
新しい魅力発見

セランゴール
多彩な観光コンテンツ・抜群の立地条件で、
コンパクトで新しいツアーを。

セランゴールへようこそ！

マレーシアの中心に位置する魅力あふれる街、セランゴールを代表して、皆様へ歓迎の意をお伝え
します。

セランゴールは、マレーシアの歴史と文化が集約された街として知られており、多民族の背景を反映
した食文化をはじめ、エコロジーや教育に関連する観光産業も確立される等、マレーシアの中で
最も先進的なツーリズムを提供することができます。

2018 年、セランゴールには国内外から730 万人の観光客が訪れました。このうち外国人観光客は
320万人を数え、この素晴らしい記録を支えるのは海外から訪れる観光客であることがご理解いた
だけると思います。ちなみに日本からの観光客は 18 万人を記録しており、今年はさらに 3～5% の
増加が見込まれるなど、セランゴールと日本の距離が加速度的に縮まっていることを私たちは実感
しています。

セランゴールには、あなたの探求心をくすぐる多彩なアトラクションが揃っています。
アミューズメント施設やテクノロジー拠点、歴史遺産、静寂な自然、美しい滝や風景、自然と一体になっ
て過ごせる家　　…

皆様の人生において一度は来ることをおすすめできる場所がここにあります。
素晴らしい時間を過ごせます。そして、それは素晴らしい思い出になるでしょう。

"Discover Selangor, Take me Anywhere!"
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全国の
主要空港から
K L I A へ の
直行 便

KLIAKLIA車で約1時間

車で約30分

車で約2時間 プトラジャヤ

セキンチャン●
ホームステイ

蛍公園● 
スカイミラー● 

バツー洞窟● 　
●テンプラーパークカントリークラブ

クラン●

サイバービュー●
リゾート＆スパ

クアラルンプール
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スカイミラー
日本語サイト

セランゴール州
政府観光局
Facebook

クアラルンプール

プトラジャヤ

NRT－KUL

HND－KUL

K IX－KUL  

CTS－KUL

FUK－KUL   

MH 週12便 ／ JL  週7便 ／
NH 週7便

NH 週7便 ／ D7 週7便

MH 週7便 ／ D7 週7便

D7 週4便 ／ 
OD 週5便(TPE経由)

D7 週4便

クアラルンプールやクアラルンプール国際空港(KLIA)など
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「セランゴール」オススメ新ツアー！
多様なターゲットに合わせたプランニングが可能です

スカイミラー
Sky Mirror

突然現れる、海のど真ん中に浮かぶ「砂の丘」。
サッカー場数百個分にも及ぶ広大な敷地での解放感、そして感動的な写真がだれでも撮れる、マレーシア
唯一無二の観光スポット。３年前に発見され、新しい観光スポットとして世界的に知名度が急上昇
しています。
日本でのツアー販売は昨年から開始されており、ここ半年で SNSで一気に広まり、人気急上場！
※干潮・満潮などによりツアー可能日時が決まっています。詳しくはお問い合わせください。

Access
クアラルンプールから車で約 1時間 30 分でクアラセランゴール ( 乗船場 ) に到着

家族を始め、若年層に絶大な人気を誇り、満足度も非常に高いスカイミラー 。
送迎を含め約半日程度のツアーになるため、バツー洞窟やブルーモスクなど、組み合わせのツアー造成が人気です。

POINT 

クラン
Klang

田舎でもなく、クアラルンプールの都会とも違い、マレーシアの昔ながらのリアルな文化を楽しめる街、
「クラン」。情緒ある古い街並みはセランゴール旧都ならではの魅力が凝縮しています。元州都の為、王宮
文化や多民族文化を感じられる様々な文化的建造物が残っており、街歩きをしながらゆっくりと過ごせ
ます。その他にも、魅力満載のローカルグルメ、マレーシアのリアル・日常が感じられます。
KLセントラル駅から電車1本、車では約 40 時間という利便性で、日帰りツアーとしても最適です。

Access
車：クアラルンプールから車で約 1時間
電車：KLセントラル駅から乗り換えなしで約 50 分

POINT 

家族旅行やマレーシア旅行のリピーター、中年齢層以上の夫婦などに最適。
まだ日本では知名度が低く「知る人ぞ知る」場所のため、新しい提案としてオススメのスポット。
家族旅行やマレーシア旅行のリピーター、中年齢層以上の夫婦などに最適。
まだ日本では知名度が低く「知る人ぞ知る」場所のため、新しい提案としてオススメのスポット。

クアラルンプールから日帰りも可能！気軽に田舎体験

クアラルンプールに近く、日帰り可能な距離のため、気軽に体験できる
マレーシアのホームステイスポット。宿泊や大人数の受け入れも可能です。

ホームステイ in セキンチャン
Homestay in Sekinchan

アクティビティ一例：バティック体験 /ジャングルトレッキング/伝統ゲーム /ハイティーなど

スカイミラーから車で約 30 分のため、スカイミラーとセットの日帰り
田舎体験や、ランチも提供可能です。
スカイミラーから車で約 30 分のため、スカイミラーとセットの日帰り
田舎体験や、ランチも提供可能です。

クアラルンプールから車で約 2 時間 / スカイミラーから車で約 30 分

クアラルンプール近郊でエコツーリズム

熱帯雨林の研究施設を含む自然公園。日本では珍しい南国の植物に囲まれた
ジャングルでのネイチャーアクティビティや、園内でのキャンプなど様々なプロ
グラムが楽しめます。

マレーシア森林研究所 ( フリム )マレーシア森林研究所 ( フリム )
クアラルンプールから日帰りも可能！気軽に田舎体験

ビーチだけじゃない！簡単に立ち寄れるリゾートホテル

クアラルンプール、KLIA、プトラジャヤの主要スポットの近くにあるリゾート
ホテル。ホテル周辺は自然に囲まれているため、静かな空間でプールや
スパなどの充実した施設を利用できます。

サイバビュー リゾート＆スパ

ホームステイ in セキンチャン

サイバビュー リゾート＆スパ
Cyberview Resort & Spa

クアラルンプールとKLIAの中間地点にあるため、ツアー最終日に半日
または終日利用し、ホテルでゆっくり過ごすのがオススメです。
クアラルンプールとKLIAの中間地点にあるため、ツアー最終日に半日
または終日利用し、ホテルでゆっくり過ごすのがオススメです。

クアラルンプールから車で約30分 / KLIA から車で約30分 / プトラジャヤから車で約15分

ビーチだけじゃない！簡単に立ち寄れるリゾートホテル マレーシアの景色を楽しみながら、ゆったりと楽しむゴルフ

未だ手付かずの豊かな自然が残り、コース全域で美しい光景が楽しめます。
ジャンボ尾崎氏によるコースデザインはマレーシアに数あるゴルフコースの中
でも最も美しくチャレンジフルなコースとして知られています。

テンプラーパークカントリークラブテンプラーパークカントリークラブ
Templer Park Country Club

シンボルであるブキットタクン ( 山 )、100 万年の寿命を持つ石灰岩が
美しいフェアウェイと緑豊かな自然に囲まれたゴルフコースです。
シンボルであるブキットタクン ( 山 )、100 万年の寿命を持つ石灰岩が
美しいフェアウェイと緑豊かな自然に囲まれたゴルフコースです。

クアラルンプールから車で約 30 分 / バツー洞窟から車で約 15 分

マレーシアの景色を楽しみながら、ゆったりと楽しむゴルフ

クアラルンプール近郊でエコツーリズム

Forest Research Institute Malaysia(FRIM)

クアラルンプールから車で 30 分の好立地にあり、多彩なプログラムは
修学旅行には最適なスポットです。
クアラルンプールから車で 30 分の好立地にあり、多彩なプログラムは
修学旅行には最適なスポットです。

クアラルンプールから車で約 30 分

人気急上昇中の新スポット！マレーシアで「まるでウユニ塩湖」を体験

マレーシアの文化・歴史を感じるローカルな街歩きが新鮮

Activity

Resort

Nature

Golf

Photogenic

Local 
  Culture

のんびりカルチャーツアー
(1DAY )

中年齢層以上にオススメ！

クアラルンプール

✓ランチに「バクテー」
✓クラン街歩き
✓パンダンケーキ屋さんでお土産

ブルーモスク

クラン

セランゴールの新しい魅力発見！
Discover Selangor

車で約 30 分

車で約 15 分

車で約 40 分

参考所要時間：2 時間

参考所要時間：3 時間

弾丸！フォトジェニックツアー
(1DAY )

若年層にオススメ！  

ブルーモスク

スカイミラー

車で約 30 分

車で約 1 時間 30 分

車で約 10 分

参考所要時間：1 時間 30 分

参考所要時間：3 時間

蛍公園

車で約 2 時間
参考所要時間：1 時間 30 分

※スカイミラーの催行時間によって行程が変わります。

わくわくネイチャー体験
(1DAY )

家族にオススメ！

マレーシア森林研究所

セキンチャン
車で約 2 時間

車で約 2 時間

参考所要時間：2 時間

参考所要時間：3 時間

修学旅行
(1泊2日)

ブルーモスク

スカイミラー
車で約 1 時間 30 分

車で約 30 分

参考所要時間：2 時間

参考所要時間：3 時間

ホームステイ

クアラルンプール

車で約 1 時間 30 分

車で約 30 分

参考所要時間：3 時間

※スカイミラーの催行時間によって行程が変わります。
※スカイミラーは、1度に約 150人まで受け入れ可能です。

参考所要時間：3 時間

1日目 2日目

クアラルンプール

クアラルンプール
車で約 30 分

クアラルンプール

クアラルンプール

クアラルンプール

✓ジャングルトレッキング

✓ホームステイランチ
✓アクティビティ

クアラルンプール
車で約 30 分

✓ディナー
✓宿泊

マレーシア森林研究所

ホームステイ
✓アクティビティ

✓ジャングルトレッキング

家族を始め、若年層に絶大な人気を誇り、満足度も非常に高いスカイミラー 。
送迎を含め約半日程度のツアーになるため、バツー洞窟やブルーモスクなど、組み合わせのツアー造成が人気です。

セランゴールの有名観光スポット

もはや定番！？大人気モスク

ブルーモスク
聖地がカラフルに大変身！

バツー洞窟
人気のエコツーリズムスポット

蛍公園
巨大ウォーターパーク

サンウェイラグーン


