
マレーシア
今後の海外旅行再開の見通しとアフターコロナに最適なデスティネーション

マレーシア政府観光局 2021年 11月16日



新型コロナウィルス関連情報
感染者数

新規感染者数 4,343人

累計感染者数 2,506,309人

ワクチン接種率

1回接種済/全体 78.2%

1回接種済/成人 97.4%

接種完了/全体 75.2%

接種完了/成人 94.8%

2021年 11月8日時点

2021年 11月8日時点

【入国時隔離】
ワクチン接種完了者：7日間
ワクチン未接種者：10日間
※入国はビザ保有者のみ



現在の観光業界回復状況
海外旅行

マレーシア人の海外旅行 不可

外国人の観光目的入国 ランカウイのみ

2021年11月15日より、
政府はランカウイ島で、国際旅行客を受け入れる
「Langkawi Pilot Project」を開始すると発表。
（※諸条件あり）

マレーシア政府では段階的な旅行解禁を行って
おりランカウイ島をFree-covid19 Destination
にして集団免疫80％を超え、受け入れ準備が
整った9月16日から、国内旅行を解禁。

ランカウイ島での効果を見て、海外からの旅行者
受入れを決定。
今後はランカウイ島での結果により、段階的に
国境を開けると見られています。

ランカウイ島・パンタイチェナン



必要項目 条件

出
発
準
備

対象国 低リスク国

事前申請 必要（My Travel Passを通じて申請）

ワクチン接種 必須（2回接種完了が条件）
※18歳未満の子供は必ずワクチン接種が完了した親または保護者の同行が必要。

出国前陰性証明 出発72時間前迄に取得した陰性証明書（電子または原本）

海外旅行保険 コロナウィルスの治療費用がUSD80,000以上含まれるものに加入。

到
着

到着時検査
クアラルンプール経由：KLIAにて迅速分子検査、陰性確定後国内線乗継ぎ
ランカウイ直行便：到着2日目にPCR検査を受ける事。

現地隔離 なし（ただし到着時に検査を受け陰性である事が条件）

滞
在
中

最低滞在日数 3日以上 （ランカウイ以外での滞在は不可）

ガイド 滞在中1グループに付き1人ガイドを付ける事（1グループ最大20名まで）

旅行手配 マレーシアで免許を持つ旅行会社を通じて手配（個人手配は不可）

PCR検査
3日間：滞在2日目にPCR検査（※費用は自費）
5日間以上：滞在5日目にPCR検査（※費用は自費）

ランカウイ・パイロット・プロジェクト

※11月3日時点の情報です。情報は変更となる場合があります。



ランカウイ島の魅力 ●ポイント●
Pilot Projectとして最初に
海外旅行客に解禁となる
可能性が高い。

-人気のビーチエリアでも
人が少なく静かで
ソーシャルディスタンスを保てる

-ネイチャーアクティビティが多く
子供から大人まで楽しめる

-SDGs関連プログラムあり

-ホテルのバリエーションも多く
滞在スタイルで選べる。

ランカウイ島・ジオパーク



現在のランカウイの様子について

ランカウイ島・ケーブルカー

H.I.S. ランカウイ支店

西川 真衣 様



マレーシア
ランカウイ島の様子

H.I.S. TRAVEL (MALAYSIA) ランカウイ支店



ランカウイ島

島民の生活について

自然の変化について

ワクチン接種について



国内旅行再開後 ＠ランカウイ島

ビーチについて



国内旅行再開後 ＠ランカウイ島

レストランについて



国内旅行再開後 ＠ランカウイ島

街中について



イーグルスクエア ＠ランカウイ島



ケーブルカー ＠ランカウイ島

＠
LADA



マングローブツアー ＠ランカウイ島

@ランカウイ倶楽部@ランカウイ倶楽部



サンセットクルーズ ＠ランカウイ島

@Crystal yacht



ナイトマーケット ＠ランカウイ島



【営業再開未定】ジップライン ＠ランカウイ島

＠UMGAWA

＠UMGAWA



【新スポット】 マハタワー ＠ランカウイ島



H.I.S. TRAVEL (MALAYSIA)
ランカウイ支店



一年中海に入れるリゾートアイランド

9月末（雨季終わり頃）の海 2月末（ベストシーズン）の海

ランカウイ島はモンスーン（季節風）の影響を殆ど受けないため、
1年中温暖で波が荒れず泳げます。 モンスーンでも雨が1時間程度降るだけで波は荒れません



ランカウイ島 主なエリア
【タンジュンルー】
ランカウイで最も
美しいビーチエリア。
-タンジュンルーリゾート
-フォーシーズンズ
の２つがあり、目の前は
プライベートビーチ

【クアタウン】
ランカウイの中心部。
主に行政関連の建物が
あります。
シティホテル中心で
海は他の地域に比べると
少し劣ります。

【パンタイチェナン＆テンガー】
島随一の繁華エリア。
お手頃～デラックスホテル迄あり、
飲食店やお土産店が並ぶエリア。
空港から約15分

【ダタイベイ】
ランカウイでも指折りの
ラグジュアリーリゾートである
「ザ・ダタイ」があるエリア。
基本的に宿泊客以外、ビーチへは
立ち入れない。空港から50分。

島内の移動は、
ダタイ以外は
どこでも平均30分～40分。
各アクティビティへも
30分程度でアクセス可能。
島内の交通はタクシー
かレンタカー。

【テラガハーバー】
ケーブルカー等がある



フライト情報 ※2021年11月3日時点

出発地 出発時間 到着地 到着時間 便名 運行曜日

東京成田 10:30 クアラルンプール 17:15 MH71 月・金・日

東京成田 11:20 クアラルンプール 18:10 JL723 火・木・土

東京成田 17:15 クアラルンプール 00:05+ NH815 火・金・日

●エアアジアX（羽田-クアラルンプール）：運休中 ●スクート（シンガポール-ランカウイ）：運休中

出発地 出発時間 到着地 到着時間 便名 運行曜日

クアラルンプール 09:00 ランカウイ 10:10 MH1432

クアラルンプール 20:05 ランカウイ 21:05 MH1456

ランカウイ 18:00 クアラルンプール 19:10 MH1455

出発地 出発時間 到着地 到着時間 便名 運行曜日

クアラルンプール 09:40 東京成田 17:30 MH70

クアラルンプール 22:50 東京成田 06:35+ JL724 火・木・土

クアラルンプール 08:00 東京成田 15:45 NH816 火・金・日



ジェットスキー
水上バイクを自ら運転し、ランカウイ島周辺を計4時間ホッピングします（途中上陸あり）。
バイクは最新機材＆安全性も高く、ランカウイ周辺は大型船の行き来もなく、
波も穏やかなので初心者でも楽しく運転できます。免許が無くてもOK！
4時間で1人乗りRM700（約18,200円）2人乗りRM800（約21,000円)
(他デスティネーションでの参考価格：15分3,000円～）



ジップライン＆キャノピーウォーク
ユネスコ世界ユネスコジオパークに登録されている大自然をジップラインで漫喫。地上80ｍに掛けられたジップラインで、
空からの美しい風景を楽しみながら自然について学びます。途中の移動はキャノピーウォークを利用。

ジップライン12本＋キャノピー3本コース（2-2.5時間）：RM499（約13,000円)
ジップライン6本＋キャノピー1本コース（約1時間）：RM239（約6,300円）

子供には必ずレンジャー
が一緒に付きます。
5歳（身長1ｍ）以上
が望ましい

7つの滝のそばを
滑っていきます。

キャノピーウォークも
楽しめます。



サンセットクルーズ
小型のクルーザーに乗り、アンダマン海に落ちるサンセットを楽しむディナークルーズ。
他の都市のサンセットクルーズと違い、
ランカウイでは船尾に網を付けその上に座り「天然のジャグジー体験」が楽しめます。
約4時間（17:00～20:00）：RM280（約7,300円）～ ※ツアーにより異なります。



ジオパーク・ディスカバリーセンター
フォーシーズンズ・リゾート・ランカウイ
ランカウイ島は東南アジアで初めて世界ジオパークにも認定され
ており、フォーシーズンズリゾート内にはそのジオパーク内の生態
系を学べるセンターがあります。専門スタッフによる説明と、ネイ
チャーアクティビティを体験できます。

https://www.instagram.com/thedatailangkawi/

ザ・ラボ -ザ・ダタイ・ランカウイ
廃棄物をリサイクルやアップサイクルする事により、ゲストやスタッ
フに自然保護やサスティナビリティに関心を持ってもらう為に作ら
れた施設。建物は7,968本のボトルと280kgのプラスチックを使
用して作られ、ゲストはリサイクルキャンドルや石鹸、ホテルの庭
で採れた素材でオーガニックな蚊よけの制作等が体験できます。

SDGs関連の観光素材やプログラム



SDGs関連の観光素材やプログラム

ランカウイ・ジオパーク
(Langkawi Geopark)

2006年に東南アジア初のジオパークとしてユネスコに登
録。現在マチンチャン・カンブリアン、ダヤン・ブンティン、キリ
ム・カルストの3つのジオパークがあり、ネイチャーガイドによ
るボートツアーで貴重な地質を間近に見る事が出来ます
し、ジオパークディスカバリーセンターでは自然について深く
学ぶ事が出来ます。 ダタイやフォーシーズンでの

体験を合わせれば、より深く
自然保護やサスティナビリティに
ついて学べます。



ア・ロフト
ランカウイ

ベルジャヤ
ランカウイ

メリタス
ペランギ

ザ・ダナ
ランカウイ

カサ・
デル・マー

ウェスティン
ランカウイ

ザ・
ダタイ

セントレジス
ランカウイ

リッツ
カールトン

フォー
シーズンズ

エリア テンガー テラガハーバー チェナン テラガハーバー チェナン クアタウン ダタイ湾 クアタウン テラガハーバー タンジュンルー

カップル ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

女性同士 ☆ 〇 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 〇

ファミリー 〇 ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇

グループ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇

女性1人 ☆ ☆ 〇 〇 〇

コメント
(私見) 繁華エリアに

近く、ファッ
ショナブルな
ホテル。
若い方に
オススメ

全室独立の
シャレ―。場
所によってはロ
ビーからかなり

遠い。

家族からカップ
ルまで対応出
来るオールマイ
ティリゾート。
繁華エリアにあ
りロケーション

抜群

コロニアル調
で居心地の良
いホテル。ただ
リゾート感は少

なめ

こじんまりした
可愛いリゾート。
小さい子供
宿泊禁止。
大人のホテル。

ホテル自体は
とても良いが、
海の透明度は

低い。

Theランカウイ
なホテル。

森の中に佇む
No1リゾート
改修工事
完了

海の綺麗さ
でなく、

ホテルで選ぶ
人におすすめ

森と海が一度
に楽しめる

ビーチの美しさ
はランカウイ一。
ホテルも1番。

価格＆タイプ別ホテルおすすめチャート
目的や同行者でホテルを選べるのがランカウイの魅力（※目安）

リーズナブル 高級

☆：最適！ 〇：最適ではないけど、GOOD。

※ジ・アンダマンは無期休業中です。



SNSでも情報発信中です！

公式サイト Twitter       Instagram    公式ブログ

お問い合わせ：

東京支局：mtpbtokyo@tourism.gov.my ＜北海道・東北・関東・中部＞
大阪支局：mtpb.osaka@tourism.gov.my ＜関西・中国・四国・九州・沖縄＞

mailto:mtpbtokyo@tourism.gov.my
mailto:mtpb.osaka@tourism.gov.my

