェ形式の食事）/
バー / ダイブセンター / スパ
Tengah Island, 86800 Mersing, Johor
07-228 8000 / 017- 755 2770（ 予 約 専 用。
平日8am-5pm）
、017-755 0672 / 017-755 5888
（フロントデスク 7am-11pm）
、017-755 4381
(Mersingオフィス )
batubatu.com.my
ヴィラタイプ22棟。全棟とも温シャワー付き。

トロピカルな美しさを体感
オフグリッドのアイランドリゾート

Batu Batu Resort

できた島・ラワ島にあります。ここでのオススメはなんといっ

大人もこどもも南国バカンスを満喫
充実のキッズクラブは見逃せない！

Rawa Island

ラワ・アイランドリゾートは、南シナ海に浮かぶサンゴ礁で

information

サンゴ礁でできた島のリゾートで
幻想的な夕焼けを独り占め

島情報

Rawa Island Resort

行き方：ジョホール州 Tanjung Leman ジェティからプライベート
ボートで約20分。
施設：レストラン / バー / ダイブセンター / キッズラウンジ（託児
サービス）
SibuIsland, Mersing 83888 Johor
012-315 8287(予約 )
www.seagypsyvillage.com
伝統的マレー家屋タイプなど３種類のシャレー（エアコン・温
シャワーともになし）全28棟。すべてビーチフロント。

島情報

Sibu Island

ジョホール州 Mersing 地区に属し、スルタン・イスカン

南シナ海に浮かぶスルタン・イスカンダー海洋公

ダー海洋公園の群島の一つ。その昔 UNHCR（国連難

園の群島の一つ。水陸ともに希少種や世界的に絶

民高等弁務官事務所）のトランジットキャンプとして使

滅の危機に瀕している種などユニークな動植物

用されていた。島周辺にはジュゴン・イルカ・ネズミイ

が生息する。マレーシア海洋公園入園料（大人

ルカ・ウミガメなど、
様々な海洋生物が棲息する。マレー

RM30、こども RM15）とジョホール国立公園入

シア海洋公園入園料とジョホール国立公園入園料要。

園料（大人 RM20、こども RM10）要。
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雄大な海でのんびり過ごしたい方へ
プライベート感満載のリゾート

島のジャングルにひっそりと佇む
アーティストの住処で素朴な時間を

Mataking Island Resort
広大なセレベス海にひっそりと浮かぶ島に建つマタキング・
リゾートは、まさに極上の贅沢とプライベート感溢れるバケー

マタキング・ケチル島
の星空観察。▶

ションを約束してくれます。島周辺には有数のダイブスポッ
トが散らばるのでダイバーたちに人気のリゾートとして知ら
れていますが、
「何もしなくて癒されたい派」にも（潜らなく
ても）十分リゾート感を満喫できます。なかでも、砂地に座っ
て夜空に輝く百万個の星を眺めるマタキング・ケチル島の星

Tiger Rock

空観察はおすすめです！ 島や海中での結婚式場としても注
目を集めています。

海と自然と島民たちとの触れ合い…。マレーシアの魅力がぎゅっと詰
まった小さな島＝パンコール島が大好きになって、ここへ移り住んだ夫

島情報

Mataking Island

サバ州東海岸、セレベス海に浮かぶプライベートア

イミングプールがあり、客室は８室のみ。奥さんはマレーシアで「Owen

イランド。島の大きさは約 40 エーカーで、ハード

Rebecca」というデザイン会社を立ち上げたデザイナー兼アーティスト。

コーラルとソフトコーラルのフリンジリーフ（裾礁）

ジャングルや花、野生動物などのモチーフを大胆に扱い、鮮やかな色彩

に囲まれた大陸棚の端に位置する。狭い砂州を介し
て Pulau Mataking Kecil（マタキング・ケチル島）

で描いた作品が特徴です。客室など建物内のあちらこちらに彼女のセン

とつながっている。

スが垣間見られます。現在ここを管理するのは地元民のモハンさん夫婦。

information

婦のかつての住居。母屋と離れの二つの建物とジャングルに囲まれたス

行き方：サバ州東海岸センポルナにあるジェティからボートで１
時間弱。
施設：レストラン / ビーチバー / ダイブセンター / スパ / ジム /
ピーコック園 / ウミガメの孵化場 / WiFi
Mataking Island, Sabah
089-788 080(センポルナオフィス ) / 089-770 022(予約代理店 )
mataking.com
シャレー・ヴィラタイプの客室が全63室。

モハンさんはトレッキングやフィッシングなどのエクスカーションを担
当し、奥さんは朝昼晩３度の食事を用意してくれます。敷地内のジャン
グルから続く小道を歩いた先にある小さなビーチはゲストたちのおすす
めの一つ。モハンさんの奥さんと一緒に市場へ買い物に行って、島の生
活や島民と触れ合う素朴な時間もいいですね。

５ツ星ビーチリゾートで
最高の滞在を

The Taaras Beach & Resort Spa
青く透き通った海と白い砂浜が続くプライベートビーチに豊
かな熱帯雨林、そして５ツ星ビーチリゾートならではの最上
級のホスピタリティを満喫できます。リゾート名の「Taara」

information

Pangkor Island

「星」を意味するのだとか。

島情報

Redang Island

マレーシア北東に位置し、南シナ海に浮かぶレダ

ペラ州はマレー半島北西岸にある港町 Lumut の沖合・マラッカ海峡に浮かぶ島。

ン群島の中で最大の島（6km × 7km）。透明度

面積は約８㎢。島の南側には 17 世紀にオランダが築いた要塞が残っており、観光

の高い海に囲まれたこの島には、数多くのダイビ

名所として知られている。

ングスポットがあり、豊富な海洋生物が生息する。

information

島情報
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とは 4000 年前のサンスクリッド語に由来し、
「海の女神」

行き方：ペラ州 Lumutにあるフェリー乗り場からフェリーで約30分。フェリー
乗り場には駐車場あり。
施設：レストラン（３食付き）/ テニスコート / プール
WD.2 Pangkor, 32300 Pangkor Island, Perak
012-501 5360 (WhatsApp)
tigerrock.info
全８室。*12月15日まではリゾートへ直接ご予約を。予約は大人最小人数
２人、最小滞在日数２泊から。

行き方：トレンガヌ州 Merangにあるジェティからプライベート
ボートで約40分。ジェティ周辺には駐車場あり。
*スバン空港からリゾートまでの直行便（Berjaya Air）あり。
施設：レストラン / ビーチバー / ダイブセンター / スパ / プール /
ジム / キッズプレイルーム / カラオケ / タートルラボ（SEATRU）
Redang Island, Terengganu
09-630 8888 / 018-220 3222 (WhatsApp)
thetaaras.com
客室125室とプライベートヴィラ１棟（５ベッドルーム）
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