


Penang’s event scene is 
constantly evolving, so look out 
for our bi-monthly ELT What’s 
On supplement for an up-to-
date listing of Events, New 
Restaurant Openings and other 
exciting news!  
ペナンのイベント&最新情報は、 
臨時増刊号『ELT What’s On』 
（隔月発行予定）でお届けします。 
注目イベントや各種プログラム 
スケジュール、新店情報、ホットな 
ニュースはこちらでチェック！

Armenian Street
K.Sato

After the launch of our DISCOVERY Passbook last year, 
we received many, many positive compliments for our 
attempt to give you a more rustic, but ‘pretty’ guide to 
Penang. We’re glad that readers found it fun and useful 
for navigating through the many nooks and crannies of 
Penang. So thank you for all your encourgement and 
feedback! 

In this issue, we’ve got a simple but do-able 3 day itinerary 
for you to follow on Pages 8 - 11. Penang has plenty of 
things to do, but we like to think that our recommendation 
has a bit of everything from history, culture, shopping, 
food, relaxation and nature to keep you happy, and 
ultimately wanting to come back to Penang for more!

The runaway success of the Stamp Rally has us extending 
our FREE Gift reward for this issue, courtesy of the Penang 
Global Tourism. Stamp your Passbook with 10 or more 
stamps found at different attractions throughout the city 
and you can collect a unique souvenir gift at the Penang 
Global Tourism’s Tourist Information Centre on Beach 
Street.

And finally, in response to some comments that getting 
around in Penang can be a bit expensive and difficult, 
we recommend that you try out UBER taxi. Download 
the app through this link and get your first ride at a flat 
rate of RM15. It’s way cheaper than normal taxis! As a 
guideline, it costs around RM10 from Esplanade to Gurney 
Plaza, RM5 from Gurney Plaza to Straits Quay, RM20 from 
Gurney Plaza to Penang Hill and RM15 from Gurney Paza 
to Teluk Bahang.

Disclaimer: The Publishers regretfully cannot be responsible for any delays, 
accidents or services of the providers of the transport providers.

*ご利用の際にはアプリサービス内容等を十分にご確認くださいまた、本誌の
掲載内容により生じたトラブルや損害等については、弊社では責任を負いかね
ますので、あらかじめご了承のうえご利用ください

昨年の『食見楽ディスカバリーパスブック』創刊以来、 
おかげさまでたくさんの方にご利用いただき、応援& 
サポートありがとうございます！これからも、読者の 
みなさんが穴場や隠れ家的な場所を探したり、もっと 
お楽しみいただけるよう、さらにバージョンアップして 
ご案内していきます！

「ペナンには食べたいもの、見たいもの、楽しみたい 
ことがいっぱいありすぎて…どうしよう？！」そんな方 
のために、3日間観光モデルプラン（P.8～11）をご提案。 
歴史、文化、ショッピング、食べ歩きやリラクゼーション、 
そして大自然が満喫できるペナンのイイとこ取り！ 
ペナンがはじめての方も、リピーターの方も、きっと 
ご満足いただけますよ！

創刊号から実施しているスタンプラリー企画がご好評 
につき、今回の第2弾ではスタンプの種類も増えました！ 
また、ペナングローバルツーリズム事務局の粋な計らいで、 
無料グッズも追加！いろいろな場所を訪ねながら、当パス 
ブックに10個以上のスタンプを集めて、お楽しみギフトを 
ゲットしてくださいね。無料グッズの受付は下記にて

PGTツーリストインフォメーションセンター@ビーチ通り

「目的地にすぐに行きたい」「なかなかタクシーが 
つかまらない」そんなときには、配車アプリサービス 
「UBER（ウーバー）」のご利用が便利です*。同アプリ 
をダウンロード、乗車場所や目的地を設定したら、あと 
は到着を待つだけ！定額制で初回乗車料金はRM15。

目的地別の料金目安： 
エスプラネード広場～ガーニープラザRM10 
ガーニープラザ～ストレーツ・キーRM5 
ガーニープラザ～ペナンヒルRM20 
ガーニープラザ～テロッ・バハンRM15

Theatres & Exhibitions シアター&エキシビジョン
penangpac, Hin Bus Depot, Dewan Sri Pinang, The Star @ Pitt Street

ペナンpac（ペナン・パフォーミングアーツ・センター）、ヒン・バス・デポ、 
デワン・スリ・ピナン、『スター紙』ビル@ピット通り

Art Galleries アートギャラリー
Penang State Art Gallery, Alyssa Galeri, The Art Room@Straits Quay,  
China House, a2 Gallery, Yahong Art Gallery, Galeri Seni Mutiara 

ペナン州立博物館／アートギャラリー、アリッサギャラリ、 
ジ・アートルーム@ストレーツ・キー、チャイナハウス、a2ギャラリー、 
ヨハン・アートギャラリー、ギャラリ・セニ・ムティアラ

Places of Worship, Clan Houses & Attractions  
その他見どころ
Kuan Yin Teng, Kapitan Keling Mosque, Sri Mahamariamman,  
St. George’s Church; Armenian Street, Beach Street, Chowrasta 
Market, Hanjiang Temple, Khoo Kongsi, Cheah Kongsi, Kek Lok Si, 
Sleeping Buddha, Snake Temple, Penang Hill, Sun Yat Seng Base, 
Teochew Puppet Museum, Blue Mansion, Kapitan Keling Mosque

＜ハーモニー通り＞観音寺、カピタン・クリン・モスク、スリ・マハ・マリアマン 
寺院、セントジョージ教会、アルメニアン通り、ビーチ通り、チョウラスタ市場、 
漢江祖廟、邱公司、謝公司、極楽寺、寝釈迦仏寺院、ヘビ寺、ペナンヒル、 
孫文の拠点地、潮藝館・テオチュウ・パペットミュージアム、ブルーマンション

Museums ミュージアム
Pinang Peranakan Museum, State Museum, War Museum,  
Wonderfood Museum, 3D Trick Art Museum

ピナンプラナカン博物館、ペナン州立博物館、戦争博物館、 
ワンダーフード・ミュージアム・ペナン、ペナン3Dトリックアートミュージアム

Whether you’re in Penang for 3 days or 3 weeks, 
there are plenty of things to see and do. But don’t 
just take our word for it, have a look at who’s been 
rating and raving about Penang! 

3日間でも3週間の滞在でも…ペナンには見たいもの、
したいことがたくさん！さまざまな人気旅行先ランキン
グでも高く評価されています

St.George’s 
Church

K.Sato

Listed in Los Angeles Times as one of the 
16 Must-Visit Destinations in 2016 
「2016年に訪れたい旅行先16選」（ロサンゼルス・タイムズ）

Ranked No.1 in Forbes’  
Ten Best Budget Travel Destinations for 2016
「格安旅行先人気ランキングベスト10 第1位」（フォーブス）

Ranked 4th in Lonely Planet’s  
Top 10 Cities to visit in 2016
「2016年に訪れるべき都市トップ10 第4位」（ロンリープラネット）

Download the UBER app here! 
UBERアプリをダウンロード！
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Artworks of Penang architecture by Japanese artist Katsuhiro Sato.  
For viewings and purchase of original paintings, please contact him at   
017-410 9063 or uldksato@yahoo.co.jp

本紙掲載のスケッチは、ペナン在住の建築家で画家の佐藤勝泰さんの作品です。 
スケッチに関するお問合わせは Tel: 017-410 9063、 
Eメール:uldksato@yahoo.co.jp までご連絡ください。

All rights reserved. No part of this map may be reproduced in any form or  
by any mean without the expressed permission in writing from the Publisher.  
本誌記載の記事、スケッチの無断転載・複写を禁じます。

Editorial 
編集部からのメッセージ
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ペナンは1786年に英国統治下におかれ、1957 年にはエリザベス 
女王より市の地位を与えられました。1970年代にクアラルンプール 
が市と宣言され、州内の統合・再編成によりペナン島地区（MPPP） 
に降格されましたが、2014年にはペナン市政府（MBPP）に昇格、 
58年ぶりの市制復帰を果たしました。このように市の地位を二度 
も与えられた都市というのは、おそらくペナンだけです。

ほかにも、ペナンは世界には誇るべき“初めて”があるんですよ。 
まず、半島と島を結ぶ2つの橋が初めて建設されたこと。第2大橋 
は全長26キロにも及び、東南アジアでは最長の橋です。つぎに 
1972年、国内で初めてフリー・トレード・ゾーン（自由貿易地域） 
が設置されたこと。そして2008年には、ジョージタウンが 
「マラッカ海峡の歴史都市群」としてマレーシアで初めてユネスコ 
世界文化遺産に登録されました。

Penang at a glance 
ペナンマップ

As you go about town, look out for our 
specially designed stamps to fill this 
Passbook and take it home as a souvenir!

If you collect more than 10 stamps, you can claim 
a FREE Gift from the Tourist Information Centre on 
Beach Street, courtesy of the Penang Global Tourism.

Souvenir Gift Redemption 
スタンプラリーに参加して記念品をゲット！

さぁ、さっそくペナンの街へでかけましょう！ 
パスブックをELTオリジナルスタンプで 
いっぱいにして、お持ち帰りくださいね！

Founded in1786 by the British, Penang was in fact was 
first recognised as a city in 1957 by Queen Elizabeth even 
before the capital Kuala Lumpur. But it ‘lost’ that status 
in the 1970s, and only had its city status reinstated in 
2014. This makes Penang the only city ever to have been 
granted a city status twice!

Penang boasts other notable firsts - it is the first to 
have two bridges linking the island to the mainland - the 
second bridge is recognised as the longest suspension 
bridge in S.E. Asia at 26km long. Its the first in the country 
to set up a Free Trade Zone in 1972 and the first UNESCO 
World Heritage Site for Culture in Malaysia (2008).

Penang State consists of Penang Island and Province 
Wellesley (old name) or Butterworth on the mainland. 
It’s home to 1.67 million people and is the only state 
where it is predominantly Chinese. 
ペナン島と対岸のウェルスレー地方（旧名）のマレー半島
西海岸北部バターワースから構成されるペナン州全体の
人口は約167万人で、国内で唯一、中国系住民の占める
割合が高い州です。

City Hall 
ペナン旧市庁舎

Armenian Street 
アルメニアン通り

Amazing World Studios 
アメージング・ワールド・スタジオ

Khoo Kongsi  
邱公司

Clan Jetties  
クラン・ジェッティー

Sun Yat Seng base  
孫文のペナン拠点地

Penang Ferry Terminal  
ペナン・フェリーターミナル

Cheah Kongsi  
謝公司

Kuan Yin Teng  
観音寺

Kapitan Keling Mosque 
カピタン・クリン・モスク

Campbell St Market  
キャンベル通り市場

Chendol Shop  
チェンドルのお店

Entopia  
エントピア

The Habitat Penang Hill 
ハビタット・ペナンヒル

Tropical Fruit Farm 
トロピカル・フルーツファーム

Tropical Spice Garden  
トロピカル・スパイスガーデン

Straits Quay 
ストレーツ・キー

Central Fire Station  
中央消防署

Clock Tower  
ビクトリア女王の時計台

Sri Mahamariammam 
Temple 
スリ・マハ・マリアマン寺院

Penang State Museum  
ペナン州立博物館

St George’s Church  
セントジョージ教会

Map 1 Map 3 Map 5

Map 6

Other

Map 4

Map 2

Pg 4

10個以上スタンプを集めると、無料グッズを差し上げます！ 
受付場所：PGTツーリストインフォメーションセンター 
 @ビーチ通りのホワイトアウェイズ  
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Street Map of George Town 
ジョージタウン
　　　ストリートマップ

The growth of Penang literally began from the North-
Eastern tip of the island when it was claimed on behalf of 
the British East India Company in 1786, and by extension, 
King George III. Fort Cornwallis now stands where its 
founder, Sir Francis Light first planted the British flag. He 
then moved deeper inland by famously firing a cannon full 
of gold coins into the jungle to incentivise the locals to 
clear the land for development.

The Penang you see today is a physical evidence of how the 
outpost grew to accommodate its growing, diverse ethnic 
population, as well as its role and importance as a colony of 
the British Empire.

Maps of Penang 
ペナン街歩きマップ
The DISCOVERY Passbook features numerous 
beautiful and useful maps for walking tours that 
includes history, culture and gastronomical highlights!
歴史的・文化的に豊かなペナンの見どころや食べ歩き 
スポットを見やすく使いやすい地図でご紹介しています！

 Colonial Heritage pg14  
 コロニアル建築の街並み

  Beach Street pg16 
 ビーチ通り 

 Cultural Co-existence pg22 
 多文化が息づく街 アルメニアン通り周辺

  Penang Road pg24 
 ペナン通り

  Clan Jetties/Weld Quay pg28 
 クラン･ジェッティー／ウェルド･キー

 Natural Heritage pg32 
 自然遺産エリア

In awarding the UNESCO Heritage status, 
Penang has been since zoned into the 
Core & Buffer Areas to help protect the 
tangible assets of Penang.

ユネスコ世界文化遺産に登録された 
ジョージタウンは、その保全のために 
資産（プロパティ＝コアエリア）と 
緩衝地区（バッファーゾーン）の 
2つの遺産区域に分けられています。

1786年、ペナンはイギリス東インド会社に譲渡され、島の北東先端 
部から栄えはじめ、中心街は英国王ジョージ3世にちなみジョージ 
タウンと名づけられました。総督フランシス・ライトがこの地に 
初めて上陸し、英国旗を立てた場所には現在、コーンウォリス要塞 
があります。また、総督は茂みに覆われた島の奥地まで開拓する 
ために、金貨をつめてジャングルに向かって大砲を放ち、草木を刈り 
込む労働者たちが、まかれた金貨を見つけようとさらに精をだして 
働くよう仕掛けたといわれています。

大英帝国にとって重要な役割を果たしたペナン。そして多種多様 
な民族や文化融合を織りなす現在の街の姿こそが、“ペナンらしさ 
そのもの”というわけなんですね！

Map 1

Map 2

Map 3

Map 4

Map 5

Map 6
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Kapitan Keling Mosquw
K.Sato

Start your day with a tour that brings you to the very beginning of Penang 
- the Colonial Heritage as found in and around Light Street, and walk 
westwards towards Penang Road. Don’t forget to show your Passbook 
for your entrance discount when you take an air-conditioned breather at 
the Penang 3D Trick Art Museum on Penang Lane just across the road 
from the Esplanade. Collect 3 stamps this morning for the Penang State 
Museum, St George’s Church and City Hall. 

A little further, you can also visit the Blue Mansion (guided tours at 11am 
& 3pm) and the Protestant Cemetery (weekend guided tours 9am) 

Start your 2nd day on Beach Street - Penang’s second oldest road 
and marvel at the huge range of architectural styles and marvelous 
buildings from the 1800s. Then connect onto Armenian Street for the 
quaint feel of Penang’s most famous side-street, as well as places 
of worship for Christians, Muslims, Hindus and Chinese all on the 
Masjid Kapitan Keling Road! If it gets too hot, grab a ice-ball or 
bubble tea from the road-side vendors or pop into one of the many 
coffeeshops in the vicinity. 

Little India with throbbing Bollywood music and burning incense 
will keep you stimulated if you take a detour at Lebuh Pasar. Here 
is where you get the best and most complete example of all the 
different achitectural styles of shophouses found in Penang.

街めぐりのスタートは、コロニアル建築の街並みが残るライト通り周辺とペナン通り 
に向かって西へ歩くルート。エスプラネード広場から道をわたってすぐのペナン・ 
ストリートにあるペナン3Dトリックアートミュージアムでは、当パスブックを持参 
して入館時に見せると、読者割引特典が受けられます。午前中に、ペナン州立博物館 
とセントジョージ教会、シティホールの3つのスタンプを集めてしまいましょう！

少し離れていますが、ブルーマンション（ガイドツアー：午前11時と午後3時）や 
プロテスタント墓地（週末ガイドツアー：午前9時）に足をのばしてみるのもおすすめ。

本日はペナンで2番目に古いビーチ通りからスタート。ここから、ユニークで 
魅力的な雰囲気が感じられるアルメニアン通りをぬけて、カピタン・クリン・ 
モスク通りへと向かいます。通称“ハーモニー通り”といわれるだけあって、 
キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、仏教、儒教など多彩な文化や宗教が 
共生・融合し、美しい調和をみせています。灼熱の太陽の下、歩き疲れたら 
屋台のカラフルなアイスボール（かき氷）やバブルティー（タピオカドリンク）、 
昔ながらのコピティアム（茶室）でクールダウンしてくださいね！

パサール通りに回り道すれば、そこはノリのいいボリウッド音楽が鳴り響き、 
エスニックなインドのお香が薫るリトル・インディア。また、この辺りには 
いろいろな建築様式の建物があり、ペナンで最も見応えのある場所です。

Day Itinerary Guide

to what to Eat, Look and Enjoy in Penang!

3 ペナンで
「食べて

」「見て
」「楽し

む」ため
の

3日間観光モデルプラン！

After lunch, look up along Penang Road and spot KOMTAR - Penang’s tallest building 
and the seat of Penang’s State government. Along the way, you MUST try the famous 
Teochew Chendol that has the rich and famous lining up like everyone else for their 
delicious thirst quencher. Shop for souvenirs here at the Chowrasta Market or head 
to the shopping malls in Gurney for a bit of retail therapy before dinner.

$ $ $ Thirty Two @ the  Mansion or E&O Hotel at Lebuh Farquhar;  
$ $ Coffee Atelier, Muntri House or Inches at Muntri Street;  
$ May Garden (Penang Rd), See Kong Ooi on Transfer Road. 

ランチの後、ペナン通りを進んでいくと見えてくるのがぺナンで一番高い、 
州政府オフィスのあるコムター。途中、左手細い路地裏に人だかりができて 
いる有名なチェンドル屋台は絶対にハズせませんよ！喉の渇きを癒したら、 
チョウラスタ市場でおみやげ探しをしたり、ガーニードライブのショッピング 
モールで、ディナーの前にマッサージでリラックスしてみては。

$$$サーティートゥ・アット・ザ・マンション、E&Oホテル@ファーカー通り 
$$コーヒーアトリエ、ムントリハウス、インチズ@ムントリ通り 
$メイガーデン・パレスレストラン@ペナン通り、西公園飯店@トランスファー通り

$$カライクディ@パサール通り　チャイナハウス、コジー・イン・ザ・ロケット 
@ビーチ通り　ジャウィハウス、ロング・バー@アルメニアン通り $ミー・ママッ 
@アルメニアン通り屋台／カピタン・クリン・モスク通りの角の店　$$$クバヤ・ 
ニョニャレンストラン@スチュワート通り　またはアイル・イタム方面、スンガイ 
ピナン川近くに佇む英国人総督の元邸宅サフォークハウスで、ランチや 
アフタヌーンティーはいかが。

Colonial Heritage Tour コロニアル建築の街並み散策

Beach Street & 

Cultural Coexistence

ビーチ通り&多文化が息づく街

Refer to Map 1&4- Page 14&24 マップ①④ P.14・24参照

Refer t
o Maps

 2&3- 
Pages 1

6&22 

マップ②③ P.16・2
2参照

$ $ Karaikudi on Lebuh Pasar, China House, Cosy in the Rocket on Beach 
Street, Jawi House or Long Bar at Armenian Street; $ Mee Mamak from 
the street vendor at Armenian /Masjid Kapitan Keling street corner.  
$ $ $ Kebaya Nonya restaurant on Stewart Lane or if you’re heading to 
Air Itam next, then indulge a bit at the Suffolk House- the old Governor’s 
House located by the Sungai Pinang river - 

Standard Chartered BankK.Sato
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Cheong Fatt 
Tze Mansion

K.Sato

チョン・ファッツィー・マンション

スリ・マ
ハ・マ

リアマン寺院

カピタン・クリン・モスク

スタンダード・チャータード銀行

観音寺

コムター
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Coastal Trail
自然&ビーチエリア

Get up bright and early to enjoy a refreshing drive along the Northern Coast of Penang. 
Learn about the Spice Trade that put Penang on the map at the Tropical Spice Garden 
while listening to the audio guide. (ELT Passbook holders enjoy 20% discount).  
Other attractions such as Craft Batik, Entopia by Butterfly Farm, Escape Adventure 
Land, Tropical Fruit Farm and nature reserve with sea turtle hatcheries can also be 
found in Teluk Bahang.
最終日は少し早起きをして、島の北側へ、爽やかな潮風を感じながら海岸沿いをドライブ。 
トロピカル・スパイスガーデンでは、オーディオガイド（当パスブック読者割引特典20％オフ）
で薬用植物やペナンの香辛料貿易について学んでみてくださいね。のどかな雰囲気が残る 
漁村テロッ・バハン周辺には、クラフト・バティック、エントピアbyバタフライファーム、 
エスケープ・アドベンチャーランド、トロピカル・フルーツファームのほか、ウミガメ保護区の 
ある国立公園など、みどころもいっぱい！

Drive to Balik Pulau for a glimpse of rural Penang, Durian farms and amazing 
views of the Andaman Sea, or make a U-turn back to Batu Ferringhi for an 
afternoon beach walk after you’ve dropped the kids at the Adventure Zone 
at Golden Sands hotel, tea-time by the sea, relaxing spa treatments before 
cocktails and dinner at a beach front hotel!

ジョージタウンの喧騒からは想像もできないような田園風景が広がるバリ・プラウ。特産 
のドリアン栽培をする農園が多く、高台から眺めるアンダマン海は絶景！夕暮れ時には、 
ビーチリゾートのバトゥ・フェリンギに戻って海辺を散歩したり、ゴールデンサンズリゾート 
のアドベンチャーゾーンにキッズを預けてビーチ沿いのホテルでお茶したり。カクテルや 
ディナーの前にホテルのスパでゆったりと至福のひとときを！

Monkey Tree at Tropical Spice Garden, Kampung fare at Teluk 
Bahang village, or head up to Balik Pulau for laksa/hokkien mee. 
モンキーツリー@トロピカル・スパイスガーデン　テロッ・バハン村 
のローカルごはんやおやつを楽しんだり、ペナン名物のアッサム 
ラクサやホッケンミーなら島の西側バリ・プラウへ！

Refer to Ma
p 6- Page 3

2 マップ⑥ P.32参照

アイル・イタムにある極楽寺へ向かいましょう。すべて
寄付で建造された当寺院の最大のみどころは、中国・
タイ・ビルマの3様式に影響を受けた7層から成るパゴダ
と穏やかな表情の美しい巨大観音像です。こちらへは
タクシーで。

午後4時以降は、それほど人の多くない時間帯の島中央
部に横たわるペナンヒルがおすすめ。1923年のケーブル
カー開業当時に比べると、今はその約半分の時間で到
着する標高約800メートルの頂上付近は空気もひんやり
と涼しく、眼下にはジョージタウンの街並み、そして対岸
のバターワースまで一望できます。丘の中腹には、1977
～2010年まで使われていたトラムが、ペナン州立博物館
入口には木製のレトロな初代トラムが展示されているの
で要チェックですよ。

Head towards Kek Lok Si - or the Pagoda of Ten thousand Buddhas in Air Itam. 
Built entirely from donations, the eclectic mix of styles and dedications is remnant 
of the influencing forces of its interesting heritage and past. Get there by taxi.  

After 4pm, Penang Hill tends to be less busy, so you can take the Funicular  
(cabled tram) up Penang Hill to enjoy the cool air 800+metres above sea level.  
The electrified Funicular has air-conditioning and now takes half the time to get 
to the summit as compared to the old trams that was used to ply this route since 
1923. You can see the original wooden trams with 1st & 2nd class compartments 
at the Penang State Museum, but on the way up, you can also see two 
decommissioned trams that were used from 1977-2010.

From an unbeatable perch atop Penang’s highest point, The Habitat 
commands not only a sprawling view of the entire island, but it also 
gives you a view of the ancient rainforest reminiscent of the by-gone 
era. Indeed, their Nature Trail retraces the colonial track that was long 
forgotten, but is now completely revamped with beautiful colour-
themed gardens and evidences of thoughtful eco-conservation 
efforts throughout this fascinating park. 

Up until September 2016, visitors get to enjoy the cooler and pristine 
environment at a special promotional rate of RM20 for adults and 
RM10 for children; come in a family of 4 and pay only RM50! Make 
sure you join the complimentary nature tour. In the near future you 
can book your place for a spectacular sunset tea from the giant swing 
for a unique encounter with nature! 

Once the park is officially launched in September, look out for the 
highly anticipated The Habitat Canopy Walk, and the sky-high TreeTop 
Walk, that will be the highest public viewing platform in Penang, 
overlooking the hilltop residence of ex-Colonial Governors. Thanks 
to the Habitat, now you don’t need to be a monkey or a bird to enjoy 
nature’s vantage point!

そのペナンヒルのてっぺんにあり、ここからは島全体の景色を見下ろせるだけ 
でなく、太古の熱帯雨林も見渡すことができます。長きにわたって忘れ去られて 
いた統治時代の自然トレイルをたどれば、環境保護に配慮しながらも、まったく 
斬新で素晴らしいテーマガーデンだということを感じさせてくれますよ。

2016年9月までは、特別割引料金の大人RM20、子どもRM10で入園できます。 
お子さま2名の4人家族ならRM50！ネイチャーツアーが楽しめるほか、新しい 
アトラクションも準備中で、大自然のなかにある大きなブランコから見事な夕陽 
が眺められるようになるそう。楽しみですね！

How to get there: take the Funicular train to the top station 
of Penang Hill, follow the trail past Pos Malaysia and the 

entrance is further up on the left.
行き方：ペナンヒルケーブルカーで頂上駅へ。郵便局を目印に進み、 
左側を上がったところが入口です
 04-826 7677 

 Open Daily 10am - 6pm 
(except Tues & Wed until October)  
午前10時～午後6時 無休 
(10月までは火・水曜休）

Once up in Penang Hill, let your 
eyes follow the two Penang 
bridges to mainland Penang - 
previously known as Province 
Wellesley or Butterworth. 
But to see all the way to the 
island of Langkawi, you will 
need to walk a bit to the other 
side of the hill, where another 
astonishing view awaits you. 
ペナンヒルに上がれば、 
かつてはウェルスレー地方 
として知られていた対岸の 
半島バターワース、そして 
そこに架かる2つのペナン 
大橋が目に入ってきます。 
ランカウイ島側の景色を 
眺めるには、丘の反対側へ。 
こちらにも、また目を見張る 
ような光景が広がっています。

The Habitat Penang Hill ハビタット・ペナンヒル

9月に正式オープン予定のこちらのみどころは、公共の場 
としてはペナンで一番高いところにあるハビタット・キャ 
ノピーウォークや高～いツリートップウォーク、そして丘の 
上の統治時代の政府高官旧邸宅も見晴らせます。これまで 
は、おサルさんや鳥たちが独り占めしていたハビタット 
（＝動植物の生息地）の絶景ポイントですが…もう、そうは 
させませんよ～！

Kek Lok Si @ Air Itam  
ケーロックシー（極楽寺）@アイル・イタム

10 11



One of the best ways to spend Sundays in Penang is to 
go for a walk to savour the fresh morning breeze and a 
nice long brunch! Popular but easy ‘trails’ include a walk 
along Gurney Promenade and then pop in for a Bak Kut 
Teh brunch, or stroll along Straits Quay Promenade and 
grab your fresh pastries and coffee! 
Straits Quay, the very first seafront retail marina in 
Penang aptly enhances the experience of 
‘living by the sea’.
A hive of activity during festive celebrations, the retail 
marina also features an array of dining and retail outlets 
from boutiques, bistros and seafood restaurant, to 
seaside cafes, bars, boat rides, an exhibition hall and a 
learning centre. 
Shoppers can also take a stroll along the panoramic 
seafront promenade and marina or catch their favourite 
theatrical show at the performing arts centre.  
Straits Quay is a must-visit destination for locals and 
tourists, offering a unique festive marina lifestyle like no 
other in Penang.

爽やかな朝の澄んだ空気のなかウォーキングしたり、のんびりと 
ブランチを楽しむのがペナンでの日曜の一番の過ごし方！ 
お決まりのコースは、ガーニードライブの遊歩道を散歩して、 
バクテー（肉骨茶）でブランチ。そして、ストレーツ・キーの海沿い 
の遊歩道を歩いたあと、焼きたてのパンとコーヒーというのも 
いいですよ！

ストレーツ・キーは、“海のそばでの暮らし”をより豊かにする 
ペナンではじめてのマリーナ施設です。

活気あふれるさまざまなイベントがおこなわれ、ブティックや 
ビストロ、シーフードレストラン、シーサイドカフェなど 
ショッピングやダイニング店舗も充実しているほか、 
クルーズ乗船、展示会場、カルチャー教室まで揃っています。

海沿いの遊歩道やヨット 
ハーバーからのパノラマ 
風景は素晴らしく、ペナン・ 
パフォーミング・アーツ・ 
センター（ペナンpac）では 
演劇やステージショーを 
お楽しみいただけます。

ペナンではここでしか 
体験できない“マリン 
ライフスタイル”を実感 
していただくためにも、 
ぜひストレーツ・キーへ 
お越しください。

www.straitsquay.com

Stra
its Quay | ストレーツ・キー

@
inform

ation counter 当インフォメーショ

ン
カ
ウ
ン
タ
ー

Early Sunday Morns... 休日の朝は・・・
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LEBUH LIGHT

LEBUH BISHOP

LEBUH FARQUAR< To Map 04 & 06

To Victoria Clock Tower & Map 02 >

MA
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Colonial Heritage
コロニアル建築の街並み
Penang was first under the control of the British East 
India Company, but it was only after the Penang Riots 
in 1858 that Britain instituted formal rule over Penang 
as a colony of the British Empire. Buildings of municipal 
offices and services began in earnest, leaving Penang 
with some imposing legacy of its colonial past. 

当初、イギリス東インド会社の管理下に 
おかれていたペナンが正式に大英帝国の 
直轄植民地となったのは、1858年に起きた 
暴動の後でした。役所や公共サービスなども 
本格的にはじまり、今も残るそれらの建物。 
そのような過去が、ペナンに素晴らしい 
遺産をもたらしたのです

地
図

C
o
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n
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ag
e

Church of the 
Assumption (1861) 
聖母被昇天大聖堂 
Built by Eurasians 
who followed  
Francis Light to 
Penang
フランシス・ライトに
続きペナンにやって
きたユーラシアンに
よって建てられました

Penang State  
Museum (1896) 
ペナン州立博物館
Originally built for Penang 
Free School - the oldest 
school in S.E Asia.
東南アジで最初に 
つくられたペナン・フリー
スクーの校舎として建て
られました

Supreme Court Building 
ペナン高等裁判所 (1903)
This location can be considered as 
the birthplace of Malaysia’s legal 
system with over 200 years history.

このパラディオ様式の 
建物は、200年以上に 
わたって法務全般を
つかさどってきた
マレーシアの法律に
密接に関連した
場所です

St George’s Church  
セントジョージ教会 (1818)
The oldest Anglican church in  
Southeast Asia and the only 
surviving building built with funds 
from the East India Company.
東南アジア最古の英国国教会
で、イギリス東インド会社から
の基金で建てられた唯一現存
する貴重な建物です

Old Government 
House & Convent 
Light Street School

政府高官旧邸宅& 
ライトストリート 
修道会 (1789)

Logan 
Memorial  
ローガン・
記念碑 
(1873) 

Koh Seang Tat fountain 
辜尚達の噴水(1883) 

Donated by 
philanthropist and 
grandson of Penang’s 
first Chinese Kapitan 
Koh Seang Tat.
ペナン初のカピタンチナ
(中国人コミュニティの
長）の孫で博愛主義者
の辜尚達によって寄付
された噴水

Areca Books  
アレカ  
ブックス

State Assembly Building
州国会議事堂

City Hall ペナン旧市庁舎 (1903)
Still a working office of the Penang 
Municipal Council.
ペナン屈指のビクトリア様式の 
建物で、現在は市議会場として 
使われています

Town Hall タウンホール (1883)
Beautiful wood-panel ballroom with 
quaint chandeliers.
古風な趣のあるシャンデリアが魅力的
な美しい板張りの舞踏会場は、社交場
として使われていました

Cenotaph / War Memorial 戦没者慰霊碑 
(1929, rebuilt 1948)
A memorial to the fallen victims of WWI
第一次世界大戦による犠牲者を慰霊する 
ため1929年に建立され、現在のものは
1948年に再建されました

Fort Cornwallis  
コーンウォリス要塞

Francis Light set up 
the British East India 
Company Settlement 
in 1786.
1786年にフランシス・ 
ライトが初上陸し、 
イギリス東インド会社が 
置かれた場所です

Esplanade エスプラネード広場

Traditionally a space left for military 
purpose, this green pasture was more 
generally used as a cricket ground  
during the colonial days.
イギリス人によって、クリケットや軍隊 
パレードをおこなうグラウンドとして整備 
されたもので、海に面した遊歩道があり、 
眺めのよい景色が見渡せる緑に覆われた 
広場です

Penang State Museum  
ペナン州立博物館

St Georges Church 
セントジョージ教会

Lebuh Penang 
ペナン・ストリート

コ
ロ
ニ
ア
ル
建
築
の
街
並
み

@
 ticket counter 当チケットカウン

タ
ー

Pe
na

ng State Museum | ペナン州立博

物
館

City Hall | ペナン旧市庁舎

St G

eorge’s Church | セントジョージ

教
会

@ Areca Books アレカブック

ス

@
 Trick Art Museum  トリックアートミ

ュ
ー
ジ
ア
ムSt Xaviers 

Institution 
聖ザビエル 
学園 (1852,  
rebuilt 1954)
Used by the 
Japanese Marines 
during the war, it 
was completely 
destroyed by  
Allied bombers.
もとの建物は 
1858年に建てら 
れましたが、 
戦争中に日本海軍 
の宿舎となり、 
連合軍の爆撃により 
完全に破壊された 
ため、1954年に 
再建されました

MAP

01

Penang 3D  Trick Art Museum  

ペナン3D トリックアートミュージアム

Realistic 3D art murals that will 
have you jumping in to take amazing 
souvenir photos!
不思議がいっぱいの視覚トリックを 
体感しながら、エキサイティングな 
写真をおみやげに！

 10 Lebuh Penang, George Town  
 04-263 1628 
 Open Daily 9am–6pm;  
weekends till 8pm  Note: Last entry  
1 hour before closing time.
午前9時～午後6時（週末は午後8時まで、 
入館は閉館1時間前まで）無休

Usual Price 
通常料金:  
Adults 大人  
RM25/ RM15*   
Child 子ども 
RM15/ RM10*  
*Mykad holders only 
(MyKad保持者のみ）

DISCOVERY DISCOUNT
パスブック読者割引特典 
Fixed rate 特別料金:  
Adult 大人 RM15 
Child 子ども RM10
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BEACH STREET First stretch of tarred road in Penang (1894)< To Map 03
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As Penang’s second road built in 1786, 
Beach Street was, and still is, known as 
‘Street of Banks’ for the sheer number of 
financial houses that line the road. Come 
see some of the finest eclectic colonial 
architecture of Penang here!

1786年にペナンで2番目にできたビーチ通り 
(パンタイ通り）は、今も銀行が建ち並ぶ 
金融街として知られています。 
この見事な東西折衷スタイルのコロニアル 
建築の街並み散策をお楽しみください！

Why is Beach 
Street not straight? 
ビーチ通りがまっすぐ
ではない理由は？
Because it used to follow the 
coast, with the sea literally on 
the side of the road.

その通り名からもわかるように 
“海岸線に沿ってつくられた道” 
だからです！

Queen Victoria Clock Tower  
ビクトリア女王の時計台 (1902)  
Look closely, cos it’s tilted to 
one side due to damage during 
the war.
第二次世界大戦中の爆撃で生じた
わずかな傾きが見られるものの、
今も静かに時を刻んでいます

Immigration Office 
移民局 (1880) 
Originally the 

Central Police 
Station.

もとは中央警察署
だった建物

Standard Chartered Bank 
スタンダード・チャータード銀行 (1875)
The oldest bank branch in Malaysia, this 
building was built in 1930
マレーシアで最も古い銀行の支店として
1875年に開業した古典主義建築のパラ
ディアンとアールデコ様式が特徴の建物
は、1930年に建てられたものです

Logan House (1880) 
ローガンハウス
Classic central 
archway for horse-
carriages to enter
クラシックな中央 
の馬車用アーチが 
中庭まで続く建物 
には、現在さまざま 
な飲食店が入って 
います

Old OCBC Bank 旧OCBC銀行 (1938)
Built in the Shanghai Art Deco façade in 
grey Shanghai plaster, notice its original 
logo with the Chinese Junk.
灰色の上海風石膏の上海アールデコ 
様式の建物正面には、オーバーシー・ 
チャイニーズ・バンキング・ 
コーポレーションのオリジナルロゴ 
「ジャンク船(中国式帆船）」 
がついています

1886
is the oldest commercial building on 
Beach Street and was the first emporium 
for the Non-white residents of Penang. 
Note the beautiful French windows with 
cast iron balconies that survived WW2, 
which would have otherwise been melted 
down to make weapons.
ビーチ通りでは一番古い商業ビルで、 
ペナン在住の非白人向けの最初の商業 
施設でした。武器を造るために溶かして 
利用されていたかもしれない世界二次 
大戦で生き残った美しいフランス窓の 
鋳鉄製バルコニーにもご注目ください！

Pinang Peranakan Mansion/
Former Chung Keng Kwee Mansion
ピナン・プラナカン・マンション／

チュン・ケンキー旧邸宅

Tourist Information 
Centre @ Whiteaways 
PGTツーリスト 
インフォメーション 
センター 
@ホワイトアウェイズ
The building 
previously housed 
Whiteaway, Laidlaw 
& Co - an emporium 
for upper class 
Europeans and was 
known as ‘Selfridges 
of the East’.
ホワイトアウェイズ& 
レイドロー ゼネラル 
ストアの建物は当時、
上流階級のヨーロッ
パ人が集まり、“東
のセルフリッジ百貨
店”(イギリスの高級
百貨店）としても知ら
れていました

Islamic Council Building  
イスラム評議会ビル (1909)
Originally the seat of British Colonial 
Government, now only 1/5th of its 
original size due to damage during 
the war.
イギリス統治時代には政府所在地で、
第二次世界大戦中の爆撃によってダメ
ージを受けたため、現在はもとの建物
の五分の一の大きさになっています

HSBC Bank (1948)  
香港上海銀行 
Neoclassical 
Shanghai Art Deco
第二次世界大戦 
後に再建された 
建物のひとつで、 
新古典主義・ 
上海アールデコ 
調の様式が取り 
入れられて 
います

ABN Amro Bank  
ABNアムロ銀行 
(1905) 
Houses the Royal 
Bank of Scotland.
この新古典主義様式
の建物は現在、 
ロイヤルバンク・ 
オブ・スコットランド 
（RBS）になって 
います

India House (1937)  
インディアハウス
Built in the Indian  
Art Deco style,  
look for the bronze 
elephant’s head  
under the name.
インドのアールデコ 
様式の建物で、 
ビル名の下には 
ブロンズ製の象の 
頭がついています

AIG/TTS Building 
AIG/TTS ビル(1920)
Called TTS Building 
after Thio Thiaw Siat, 
he is better known 
as Cheong Fatt Tze 
(owner of the Blue 
Mansion).
ブルーマンションの
所有者で、チョン・
ファッツィーの名の
ほうがよく知られて
いる Thio Thiaw 
Siatのアルファベッ
トからTTSビルと 
呼ばれています

Rice Miller 
ライスミラー
Potentially 
Penang’s most 
expensive real 
estate property.
もとは大富豪の 
米商人米倉庫 
があった場所で、 
現在再開発中の 
建物。ペナンでは 
最高値の不動産 
物件といわれて 
います！

CIMB Bank/ 
Ban Hin Lee  
Bank Building  
CIMB銀行/ 
バンヒンリー 
銀行ビル (1935)

Yeoh Kongsi
杨公司

Wonderfood
Museum
ワンダーフード・
ミュージアム

Karaikudi 
カライクディ

George Town Dispensary  
ジョージタウン診療所 (1923)
The HQ of Penang’s largest and most 
successful pharmacy set up by an 
Armenian doctor.
アルメニア人医師によって開業された 
ペナンでもっとも大きく、そして成功を 
収めた薬局の本店。ジョージタウン 
診療所は、ジョージタウンファーマシー 
として残っています

Ministry of  
Tourism Malaysia  
マレーシア 
政府観光局 @
 M

inistry of Tourism Malaysia マレーシア
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@
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Wonderfood Museum 

ワンダーフード・ 

ミュージアム

Look, touch and feel everything you 
need to know about Penang food and 
more, before you embark on your 
gastronomical journey in Penang!
見て、触れて、感じて・・・美食の街 
ペナンがぎゅ～っと詰まったコチラ 
で、まずは腹ごしらえ？！本物が食べ 
たくなって、ペナンの街歩き&食べ 
歩きがもっと楽しくなりますよ～！

 49 Lebuh Pantai, George Town   
 04-251 9095   
 Open Daily 9am–6pm 
午前9時～午後6時 無休 
Usual Price 通常料金： 
Adults 大人 RM25, Child 子どもRM15

Centra
l Fire Station | 中央消防署

Q
ue

en
 V

ic
to

ria
 Clock Tower | ビクトリア女

王
の
時
計
台

DISCOVERY DISCOUNT
パスブック読者割引特典 
Fixed rate 特別料金:  
Adult 大人 RM15 Child 子ども RM10

Central Fire Station  
中央消防署 (1908)  
Classical façade with Mughal 
inspired Edwardian tower.  
エドワーディアン・バロック様式の
影響とムガール様式の融合した
クラシックな外観
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Penang has consistently ranked top in the world for the 
best street food experience.  As locals, we know exactly 
where to get the best of the best so come join us on this 
gastronomical tour!

世界ランキングでも人気のペナンの屋台料理を 
ローカル目線でチョイス！さぁ、食べ歩きツアーへGO！！

In addition to hawker fare, Penang has 
a wonderful range of small to medium 
restaurants that caters for every taste 
and occassion.  Try some of these! 

The Great Food Trail & Promotions
ELT厳選！レストラン&プロモーション

【屋台街（ホーカーセンター）攻略指南】
① 空いたテーブルを探して、テーブル番号をチェック 
（たいてい番号がついています）

② お気に入りの屋台料理をみつけたら、店頭で注文 
してテーブル番号を伝えると、運んできてくれます 
(人手の足りないお店ではセルフサービスになることも）

③ 席に戻って、店員さんに飲み物を注文するときは、 
大きな声で！その注文をそのまま厨房にむかって叫んで 
伝えてくれます！

④ 料理が運ばれてきたら即支払いができるように、 
お財布の準備を。もっと“ローカル風に”ふるまうのなら、 
小銭はそのままテーブルの上に置いておくと、次の料理が 
運ばれてきて、お釣りが必要なときはその分だけをそこ 
から持っていってくれます。テーブルからお金が消えて 
しまう！？なんてことはないので、ご心配なく。勇気の 
ある方は挑戦してみて！きっと楽しい思い出になりますよ。

May Garden Palace Restaurant　

梅苑餐廳メイガーデン・パレス レストラン

The Cantonese cuisine, much like the French 
Nouvelle Cuisine, is best known for its emphasis 
on bringing out the natural taste of the fresh 
ingredients used. Here in Penang, the best and 
the oldest Cantonese restaurant is the May 
Garden, with a menu that offers all the favourites 
that has kept this restaurant so popular over the 
past 25 years. 

Their Roast Duck and Crispy 
Roast Piglet is undoubtedly 
the best in Penang, with meat 
so juicy and the roasted skin 
beautifully crisp! So whether 
you’re eating for alone or in a 
group, make sure you ask for it! 

新鮮な素材の味を生かしたフレンチヌーボーのような最高の 
広東料理がいただけるペナンの老舗広東料理レストラン、 
メイガーデン。25年以上も続く同店のメニューのなかでも、 
『ローストダック』と『子豚のロースト』はペナンっ子も 
太鼓判を押すおいしさ！お肉はジューシー、皮はパリッパリ 
のパーフェクトな絶品。おひとりでも、グループでも、 
ぜひとも味わっていただきたいおすすめの一品です！

 70 Jalan Penang,  
George Town  
(next to Cititel hotel  

シティテルホテル隣)  
 04-261 6435 
 Open Daily  
Lunch: 12 noon–2:45pm 
Dinner: 6pm–9:45pm  
(last order) 
ランチ正午～午後2時45分　 
ディナー午後6時～9時45分 
（ラストオーダー）　無休

For a newbie to town, hawker centres must 
seem totally overwhelming - so many stalls, 
so many people... do you sit and order or order 
first and then sit? Here’s how you do it just like 
a Penangnite! 
Step 1 
Find an empty table and remember your table 
number(it’s usually embedded in the table) 

Step 2 
Go once round to all the stalls and then approach 
the stall you want to order the food. Tell them your 
table number and they will usually bring the food 
to you (unless it specifically says “self-service” if 
they don’t have enough staff)

Step 3 
Return to your table and order your drinks either  
through the ‘auntie’ or ‘uncle’ who’d then literallly 
‘shout’ your order to the kitchen to prepare! 

Step 4 
Get ready to pay to each vendor as the food 
arrives, and if you really want to act ‘local’, bravely 
leave the change on the table for the next vendor 
to ‘collect’ their money from you. Don’t worry, the 
money never disappears from the table!

See Kong Ooi  西公園飯店

With over 70 years history, this home-style Hokkien 
restaurant is now run by the architect grandson of 
the original owner. Must try their signature Salted-
fish steamed pork in a rustic setting!

創業から70年以上、建築家の3代目が継いだ今もずっと変わらず守
り続けているのは、昔ながらのペナン福建おふくろの味。当店看板
メニューの「塩漬け魚と豚の蒸し物」は、ぜひご注文を！

 7&9 Transfer Road   04-262 7845 
 Open 11am–10pm (Closed on Tuesdays) 
午前11時～午後10時　火曜休

Via Pre  ヴィア・プレ

Consistently rated as Penang’s best Italian 
restaurant, regular customers enjoy airflown 
delicacies direct from Italy. Their Prawn Pesto 
Linguini, Quattro Formaggi Pizza and hearty 
BBQ are all seriously ‘Must Try’ items!

ペナン一の本格イタリアンと定評のある当店。常連客のお目
当ては、イタリア直送のチーズやハム。「タイガープロウンの
ジェノベーゼリングイネ」4種のチーズピザ「クアトロフォルマ
ッジ」のほか、BBQもお試しあれ！

 5 Weld Quay, George Town  04-262 0560 
 Open Daily 11am–11pm 午前11時～午後11時　無休

Il Bacaro @ 

Campbell House 

イルバカロ@ 

キャンベルハウス

Venetian cuisine in Penang can only be found 
at this beautiful establishment inside one of 
Penang’s earliest boutique hotel, the Campbell 
House. Constantly revamping their menu, head 
chef Alessio Sortino’s new dishes include Black 
Pizza Inferno, Homemade Squid ink Pasta and 
oozing Chocolate Mount Etna! 

ペナンのブティックホテルブームの先駆けとなった美しい造りの 
ホテルに併設されたペナン唯一のベネチア料理レストラン。 
メニューは定期的に入れ替わり、ヘッドシェフのアレッジオさん 
考案の「ブラックピザ・インフェルノ」「自家製イカ墨のパスタ」 
「チョコレート・マウント・エトナ」など新メニューも楽しめます。

 106 Lebuh Campbell, George Town   04-261 8290 
 Open Daily 12noon–10:30pm 正午～午後10時半　無休

Aik Hoe Dim Sum 

Restaurant

Savour the tastes of 
Nanyang Dim Sum (as 
opposed to Cantonese 
Dim Sum) while people 
watching amongst the old, 
old patrons of this Penang 
‘institution’! Have your 
breakfast here after visiting 
the Campbell Street Market 
on Jalan Buckingham.

益和茶樓 
ローカルのおじいちゃんや 
おばあちゃんに混じって、 
広東風とはまた違った本場 
中国の南洋スタイルの点心を！ 
ちょっと早起きして、 
バッキンガム通りのキャンベル 
通り市場をぶらりとした後に、 
どうぞ。

 6&8 Lebuh Carnarvon,  
George Town  016-472 0971    
 Open 5am–2pm 
(Closed on Mondays)  
午前5時～午後2時　月曜休

ペナンは屋台料理だけでなく、街じゅうに 
ある各レストランもバラエティ豊かで、 
かなりのハイレベル。たくさん歩いて、 
おなかをすかせて、おでかけください！

The Legend Nonya House 

傅承 娘惹 レジェンド ニョニャハウス

Apart from the gentrified Nonya cuisine, The 
Legend serves a Mookata Steamboat & Grill deal 
from 9pm–3AM (yes, you read that right!) at half 
price of RM50 for a set that includes Australian 
Wagyu beef, Iberico Pork, Special Short Ribs + 
generous platter of vegetables in a choice of one 
of the 5 soup stocks available! 50% Steamboat 
discount valid till May 31st, while Nonya lunch 
diners also enjoy 25% discount. 

高級ニョニャ料理のほかに、午後9時～深夜3時（←本当です！！） 
の時間帯にだけお目見えするお鍋はいかが？ムーカタ・スチーム 
ボート&グリルセット（オーストラリア産和牛、イベリコ豚、 
特選ショートリブ、野菜盛り合わせ）とスープは5種類からチョイス 
できます。5月31日までの限定プロモでは、通常料金から半額の 
RM50／セットに。ニョニャランチは25％オフ！

 2 Chulia Street Ghaut, George Town  04-251 9598 
 Open Daily 11am–9:30pm; Steamboat 9pm–3am
午前11時～午後10時　無休 
(スチームボートは毎晩午後9時～深夜3時まで）
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Penang’s fame for the best street food is now recognised 
world-wide, and part of the fun of travelling or immersing 
into the local culture is to sample all the gastronomical 
delights.  But how does one know what’s on offer here 
and what to try?  This is where a visit to the Wonderfood 
Museum comes in handy!

Strategically located on Beach Street, the museum is an 
instant immersion course in the food culture of Penang, 
covering hawker food, cultural food, celebratory food, 
ethnic food, decadent food, colourful food, moving food, 
food as art, food that’s being processed, cooked, packed 
and sold, and even conscience food for good measure!  
But as it’s all FAKE and GIANT sized, so the only thing 
that’s missing is the smell and you can’t eat it no matter 
how life-like and appetising it looks!  The great thing 
though, is that you get to see what the dish is supposed to 
look like, so you’ll instantly know what to try once you get 
out of the museum! 

As you enter the ‘side’ entrance 
from Armenian Street, don’t 
forget to turn back to look at 
their beautifully ornate Sek Tek 
Tong archway that used to mark 
the original main entrance to 
the clanhouse. The surname 
Cheah literally means ‘Thank 
you’ so don’t forget to say that 
as you leave too! 

謝（チア）家（または「シエ」「チア」「シア」とも）は、 
1500年以上前の東晋までさかのぼる貴族がルーツの 
名門氏族です。しかし、明清時代（1600年代～1911年） 
後半の混沌とした政治・経済情勢により、一族の多くが 
マラヤに新天地を求めてやってきました。チア家は、 
まず半島バターワースに移住し、まもなく商売への 
さらなる期待をかけてペナン島に移住しました。1810年 
代前半には、ペナン初の最も古い謝一族の同族会館が 
つくられました。

今見ることのできるこの建物は、およそ1873年に完成 
したもので、当初は一族のショップハウスに囲まれて 
いました。2年の歳月をかけて改修された現在の同族 
会館は、ペナンにいくつかある同族会館のなかでも唯一 
広い中庭に面して建っており、新しくオープンした一族の 
歴史を知ることのできる“解析センター”とよばれる 
ミュージアムが併設されています。

アルメニアン通りの入口脇 
から入るときには、改修前 
の同会館正面入口の象徴 
でもあった華美な装飾が施 
された世德堂の屋根部分も、 
じっくりとご覧ください。 
そして、こちらを見学し終え 
たら、“謝（チア）さん”の姓 
の文字通り、お礼の気持ちを 
伝えてから出てくださいね！

cheah
k o n g s i

今では世界に知られるようになったペナン名物 
「屋台料理」。旅の楽しみのひとつは、その土地 
ならではのおいしいものを食べたり、文化に 
どっぷりと浸ること。でも、はじめて訪れた場所だと 
「いったいどんなものがあって、どれがおいしいの？」 
そんなときのために、お役に立つのが 
ワンダーフード・ミュージアム！

観光に便利なビーチ通りにあり、ペナンの食と 
食文化が早わかり！屋台料理、伝統食、ハレの料理、 
エスニック料理、甘くてカラフルなおやつ&デザート、 
行商・移動販売、食アート、そして食品加工（調理→ 
包装→販売）や食の心得まで、なんでもお任せ！！ 
ただ…ここにある食欲そそられる食べものはどれも 
超ドデカサイズなのに、おいしいニオイもしないニセモノ 
…ゴメンナサイ！でも、それはよ～く観察できるように 
工夫されているからなんです。だから、いざ街にでかけた 
ときには、どの食べものもすっかり頭のなかにインプット 
されているはずですよ！
 49 Lebuh Pantai, George Town  04-251 9095 
 Open Daily 9am–6pm 午前9時～午後6時 無休

Usual Price 通常料金： 
Adults 大人 RM25, Child 子どもRM15

Start jotting down the list of 
food you’d want to try here! 

「食べたいものリスト」に 
しっかりメモしたら、さぁ出発！

DISCOVERY DISCOUNT
パスブック読者割引特典 
Fixed rate 特別料金:  
Adult 大人 RM15  Child 子ども RM10

 8 Armenian Street, George Town  04-261 3837 
 Open Mon–Sat 9am–5pm 午前9時～午後5時 日曜休

Entrance Fee: Adult 大人 RM10 Children 子ども RM5

@
 ticket counter 当チケットカウン

タ
ー

Cheah Kongsi | チア・コンシー(謝公

司
)

謝公司
チア・コンシー

The Cheahs (or Xie, or Chia, Sia, etc) originated from a 
prominent aristocratic clan during the Eastern Jin Dy-
nasty in China over 1,500 years ago. But during the late 
Ming and Qing Dynasty (1600s - 1911), as China expe-
rience great political and economical upheavals, many 
families made their way to the then Malaya in search of 
better lives. The Cheahs first settled in Butterworth, but 
soon shifted to the island as business prospects were 
better. By the early 1810s, they had set up the first and 
the oldest Cheah Clan Associations in Penang.  

The buildings you see here were completed circa 1873 
and was originally surrounded by clan shophouses. 
Today, after extensive renovations that took 2 years, the 
Clan House now faces a wide grass courtyard (the only 
one in Penang to have one), and visitors can learn more 
about its history in a newly opened ‘museum’ called the 
‘Interpretation Centre’.
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Acheen Street 
Mosque 
アチェ通り 
モスク (1801)
Oldest Malay 
mosque 
最も古いマレー
モスク

The assimilation and harmonious co-
existence of the many cultures and 
religions in Penang is best illustrated 
along the two sides and environs of 
Armenian Street and Pitt Street - now 
renamed Jalan Masjid Kapitan Keling.

さまざまな文化や宗教が共生し、融合して 
美しく調和するペナン。アルメニアン通りや 
ピット通り（マスジッド・カピタン・クリン 
通り／ハーモニー通り）とその周辺では、 
そういったたくさんの建物を目にすること 
ができます

Cultural Co-existence 
多文化が息づく街
アルメニアン通り周辺

MAP

03

C
u

lt
u

ra
l C

o
-e

xi
st

en
ce

多
文
化
が
息
づ
く
街

地
図

MA
PS

Kapitan Keling Mosque
カピタン・クリン・モスク (1880)
Largest historic mosque
ペナン最大の歴史あるモスク Kuan Yin Teng 観音寺 (1800)

Goddess of Mercy
Oldest Chinese Temple  
in Penang 

慈悲の女神を祀るペナンで 
最も古い中国寺院

Sri Maha-
mariammam 
Temple (1801)
スリ・マハ・ 
マリアマン
寺院
Oldest Hindu 
Temple in 
Penang
ペナン最古の 
ヒンドゥー教 
寺院

Sun Yat Seng’s Penang base 

孫文のペナン拠点地 (1870)
Plans that shaped the history of 
China were hatched here by the 
father of Modern China. Now a 
beautifully restored museum.

“中国革命の父”、孫文(孫中山)が 
この場所で密かに祖国の改革を 
企てたといわれ、今は改装されて 
見応えのある立派な記念館に 
なっています

No:13 Art Space

Featuring local artisans from Studio 
Howard photography, Fuan Wong 
Gallery (glassware) and Jonathan 
Wong Designs Works (jewellery) 
 13 Armenian Street, George Town 
 04-251 9463 

No:13アートスペース 

スタジオ・ハワード・フォトグラフィー、 
ファン・ウォン・ギャラリー（メガネ）、 
ジョナサン・ウォン・デザインワークス 
(ジュエリー)など地元アーティストの 
作品を見たり、おみやげにいかが？

Hock Teik Cheng Sin Temple 
宝福社大伯公 (1850)
aka Hokkien Tua Pek Kong Temple, 
the Taoist God of Prosperity. 
道教の富と繁栄の神「福建の 
大伯公」寺院として知られています

Yap Temple (1890s) 
ヤップ寺院(慈濟宮)
Small but elaborate, 
it contains ancestral 
tablets of the Yap family.
小ぶりながら精巧な 
彫刻が施された 
葉一族先祖位牌が 
納められています

Khoo Kongsi (1902) 
クー・コンシー(邱公司) 
Penang’s greatest  
Clan House 
ペナン最大の邱一族の 
同族会館

@ Areca Books アレカブック

ス

@
 Karaikudi カライクディ • Map 2 マ

ップ
②@

 ticket offi ce 当チケットカウンタ
ー

Sri Mahamariammam Temple
スリ・マハ・マリアマン寺院

Kapitan Keling Mosque
カピタン・クリン・モスク

Khoo Kongsi クー・コンシー (邱公司)

Kuan Yin Teng 観音寺

Areca Books  
アレカ  
ブックス

@
 ticket offi ce 当チケットカウンタ

ー
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@ Shop Howard ショップハワー
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Cheah Kongsi (1820s) 
チア・コンシー(謝公司)
Oldest Cheah Clan House 
of the 5 main Hokkien 
clanhouses. 
ペナンにあるおもな5つの福建人 
同族会館のなかでも一番古い 
謝一族の同族会館

 Open Monday–Saturday 10am–7pm 午前10時～午後7時　日曜休

Shop Howard 
ショップハワード
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Penang Road was inhabited by a large 
Northern Indian community since the 
1800s, thriving with shops, mosques and 
eateries.  The Hokkien Chinese called these 
settlers from Calcutta “Bangali”, however 
today, the original Indian character of the 
area is all but lost, although many street 
names here are still dedicated to prominent 
Northern Indians of the era.

ペナン通りは1800年代以降、 
商店やモスク、食堂などで 
栄えた大きなインド人コミュ 
ニティが存在し、ペナンの 
福建人は、このコルカタから 
の移民を“バンガリー”と呼び 
ました。今ではそのエリアの 
特殊性は、すっかり消えて 
しまいましたが、その時代を 
象徴する北インド人の名が 
が通り名に残されています

Penang Road
ペナン通り
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St Francis  Xavier 
Church 
聖フランシス・ 
ザビエル教会
Founded in 1852 
for Tamil-speaking 
Catholics in Penang, 
the present building 
was built in 1952.
1852年、タミル語を 
話すペナンのカトリ 
ック教徒によって 
創設された教会で、 
現在の建物は1952年 
に完成しました

Eastern & Oriental Hotel (1885) 
イースタン・アンド・オリエンタルホテル 
Built by the Armenian Sarkies Brothers,  
it ’s the big brother to Singapore’s Raffles 
Hotel and Burma’s Strand Hotel.  Known 
for its acoustic domed lobby and famous 
guests that include Noel Coward, Kipling, 
Hemmingway and Charlie Chaplin.
アルメニア人のサーキーズ兄弟によって 
建てられたホテルで、兄弟はシンガポール 
のラッフルズホテル、ミャンマーのストラ 
ンドホテルも創業しました。音が響くドーム 
型の天井が美しいロビー、またノエル・ 
カワードやキップリング、ヘミングウェイ、 
チャーリー・チャップリンなど数多くの 
著名なゲストを迎えてきたことでも 
知られています

Cheong Fatt Tze Mansion 
チョン・ファッツィー・マンション
This iconic mansion is a must-visit  
attraction for its historical significance  
and cultural preservation. Indochine was 
filmed here with Catherine Deneuve. 
歴史的にも文化的にも貴重な”遺産”として 
保存されている別名「ブルーマンション」。 
ここは、カトリーヌ・ドヌーヴ主演のフランス 
映画『インドシナ』の撮影場所にも 
なりました

Upper Penang Road  & The Garage 
アッパーペナン通り&ザ・ガレージ
Where Penang Road officially starts, 
it is now a pedestrian road packed 
with watering holes, restaurants and 
night spots. 
今は歩行者用道路になっている 
ペナン通りが始まる海側の場所は、 
レストランやクラブ、バーなどが 
集まる人気のナイトスポットです

Bengali Mosque ベンガリー・モスク (1958)
The mosque stands on grounds  
granted to the Bengalis in 1803. 
1803年に北インドからやってきた
ベンガル人が強く願い、この地に
建てられたモスク

Cititel Hotel
シティテル
ホテル

Old Odeon 
Cinema 
旧オデオン・
シネマ

Toh Soon Cafe  
多春茶座 
トースーン カフェ
Tucked away 
in an alley, this 
decades-old 
coffeeshop sells 
the traditional 
breakfast of soft-
boiled egg, strong 
nanyang coffee 
and its famous 
charcoal toast and 
kaya jam for less 
than RM4!
数十年も前から 
続くこの路地裏の 
コーヒーショップは、 
マレーシアの定番 
朝食、半熟卵と 
濃いコーヒー、炭火 
で焼いたトースト 
には、カヤジャム 
たっぷりで、なんと 
4リンギほど！

Chowrasta Market   
チョウラスタ市場
A relatively ‘modern’ building, this 
is the place to come for all locally 
produced food and gifts, sarongs,  
and even kebayas! 
ペナンでは比較的新しい建物で、 
地元の食料品や雑貨、おみやげ、 
マレー風の腰巻「サロン」、 
ニョニャの伝統衣装「クバヤ」まで、
なんでも揃います！

Sri Khunj Bihari 
Krishna temple 
スリ・クン・ 
ビハリ・クリシュナ 
寺院 (1835)

Mydin Superstore 
マイディン・スーパーストア
Popular wholesale ‘department store’ with 
many imported goods from India.
インドからの直輸入品が卸価格で 
買える品数も豊富な「百貨店」として 
人気です

Ong Kongsi  
オン･コンシー 
(王公司)

Loke Thye Kee ロクタイキー(楽臺居) (1919)
Built to resemble a ship, this historical restaurant was 
where many match-making took place over dim sum and 
large Chinese families gathered for important birthdays. 
1919年に中国の「愛之船（ラブ・ボート）」に似せて建て 
られたこの歴史ある元海南料理レストランは、当時 
お見合いや大家族で誕生日などの大切な日を祝う 
特別な場所でもありました

KOMTAR コムター
Tallest building in 
Penang, it is the 
seat of Penang 
State Government. 
Good for low cost 
items and computer 
accessories .
ペナン島で一番高い 
ビルには、ペナン州 
政府事務所がある 
ほか、お手頃価格 
の服飾雑貨やコン 
ピューター関連商品 
を扱う店が多く、 
おすすめ

@
 Campbell House キャンベルハウ

ス

Campbell House 

キャンベルハウス

Revitalised as an award-winning 
boutique hotel, Campbell House’s 
history as a hotel catering to pilgrims 
to Mecca goes back to 1903!

ブティックホテルアワード受賞の 
キャンベルハウスの歴史は、 
メッカに向かう巡礼者たちの宿 
として賑わった1903年にまで 
さかのぼります！
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Chendol Shop チェンドルのお店
Acknowledged as the best 
Chendol shop in Penang, 
superstars and millionaires order 
their ubiquitous dessert and eat 
them on the street just like one of 
the locals. Must try!! 

ペナンで「チェンドル」といえばココ。 
有名人やお金持ちだって関係ない！ 
地元のお客さんに混じって、屋台の 
前の通路で仲良く立ち食い（笑）。 
いつ行っても、行列必至ですよ！

Campbell Street Market  
キャンベル通り市場

Cheong Fat t Tze Mansion 
チョン・ファッツィー・マンション

Eastern & Oriental Hotel 
イースタン・アンド・オリエンタルホテル

Chendol Shop | チェンドルのお店

Ca
m

pb

ell S
treet Market | キャンベル通
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May Garden 梅苑餐廳 
メイガーデン・パレス レストラン

The juiciest Roast Duck and Crispiest 
Roast Pork in town will have you 
salivating in no time!

「街で一番おいしい！」と評判のロースト 
ダックとローストポークをご堪能ください！

 70 Penang Road, George Town 
 04-261 6435 
 Open Daily Lunch: 12 noon–2:45pm  
Dinner: 6pm–9:45pm (last order) 
ランチ正午～午後2時45分 
ディナー午後6時～9時45分 
(ラストオーダー）無休

Campbell Street Archway キャンベル通りアーチ門

 106 Lebuh 
Campbell,  
George Town  
 04-261 8290 
 Open Daily  
12 noon–10:30pm  
正午～午後10時半 
無休 
Happy Hours  
5pm–7pm  
ハッピーアワー： 
午後5時～午後7時

24 25



After a ‘hard’ day of sightseeing, indulge yourself at one 
of Penang’s many hangouts and activity centres!ペナンの
街歩き観光を存分に楽しんだ後は…まだまだ！こんな楽しみ
方もありますよ！！

Indoor 屋内アトラクション
Break the Code, Penang Bowl, Lasertag, Royal Selangor 
@ Straits Quay, Craft Batik, Penang Time Tunnel, Made 
In Penang Interactive Museum, 3D Trick Art Museum, 
Wonderfood Museum

脱出ゲーム「Break the Code」、ペナンボウル、レーザー銃サバ
イバルゲーム「Lasertag」、ロイヤルセランゴール・ピューター体
験@ストレーツ・キー、クラフト・バティック、ペナンタイムトンネ
ル歴史博物館 、メイド・イン・ペナン・インタラクティブ・ミュー
ジアム、ペナン3Dトリックアートミュージアム、ワンダーフード・ミ
ュージアム・ペナン 

Pamper スパ&マッサージ 
Imperial Thai, Enso Spa, Thaife Exclusive and many 
others in hotels

インペリアル・タイ、泰妃正宗泰式按摩タイフェ・エクスクルーシ
ブ・スパ、エンソ スパ

Special Promotion only for ELT Passbook 
readers! Valid till end October 2016.

Try their new “triple-A treatment” 
or “vegetable Treatment” (RM129 
onwards), and receive 50% discount for 
the same treatments on your next visit! 

10月までの特別プロモーション！ 
(パスブック読者割引特典)

新商品の「トリプルAトリートメント」 
もしくは「ベジタブルトリートメント」 
(RM129～）をされた方に、次回ご来店 
時にご利用できる同トリートメントの 
半額チケットを差し上げます

Night ナイトライフ 
Hard Rock Hotel Lobby (Ray Rozells), Cuvee @ Precinct 
10, Soju – largest Discotheque, Komtar 59Sixty, 360 
Revolving, Penang Hill Steamboat, Nagore Street, Upper 
Penang Road, Red Garden Hawker Centre with live 
music, Gurney Drive, G-Spot

ロビーラウンジ生演奏@ハードロックホテル、キュヴェ@プリシ
ンクト10、ソジュ（クラブ）、コムター・フィフティーナイン・シッ
クスティー、360°回転レストラン&スカイバー、スチームボート@
ペナンヒル、ナゴール通り、アッパーペナン通り、生演奏@紅園
レッドガーデン・ホーカーセンター、ガーニードライブ、Gスポッ
ト@Gホテル

Shopping ショッピング 
Gurney Plaza – international brands, Gurney Paragon 
– branded items, First Avenue, Bukit Jambul – Malay, 
Kebayas, Queensbay Mall, Chowrasta Market – local 
produce, Komtar/Prangin Mall – local, computer & 
bargains, Straits Quay, Little Penang Street Market (last 
Sunday of month)

ガーニープラザ、ガーニーパラゴン、ファースト・アベニュー、ブ
キ・ジャンブル・コンプレックス、クイーンズベイ・モール、チョウラ
スタ市場、コムター、プランギン・モール、ストレーツ・キー、リト
ルペナン・ストリートマーケット@アッパーペナン通り（毎月最終
日曜日、午前10時～午後5時)

Buon Buonoボンボーノ

With years of experience catering 
to Japanese celebrities under his 
belt, customers flock to Yuji-san’s 
cosy salon for his attentive service 
and the use of the latest technology 
in hairstyling trends. Using quality 
products from Japan to prevent 
hair damage, Yuji-san combines 
Japanese and local trends to create 
the natural and whimsical style he’s 
known for, while his wife Naoko-san 
dispesnses great hair and beauty 
tips that you won’t want to miss!  

長年、数々のセレブリティのヘアスタイリング 
も手がけてきたオーナー兼スタイリストの 
ユウジさんの人気サロン。カラーやパーマの 
後に受けやすいダメージを防ぐために、 
髪に優しい日本メーカーのヘアケア製品を 
使用するなど、確かな技術ときめ細やかな 
サービスでお似合いのヘアスタイルに 
仕上げてくれます。

居心地のよい寛ぎの店内で、 
ペナンのトレンド情報を 
見聞きしながら、もっと輝く 
キレイな髪に！ご予約や髪の 
トータルビューティに関する 
ご相談は、なおこさんまで 
お気軽にどうぞ。

 6 Tingkat Kelawi, Pulau Tikus (between Sunrise McDonalds & Gurney Plaza マクドナルドとガーニープラザのあいだ) 
 04-226 3451  Open 10am-6pm Closed on Mondays 午前10時～午後6時　月曜休
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PENGKALAN WELD

DISCOVERY DISCOUNT
パスブック読者割引特典 
20% Discount

Clan Jetties/Weld Quay
クラン･ジェッティー／ウェルド･キー

MAP

05
As large cargo ships called in the port of 
Penang, goods and passengers had to be 
ferried to land by sampans (boats) to reach 
the shore. After work, these sampans were 
often tied to stilts in water, much like in 
Venice! Soon, shelters were built around 
the stilts and the Hokkien clansmen who 
shared the same surname moved in to 
claim the Jetties as we know them today.

ペナンの港にも大きな貨物船がやってくる
ようになり、接岸するには船が大きすぎた
ため、積荷を移したり、乗客が陸に上がる 
には木製の「舢舨（サンパン）」に頼るしか
ありませんでした。作業を終えた舟は、海面
から突きでた二本の竹製の棒のあいだに停泊
させていましたが、やがてその周りに小屋が
たてられ、港で働く同じ姓をもつ福建系の
氏族たちが、移り住むようになりました。
それは今、伝統水上家屋が建ち並ぶその桟橋
（ジェッティー）の名前に残されています
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Chew Jetty 
チュー・ジェッティー (姓周桥)
The largest (over 70 buildings) 
and the most visited  
settlement, it is THE place to be 
during the Jade Emperor God’s 
birthday on the 9th day of the 
Chinese New Year.

70以上もの家屋が並ぶ、定住者の 
数も規模も一番大きい桟橋。 
旧正月の9日目には、道教の 
最高神「玉皇大王（ジェード・ 
エンペラー）」の生誕を祝う 
福建人にとって、大事な行事 
がおこなわれます

@ Legend Nonya 傅承 娘
惹

Chao Yuan Kong 
(Temple of Good Health) 
朝元宮 (健康祈願の寺)
Dedicated to the God of Health,  
and a display of the history of  
Clan Jetties is found in a 
community hall behind the temple.  
健康祈願や病気平癒 
にご利益のある 
保生大帝が祀られ、 
寺院裏手のコミュニ 
ティホールには、 
クラン・ジェッティー 
の歴史資料が展示 
されています

Kang Thean Kong  
 (Temple of God’s Blessings) 
感天宮 (御加護の寺)
Dedicated to the North Polar God who 
ensures fire safety and controls water.
火事や水害から守ってくれる道教の北辰
信仰「天皇大帝」を祀っています

Legend 
Nyonya 
傅承 
娘惹

Ri Yue Tan 日月壇 (1976)
Open 24 hours, the Sun Moon Temple 
was built in 1976 to house no less 
than 17 deities to offer its clansmen 
full protection! Site of the huge Mazu 
birthday celebrations.  
林（リム）氏一族を守る17以上もの神々 
を祀る寺院。毎年道教の海の女神 
「媽祖」の誕生日を盛大に祝います 
拝観自由（24時間）

Lim Jetty リム・ジェッティー (姓林桥)
2nd largest settlement with 30 odd 
buildings, it suffered substantial damage 
during the war. 
30ほどの家屋がある定住者が2番目に
多い桟橋。戦時中の爆撃で、かなりの
ダメージを受けました

Jetty Bus Terminal
ジェッティー・
バスターミナル

Customs Building 
税関ビル (1909)
Originally Penang 
train station - the 
only train station in 
Malaysia with no 
train tracks! 
旧マレー鉄道ビル。 
マレーシアで唯一、 
線路のない鉄道駅
です！

Wisma Yeap Chor Ee 
ヤップ･チョーイーの
建物 (1922)
Built by its namesake, 
it housed mercantile 
offices, but was 
bequeathed to the 
Wawasan University. 
Was a film location 
for Ang Lee’s movie, 
“Lust, Caution”
葉祖意の名前にちなんで 
つけられた建物で、 
ワワサン大学に遺贈 
されました。ここでは、 
アン・リー監督の映画 
『ラスト・コーション』の 
撮影がおこなわれました

Penang Ferry Terminal  
ペナン・フェリーターミナル
Was the only way cars and 
passengers could travel to/fro 
the mainland and island until 
the bridge was built in 1985. The 
journey today is a throwback to the 
time when the pace was a lot more 
bucolic in Penang! 

ペナン大橋が1985年にできるまで、島と 
本土を行き来するには車も人もフェリー 
だけが頼りでした。そんなちょっとした 
船旅をしてみるのも、のどかな雰囲気が 
あった頃のペナンを感じさせてくれて、 
またいいものですよ！

Swettenham Pier
スウェッテナム桟橋
(1904)

Paterson Simmons Building  
パターソン･シモンズビルディング
An old trading house, it is now being 
redeveloped as part of Rice Miller 
complex.
古い貿易商社でしたが、現在は 
ライスミラーの施設一部として 
再開発中です

Church St Pier  
チャーチ通り 
桟橋 (1897)
Now a site  
for upmarket  
Chinese and 
Western dining.
今は洋・中の 
高級レストラン 
になっています

Boustead &  
German Trading 

Houses (1891)

ボーステッド& 
ジャーマントレー 

ディングハウス
Converted to The 

Royale Bintang 
Penang Hotel
改装されて 

ロイヤルビンタン 
ペナンホテルに 

生まれ変わりました

Via Pre ヴィア･プレ

A peek into this pre-war German 
trading house reveals a rustic Tavern 
on the Harbour stocked with the 
latest authentic delicacies from Italy! 

戦前の旧ベア・ブラザーズ・ドイツ貿易の
建物は、港のしゃれた小さなイタリア居酒
屋風で、雰囲気たっぷり！本格イタリアン
がいただけます

 5 Weld Quay, George Town 
 04-262 0560 
 Open Daily 11am–11pm 
午前11時～午後11時 無休

Amazing World Studios 

アメージング・ワールド・ 

スタジオ  

The Warner Brothers Studio characters  
bring technicolour fun to this Amazing 
World right here in Penang!

ワーナー・ブラザースのキャラクターたちと、
テクニカラーの世界で楽しく戯れながら 
思いっきり遊びませんか！

 4 Pengkalan 
Weld, George Town 
 04-262 1992 
 Open Daily  
9am–6:30pm 
or 8:30pm on 
weekends & PH
午前9時～午後6時半 
(週末、祝祭日は～ 
午後8時半）無休

Clan Jetties | クラン･ジェッティー

Legend Nonya House 

傅承 娘惹  

レジェンド ニョニャハウス 

The clatter in the old offices of  
Kwong Wah Daily now ring with 
genteel orders for upmarket Nonya 
cuisine and hearty steamboats. 

マレーシア華字紙『光華日報』社の旧オフィ
スだった当時のざわめきとはうってかわって、
今は上品なニョニャ料理とスチームボートが
いただけるレストランに生まれ変わりました

 2 Chulia Street Ghaut,  
George Town  04-251 9598 
 Open Daily 11am–9:30pm; 
Steamboat 9pm–3am
午前11時～午後10時　無休 
(スチームボートは毎晩午後9時～ 
深夜3時まで）

@ Via Pre ヴィア･プレ

@
 ticket offi ce 当チケットカウンタ
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Weld Quay with Penang Ferry Terminal on the left 
ウェルド・キー& ペナン・フェリーターミナル

DISCOVERY 
DISCOUNT
パスブック 
読者割引特典 
25-50% discounts
till end of May 
5月末まで 
25～50％割引
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ジョージタウンの中心街といえば、食よりもどちらかと 
いえば通りに建ち並ぶ歴史あるさまざまな建物がよく 
知られていますが、その常識を覆したのがチュリア・ 
ストリート・ゴートにあるレジェンド ニョニャハウス。 
ユニークなホテルとおしゃれなヘアサロンに挟まれ、 
新オープンした当店はどこか懐かしい高級店の中国 
料理のような味―本物のおいしいニョニャ料理がいた 
だける洗練された雰囲気の居心地のよいレストランです。

千切り野菜と干物の炒め煮「ジュフチャー（鱿鱼炒）」 
やチキンカレー「カリーカピタン（甲必丹加哩鸡）」、 
中華漬物と鴨肉のスープ「キャアムチャイアートゥン 
（咸菜鸭汤）」といった昔ながらのメニューはもちろん、 
どれも美しく盛りつけられ、見事な味に仕上がっている 
だけでなく、伝統的な家庭料理を徹底的に追及し調理 
することで、絶妙なオリジナリティあふれる一品として 
完成しています。繊細な香味ソースで程よく蒸し上げた 
魚料理「ニョニャスチームフィッシュ（娘惹酸辣鱼）」、 
豚肉の醤油煮込み「タオユバ（豆油肉）」　は、お肉の 
しっかりした噛み応えと柔らかさとが相まった旨みが 
垢抜けた印象に、ご飯と生野菜&ハーブのライスサラダ風 
「ナシウラム」は、ふわっとフレッシュなハーブが香り、 
しっとりとしていて食感の良さが際立ちます。

そして最後に厨房の奥から現れたエグゼクティブシェフの 
ヴィンセントさん―。まだ若く、その台湾アイドルのような 
顔立ちながらも、料理の説明からはクリエイティブなセンス 
と才能があふれています。

オープン間もなく、早くもペナンで話題のレストランに 
ぜひ足をお運びください！

CHIスパの静寂な世界に浸りながら、

伝統的なマレーシアのトリートメントで

心もからだもリフレッシュ。

11あるステキなヴィラでは滴る雨の音を聞きながら、

おひとりさまやカップルで極上のひとときを

お過ごしいただけます。

セラピーやボディラップ、バスに使用される

マレーシア産ハーブ&スパイスといった

癒しの賜物を探しに―

健康と美を求めて、旅を始めませんか。

Let traditional, Malaysian treatments refresh and 

rejuvenate your mind, body and soul.   

At CHI, The Spa, eleven charming, private villas 

with lush rain showers await you for  

individual and couple massages.  

Discover the healing properties of local  

Malaysian herbs and spices used  

in our therapies, wraps and baths. 

Start your journey to wellness today.

Penang’s history comes alive: The address used 
to house the offices of Kwong Wah Daily - the 
newspaper founded by the revolutionary and 
China’s first President, Dr Sun Yat Seng.
脈々と受け継がれるペナンの歴史： 
現在レストランになっているこの場所は、かつては 
「中国革命の父」であり中華民国の初代臨時大総統、 
孫文博士が創設した新聞社『光華日報』のオフィスが 
あったところです

Step into a realm of calm and serenity at

CHI, The Spa

Shangri-la’s Rasa Sayang Resort and Spa
シャングリラ・ラサ・サヤン・リゾート&スパ

Batu Ferringhi Beach,11100 Penang, Malaysia 

(604) 888 8763 

chi.rasasayang@shangri-la.com 

www.shangri-la.com

進化し続ける

A Legend
in the making
伝説レジェンド

The commercial heart of George Town is better 
known for its architecture than its cuisine, but 
that’s all about to change with the Legend Nonya 
House on Chulia Street Ghaut.  Tucked in between 
a quirky container hotel and a swanky hair salon, 
this newly opened restaurant offers truly delicious 
Nonya cuisine reminiscent of up-market Chinese 
restaurants, but in a cozy and warm setting.  

Perennial favourites such as the Ju Hu Char, Curry 
Kapitan and Kiam Chye Ark Th’ng (Preserved 
Vegetables & Duck soup) are all beautifully and 
authentically presented, but their signature dishes 
are products of clever but subtle improvements 
that elevates this traditionally home-cooking into 
a cuisine of its own. The Steamed Nonya Fish was 
perfectly cooked and its sauce was flavourful 
but delicate, their Tau Yu Bak (Soy Sauce Braised 
Pork) lost its ‘provincial’ feel with a sweeter twist 
in cooking style that leaves its meat both textured 
and tender.  And the Nasi Ulam (Fresh herb rice) 
was again delicate but full of flavour, and was also 
surprisingly moist and chewy.  When Vincent, their 
Executive Chef finally emerged from the kitchens, 
we were all taken aback with his youth and 
Taiwanese-idol good looks, but it sort of explains 
where the creative flair was coming from.

You simply have to come to see how this 
restaurant is fast becoming a legend in Penang! 

The Legend 

Nonya House

傅承 娘惹 レジェンド 

ニョニャハウス

 2 Chulia Street Ghaut, George Town  04-251 9598 
 Open Daily 11am–9:30pm; Steamboat 9pm–3am
午前11時～午後10時　無休 
(スチームボートは毎晩午後9時～深夜3時まで）

30
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Natural Heritage
自然遺産エリア
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Penang boasts a rich natural heritage 
that includes a 26sq km national park, 
numerous protected beaches visited by sea 
turtles, lush hillsides, waterfalls and unique 
meromictic lake and now, several eco-
themed parks that are truly worth exploring!
それほど大きくはない島に、自然遺産とも 
いえるウミガメ保護区ビーチのある26平方 
キロメートルほどの国立公園や緑生い茂る丘 
に滝、部分循環湖など、豊かな自然が広がっ 
ているのもペナンの魅力。このエコロジーな 
立地を生かしたさまざまなテーマパークでは、 
ペナンの大自然を満喫できますよ！

Tropical Spice Garden

The  history  of Penang’s spice trade is best told 
and experienced at the Tropical Spice Garden in 
Teluk Bahang, where you can  see over 500 species 
of tropical flora and fauna and other rainforest 
treasures in this award-winning eco-garden. 
Visitors can opt to take an Audio Guided tour that 
comes in 7 international  languages, including 
Japanese. ELT Discovery Passbook holders can 
enjoy 20% discount off Audio Guide packages. 
Alternatively, you can engage a  Guide to point out 
the spices and trees, crush the spices for you to 
smell and answer any questions about the history 
and benefits of spices! 
The  local cuisine  cooking classes in their forest 
kitchen are delightfully fun and inspiring for all 
ages and abilities. But do book ahead as it tends 
to get full easily.  Their Night Walks  that happens 
every fortnightly (advance booking)  are also 
popular to beat the heat. 
The garden comes complete with a Giant 3D 
Slides & Ladders for kids, a Thai-inspired Cafe-
Restaurant for the tummy, and an amazing gift 
shop for relatives and friends. Don’t miss their 
newly opened 2nd gift shop in George   Town on  
29 Lebuh Cina (China Street)! 

トロピカル・スパイスガーデン

ペナンの香辛料貿易の歴史を知るは、500種以上の『生命の 
スパイス』を見たり、自然の宝庫熱帯雨林を体験しながら 
学べるテロッ・バハンにあるエコガーデン受賞のトロピカル 
・スパイスガーデンが一番！ 
音声ガイドサービスは日本語を含む7カ国語対応で、当パス 
ブック持参でパッケージ料金が20％オフ！詳しい解説を 
聴きながら、スパイスの木や葉っぱに触れてみたり、鼻を 
近づけてみたりしながら、五感でめいっぱい楽しんでくだ 
さいね。また「ナイトウォーク」や「クッキング教室」も 
人気ですよ！（要予約）。 
園内には、巨大3Dスライドや子どもたちが遊べるはしご、 
おみやげ選びが楽しいギフトショップもあり、タイ風の 
お食事がいただけるカフェレストランでおなかもいっぱい！ 
ジョージタウン市内のチャイナ通りにあるギフトショップ 
2号店も要チェックです！ Lone Crag Villa, Lot 595 Mukim 2, Jalan Teluk Bahang

 04-881 1797  
 Open Daily: 9am-6pm (5:15pm last admission)　
  開園時間：午前9時～午後6時（入園は午後5時15分まで）無休

Tropical Spice 
Garden 
トロピカル・ 
スパイスガーデン

Entopia by Penang 
Butterfly Farm
エントピア

Tropical Frui Farm
トロピカル・ 
フルーツファーム

Escape
エスケープ

Craft Batik
クラフト･バティック
FREE Shuttle bus to 
Tropical Fruit Farm
トロピカル・フルーツファーム
行き無料シャトルバスあり 

You can’t miss Penang’s GIANT Pitcher 
Orchid which stands at least 3m tall! Look 
out for it at the Teluk Bahang roundabout!
3メートルほどもあるペナンで一番大きなウツボ
カズラもお見逃しなく！テロッ・バハンのラウンド
アバウトにありますよ！
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Set along the fringes of a 130million year old 
virgin rainforest, Penang’s newest nature-theme 
park reveals towering tropical giants and vividly 
coloured gardens created by a team of avid 
nature lovers and landscape artists that blend 
Penang’s nature with its tangible and beautiful 
heritage.

周囲には1億3000万年前の手つかずの熱帯雨林が 
広がり、南国の巨木がそびえ、庭園には目にも鮮やかな 
花々が彩る新しい自然テーマパーク。この美しく貴重な 
遺産を間近で体感すれば、自然ファンならずともペナン 
の大自然に溶け込んでしまうはず。

Entopia エントピア 

A tropical sanctuary for our planet’s little 
denizens from those that fly freely in the sky 
to the ones that creep stealthily beneath the 
ground. Journey into a magical paradise that 
honours the unsung heroes of our natural world 
with plenty to discover from outdoor adventures, 
cavernous mysteries and a multi-storey Indoor 
Discovery Centre. Live the moment with exciting 
interactive workshops and activities. There’s 
something for everyone.

そっと大地を這い、空へと舞い立つこの地球上の小さな 
生きものたちのトロピカル・サンクチュアリ――屋外を 
冒険したり、洞窟のような不思議なかたちをした屋内立体 
ディスカバリーセンターでさまざまな発見をしながら、 
すばらしい自然界の縁の下の力持ちが待つ神秘の楽園へ 
でかけてませんか。いきいきと学べるワークショップや 
アクティビティなどもあり、どなたでもお楽しみいただけ 
ますよ。
How to get there: HoHo bus stop#21 or call your UBERman!
行き方：HOHOバス停㉑番あるいはUBERをご利用ください 
 04-8888 111  Open Daily from 9am–8pm 
午前9時～午後8時　無休

The Habitat Penang Hill 

ハビタット・ペナンヒル

 Bukit Bendera/ Penang Hill  ブキ・ベンデラ／ペナンヒル
 04-826 7677  Open Daily 10am–6pm (except Tues & 
Wed until October) 午前10時～午後6時 無休 
(10月までは火・水曜休）
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DISCOVERY DISCOUNT パスブック読者割引特典 
20% on Audio-guides
音声ガイドサービスが通常料金より20％オフ！

DISCOVERY DISCOUNT
パスブック読者割引特典 
Promo price 特別料金:  
Adult 大人 RM20 
Child 子ども RM10
till October 2016  
(2016年10月まで）
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自然界の目に見えるもの、
　　見えないものを探しにエントピアへ

2016年5月開園
詳細はホームページをご覧ください



最高の休日を楽しむ
　6つのアトラクション

サフィラズ レア ゾーブ

フラミング パーカッションクリスタル フォールズ

クリスタル スパ

イポー ストリート

熱帯雨林を思わせる幻想的なイルミネーションで
彩られた世界が楽しめる、お子さま向けのプール

透明なボール型ライドでエンジョイしたら
最後はビーチに到着！

陽気なパーカッションのリズムとともに
ジャグリングや驚きの炎のパフォーマンスが
毎晩繰り広げられるショー

営業時間:
ロストワールド・オブ・タンブン
平日 ：午前11時～午後6時
土・日曜、祝日、スクールホリデー： 午前10時～午後6時
火曜休（祝日とスクールホリデーを除く）

ロストワールド・ホットスプリングス&スパbyナイト
夜間のみ営業：午後6時～午後11時　無休

眺めても遊んでも
流れ落ちる滝の迫力は満点！

バラエティ豊かなメニューが揃うスパで
疲れたカラダをリフレッシュ

どこか懐かしい雰囲気の漂う街並みで
イポーグルメを堪能


