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爺さんの一人旅［シンガポール・マレーシア・タイ］ 

ペナン島編 

（2015 年 10月 22日～10月 25日滞在） 

文・写真 長谷 良悦 

 

ペナン島は「東洋の真珠 」と呼ばれ、現在でもマレーシア随一の観光地である。 

大航海時代から東西貿易の自由港として繁栄し、他民族の文化が融合する町並みとイギリ

ス統治時代からの遺産が多く残されているジョージタウンが、2008 年にユネスコ世界遺産

に認定された。また、古くからビーチリゾート地としてロングステイヤ－に人気があり、日

本人の居住者達が 1978年に日本人会を設立し、現在も活動を続けている。 

私は世界遺産の街並みの観光を目的にして訪れたので、海岸沿いのリゾート地域には足を

運ばなかった。この地でも楽しい出会いがあり旅の思い出は深まった。 

 

１．キャメロン・ハイランドからペナン島へ 

  早朝、身支度を整えチックアウト。隣の部屋に泊まっていた女性二人組みも同時にチエ

ックアウトした。彼女達も同じバスでペナン島に行くようだ。 

一緒に宿の前でペナン島行きバスを待った。突然、一人から一緒に写真を撮りたいと申

し込まれた。きっとヨボヨボの爺樣バックパッカーがめずらしかったのだろう。私のカ

メラでも撮り、ついでに二人の写真も撮らせてもらった。スイスから来た大学生で、キ

ャメロン・ハイランドには昨日の昼にクアラルンプールから着き、直ぐ午後の半日ツア

ーに参加、一泊してペナン島へ向かうという強行軍。ペナン島の後にタイとミヤンマー

へ行く計画だそうだ。  

 右 

   左 

ピックアップされ 7：15分に出発。乗客は満車で 9名。全員外国人旅行者だ。来た道と

は別な道を下った。途中一回食事休憩があり高速道で一路ペナン島へ。2014 年に完成

したペナン第二大橋を渡りジョージタウンへ。この橋は長い、東南アジアでは最長で

24Km もあるという。この橋が開通しペナン島への車移動が格段に便利になった。運ち

ゃんが乗客にホテル名を聞いてきた。送ってくれるという。数名が安宿の多いチュリア

通り。私を含め他の者もこれから宿探しなのでチュリア通りを希望。チュリア通の真ん

中に 11時過ぎ着。乗車時間は 4時間。宿前でピックアップしてくれ次の安宿街へ直行

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89%E5%9C%B0
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してくれるバスの運行はバックパッカーにとって実に有難いオモテナシである。 

 

  海上はガスが掛かって

いたので、橋からの 

  見晴らしは良くなかっ

た。 

 

 

２．宿 

ペナン島の宿は、街を循環する無料バスが通るペナン通り付近にしたいと思っていた。

ネットであらかじめ目星をつけていた「ハンチョウホテル：杭洲旅社（現中国語発音は

ハンジョウ）」に向かって歩き出したが 10分も掛からないで着いた。情報どおり個人経

営の中国人宿だった。部屋は二階。内部を見せてもらった。一泊。フアン付きトイレ・

シャワー共同が 40RM（約 1,360円）。空調、シャワー付きトイレ共用が 60RM（約 2,040

円）。古い部屋だが掃除は行き届いていた。空調付きにしたいがトイレ共同では相場よ

り高い。中国旅行では個人経営の宿に宿泊するときは必ず値切っていたのでここでも

値切ってみた。そしたら 3 泊 180RM を 10RM 値引きで 170RM（約 5,780 円）にしてくれ

たので、心意気を感じてチエックインした。直ぐ部屋に蚊除け殺虫スプレーを噴射した。 

 宿は洋軽食レストランも営業していて、欧米人旅行者が朝食に利用していた。アット

ホームな雰囲気の宿だった。先祖の写真が飾ってあり、商売の神様が祀られていたので、

女将さんに宿の名前は先祖の出身地から取ったのかと聞いたら、そのようだが詳しい

事はわかないとのことだった。仲の良い夫婦で、毎晩ブランデーの晩酌を楽しんでいた。 
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３．交通 

  市内観光は CAT（central Area Transit）無料バスと路線バスを一往復利用した。CAT

バスの始発、終点はフエリー乗り場前のバスターミナル。運行ルートは一筆書きだが、

狭い街なので世界遺産を観光するのには、すこぶる使い勝手が良い。観光案内所から運

行ルートと 19ケ所のバス停が記載された観光地図が貰える。 

クアラルンプールでホップオンオフバスに乗車した時、ペナン島でも運行されている

情報を得ていたが、CATバスで間に合った。郊外に行く時乗車した路線バスはコムタ（商

業ビル）のバス駅を利用した。 

地元の人は CAT バスの他に、トライショー（リキシャ）を短距離移動に利用していた

が、観光に利用している観光客は殆ど見かけなかった。 

この他に、CATバスを待っている時に空港行バスを見かけた。また、長距離バスや鉄道

で他都市に移動する場合、通常ルートはフエリーでバタワースに渡りフエリー駅に隣

接している鉄道駅や長距離バス駅を利用しているようだ。 

 

４．観光 

（１）観光案内所 

公的観光案内所は政府観光局とペナン島観光案内所があった。観光局は要塞の前にあ

りマレーシア全域の観光案内をしてくれる。事務的な対応だった。一方、観光案内所は

ビーチストリートにありペナン島に特化した観光情報が沢山あり、大変親切にオモテ

ナシしてくれた。日本語の観光地図、グルメ情報冊子。英語の年間や週末イベントのガ

イドブックなどを置いているので、先ず、ここに足を運んで情報を入手してから観光を

開始することをお勧めする。 

特に週末には色んなイベントを企画しているので、週末滞在旅行者には週末ガイドブ

ックが必見だ。私もここで得た情報から、無料の夜のタウンガイドツアーと龍山堂邸公

司のライトアップショーに参加した。パンフレット記載の開催日が変更になっている

ことがあるので、参加したいイベントは詳細を再確認した方が良い。 
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      政府観光局         ペナン島観光案内所 

 

左上：街歩き観光地図。英語版にはＣＡＴ無料バスの                 

ルートと停留所が掲載されている。 

上：年間と季刊週末イベントガイドブック。 

左：グルメガイドブック（日本語版）。  

        

 

 

 

（２）ＣＡＴ無料バス 

無料のバスがあったので有難く毎日利用させて頂いた。運行ルートは観光案内所から

貰った地図「Marking George Town」が分かりやすかった。運行時間は 6：00〜24：00

のようだ。時刻表はないが頻発している。私は 8時過ぎから 22時頃まで利用した。 

降車時に車内の降車ボタンを押して合図する。 

19ケ所のバス停があり、30分から 1時間で一周した。

バス停には番号板が掲示されている。このバス停の

No.は 8 だ。CAT バス停が路線バスのバス停と同じな

らバス停が大きな屋根付きなので分かりやすいが、

CAT 単独のバス停は見つけにくい所もあるので降車

した時は場所を確認してから移動すること。 
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（３）世界遺産ジョージタウン散策 

世界遺産の街ジョージタウンを散策した。ジョージタウンは、華人が作った町にマレ

ー系、インド系の民族が融合し独特の雰囲気のある町を形成した。 

観光客の受け入れ態勢が整っており、街中の所々に主要な建築物の案内地図が設置

され、その場所へ行くとマレー語？と英語併記の説明板が設置されていた。 

説明板がなくても建設された年が掲示されている建築物があり、歴史建造物を見分

けることができた。 

健脚な人なら徒歩で観光できるが、腰痛持ちの爺様は CATバスを利用し、疲れたら宿

に戻って休憩した。観光案内所から入手した地図「歴史に残る街ジュージタウン」（日

本語）と「Marking George Town」（英語）が大変役立った。ペナンは見所が多く回れ

ない所があったので、再訪したい街になった。 

                   

 

 

 

 

 

 

1852年建設 欧州人別荘 

       1928年建設 広東人クラブ 

 

Ａ．イギリス統治時代遺産 

海岸近辺にはイギリス統治時代の行政機関などの遺跡が数多く残っていた。 

 

ａ．コーンウォリス要塞 

1786 年イギリス人キャプテン・フランシスコ・ライトがペナン島に上陸した場所に

建てられた要塞で、「コーンウォリス」は当時のイギリス東インド会社の総督の名前

である。敷地内には地下火薬庫以外これと言った遺跡はない。外側から見た方が要塞 

の様子が良くわかる。これで入場料 20RM（約 680円）はバカ高い 
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地下火薬庫              要塞壁（外壁） 

 

ｂ．ビクトリア・メモリアル時計塔 

ヴィクトリア女王の即位 60 周年を祝って 1897 年に建築

され、110年以上にわたって時を刻んでいる。高さが約 18

メートル。時計塔の周り交通量が多いので、写真と撮ると

きは車に注意。コーンウォリス要塞の近くにある。 

 

 

 

 

 

ｃ．シテイホール（旧ペナン州庁舎）／ｄ．ペナン・タウンホール 

   要塞から海沿いに歩くとコロニアル様式の綺麗な洋館が二棟並んで建っていた。ど

ちらもジョージタウンの世界遺産を代表する美しい建築物だ。建物の前は芝生の公

園で、この一角はジョージタウンでも欧風（英国風？）の美しい景観が感じられる場

所だった。どちらかにペナン島の歴史を簡単に紹介する小さな展示室があったが（忘

れた）、皆さんに紹介するような展示品はなかった。 

 

＊シテイホール（旧ペナン州庁舎） 

1903年建設開始、1906完成。 
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＊ペナン・タウンホール 

1883 年建設。街の有力者達が集う社交場であった。ペナン島の歴史的洋風建築物は

白一色だが、ここは黄色と白のコントラストでバルコニー付きの美しい建築物だ。 

 

ｅ．ペナン州庁舎（旧警察裁判所） 

  1800年前半建設 

 

ｆ．高等裁判所 

   1809年建設、1905年修復 

 

ｇ．イースタン＆オリエンタル・ホテル 

1885 年に創立されスイズ運河以東で最上のホテルと称された由緒あるホテル。風格

のあるホテルだったので、みすぼらしい恰好の爺様は中に入って行く勇気がなかっ

た。向かいの広場に日本人作家のモニメントが建てられていた。「UNDER A PENANG SKY 

Kikuchi Mitsuo 2009」 
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ｈ．イミグレーション（旧警察署） ／ ｉ，税関 

イミグレーション：1890年建設        税関：1907年建設 

 

ｊ．ビーチスツリート沿いにあった洋館 

 

ｋ．高等裁判所付近にあった洋館 
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ｌ．海岸沿いにあった建造物 

倉庫      英国人戦没者慰霊碑  第一次大戦戦没者慰霊碑  

 

ｍ．セント・ジョージ教会 

1818 年に建築された東南アジア最古のイギリス教会。日曜日にミサがあり内部が見

れそうなので日曜日の朝に出かけた。「内部の写真を撮って良いですか」と聞いたら、

「ミサに参加しませんか」と誘ってくれた人がいたので、お誘いに乗り日曜礼拝を体

験した。こんな体験ができるのも個人旅行の醍醐味である。 

 

ｎ．ペナン博物館 

1906 年に学校として建設された建造物。外壁は大部痛んでいた。ペナン島の歴史や 

文化を紹介している。ここには、これまで入館したミュージアムよりも日本統治時代

の遺物が数多く展示されていたので興味深く見た。 
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日本統治時代の軍人の写真     旅行証明書（昭和 19年公用） 

 通行証（母の病気見舞）         日本語修練之証 

 

身分証明書（昭和 19年中国人）  郵便貯金通帳      暦（日付けは縦） 

 

   何か？。メモ忘れ。 
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Ｂ．チャイナタウン 

ａ．街の散策 

チャイナタウンはマラッカのチャイナタウンで見たような様式の住宅が軒を連ねて

いた。日差しを避ける軒の付いた家屋や特徴のある店構え、活気にあふれた市場、軽

食屋台など中国文化の雰囲気を強く感じた。 

宿の周辺を散策していたら、道路標識に「日本新街」と「日本横街」を見かけた。当

時の遺構がないか探したが見当たらなかった。どんな日本人コミニュテイがあった

のだろうかと疑問に思っていたら、後日、観光案内所主催ナイトツアーのガイドさん

から「からゆきさん」の置屋があった街だと教えてもらった。200〜300 人もの遊女

が働いていたそうだ。新街は日本統治時代の置屋街だったろうか。 

     日本横街の標識            日本新街の標識 

                 街並み 

       街並み              ホテル（三棟続き） 
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豚肉屋            カフエ（元は理髪店） 

 

洗濯屋 

宿の数軒隣に洗濯屋があり 

日本語の看板が出ていた。 

主人は日本で仕事をしたこ 

とがあり、流暢な日本語で 

対応してくれた。 

手洗いできない洗濯物が貯まっていたので頼んだ。 

料金（重量単位）をメモするのを忘れたが 3Kg/5RM 

ぐらいだったと思う。 

元は三階建ての洋館か？            棺桶屋 

新聞販売店                 朝市 
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屋台食堂 

        小学校          中学校（1929年開校） 

 宿の前に電車のレールが残っていた   歴史写真に市電の写真があった 

 

＊孫文に縁のある建造物 

 

 

・左：活動拠点にしていた家屋 

   現：孫文博物館 

・右：1906年に演説した会場 

1875年建設 檳洲華人 

大会堂 

珍しい高層建築物 
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ｂ．観音寺 

   中国寺。広東省や福建省からやってきた中国人によって 1800年代に建立された。 

   観音菩薩が祀られている。 

 

ｃ．福徳祠 

中国の神樣「大伯公」を祭る寺院。大伯公は 18世紀半ばに中国からマレーシアに渡

航した張李という歴史的な人物が神格化された。 

ここは、福建人の秘密結社「建慈会」の本部として 1850年から解散する 1890年まで

使用された。境内に寄進名簿が飾ってあった。小学生が歴史学習に訪れていた。 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

ｄ．韓江家廟（潮州会館） 

1864 年に潮州出身在住者が建立した同郷者会館。伝統的な潮州の建築様式で建てら

れた寺院である。2013 年に建立した先祖を祭る墓の写真を飾ってあった。 

 

ｅ．葉氏宗祠（ヤップコンシー）／慈済宮 

華僑の葉一族の会館と氏神を祭る慈済宮。 
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ｆ．龍山堂・邱公司（クーコンシー） 

   道教寺院。中国の福建省からペナン島へ移住してきた邱一族（クー）が 1835 年に建

てたが一度焼失してしまい 1906 年に再建された。その後 1960 年代に改修されてい

る。屋根や外壁の彫刻、精巧に造られた内装がすばらしく見ごたえがあった。入場料

金 10RM。滞在中に無料のライトアップショーがあり、夜も観光した。 

この寺院は華僑の邱一族が、ここに集い一族の結束を図る場として建立した。堂内に

由来の説明や一族の一人ひとりの経歴が掲示されており、成功者は大きな銅板を掛

けている。海外の成功者が多い。現在ペナン在住の子孫は、華僑社会の有力者として

活躍しているという。堂内に昔に使われた台所が再現されていた。 

（注）現代中国語で「公司」は会社の意味ですが、建立当時は協会や機関を意味する言

葉だったようです。 

 

＊昼の観光 
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      出身地（福建省新江社）        代々当主の名前（47世は邱嘉） 

 

            邱一族名簿               成功者の額 

        成功者の額            昔に使っていた炊事場 
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 ＊ライトアップショー 

  観光案内所が週末に名所めぐりツアーなど色んな行事を開催していた。10月 24日（土）

18：30〜22：00にクー・コンシー・ライトアップショーがあったので参加した。参加費

無料。開演時刻はまだ空が明るい。境内に舞台付き建物があった。 

  プログラムは創作舞踊。手品。ヘビ使いショー。景品付クイズ。京劇の服装をした人達

がいたので京劇に期待したが、写真撮影サービスのモデルだった。 

テーブル席が用意されていたので、椅子に座って見れた。観客は 20〜30名と少なかっ

た。飲み物や軽食を販売する屋台が出ていた。 

  終演後、記念写真撮影のサービスがあった。初めて大きなヘビを身にまとって写真を撮

った。 

 

 踊り子さん達（一緒に撮り損ねた）   

                京劇モデルと記念写真 

                            ヘビをまとって記念写真 
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ｇ．ピナン・プラナカン・マンション 

ピナン・プラナカン・マンションは、ペナン島で財を成した華僑チュンケンキーが 19 

世紀末に建てた邸宅である。プラナカン様式の屋敷、東洋と西洋のインテリアを取り

込んだ華麗な部屋、調度品、宝飾品、日用品、肖像画、家族の写真などが展示されて

おり、富裕層の豪奢な暮らしぶりを知ることができる。宝飾品の展示室にはガードマ

ンが常駐していた。同様な邸宅はマラッカでも見学したが、こちらの方が規模が大き

く見ごたえがあった。入場料金 20RM。 

（注）プラナカンとは 15世紀後半から数世紀にわたってマレーシアに移住した中華

系移民の末裔を指す。 

                  

始祖の肖像画 
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Ｃ．イスラム教寺院 

ジョージタウンにマレー人の文化遺産もあると思うのだが、イスラム寺院以外に見つ

けることは出来なかった。 

ａ．カピタン・クリン・モスク 

  カピタン・クリン・モスクは、1803年にインド人イスラム教徒達によって建立され

たインドの伝統的なムガール様式の建物で、美しいドームに特徴がある。名前はイ

ンド人イスラム教指導者カピタン・クリンにちなんで名付けられた。 

    その後、1930 年や 2003 年に行われた大々的な修復も含め度重なる改築を経て現在の

圧倒的な美しい姿に至っている。 

平日は閑散としていたが、金曜日は参拝者で賑わっていた。 
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ｂ．アチェ・ストリート・マレーモスク 

 

このモスクは、スマトラ島からペナン島に移 

住したアラブ人達が 1808 年に建立した。小さ

な小窓が付いている八角形の小塔がスマトラ

様式の特徴である。スマトラ島やタイから来た

イスラム教徒の巡礼地であった。礼拝日の金曜

日だったので、中には入れなかった。 

 

ｃ．ナゴールモスク 

ガイドブックに載っていない小さなモスクもあった。 
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Ｄ．リトル・インディア 

ヒンドゥー教寺院の周辺にリトル・インディア（インド人街）があり、インドの物産を

売る商店やインド料理店がひしめき独特の雰囲気を醸し出していた。ヒンドゥ－教寺

院は 12年おきの大修復中で見学できなかった。後日、観光案内所のナイトツアーで再

訪した。 

 

    屋台食堂：食事は手を使って食べています 

 

マハ・マリン寺院（ヒンドゥ教） 

12年おきの大修復中で見学できな 

かった。裏口の写真。 

（観光案内所のツアーガイド情報） 
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Ｅ．観光案内所主催ナイトツアー 

 観光案内所が 10 月 23 日（金）19：30〜21：30 に開催した無料のナイトツアーに参加

した。参加者は 15名くらい。用語は英語。 

  ガイドは日本語も達者だったので要所では日本語でガイドしてくれた。他に数各語で

ガイドが出来るマルチガイドだった。 

地元の女子高校生がツアーに同行し、ナイトツアーの模様を取材した。クラブ活動の一

環だそうだ。爺様の一人参加が珍しかったのだろう、ツアー終了後に私もインタビュー

を受けた。色々質問されたがガイドが通訳してくれたので答えることができた。 

すごく楽しい貴重な体験をした。 

コースはリトルインディア～モスク夜景～リトルインディア。リトルインディアで衣

料店とスーパーに入店しインド人の日用品を見て回った。 

 

         いざ出発             衣料品店 

サリー生地売り場           サリー試着 
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         女性服装              男性も試着 

屋台のお菓子屋で試食             理髪店 

                 サンダル製造販売店見学  

      カピタン・クリン・モスク   マハ・マリアマン寺院：大修理中で入場不可 
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        スーパーマーケット     歯磨ジェル：色んな味がある 

   ボディソープ：色んな果物 Body To Eat？    シャンプー 

 

        各種スパイス             お菓子 

   牛乳：3.9RM（約 117円）／480ml      取材した女子高校生と記念写真 
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Ｆ．ストリートマーケット（日曜歩行者天国） 

観光案内所があるビーチスツリートで 10 月～12 月の最終日曜日に歩行者天国が開催

されるという情報を得た。ペナン島を出発する日だが、場所がフエリー乗り場に行く途

中だったので、駆け足で立ち寄ってみた。 

日本でも見かける手作りのアクセサリーや手芸品、アロマ用品などを売る店が出店し

ていた。椰子の実を売っていたのでＲＭ残金を使って飲んだが美味しくなかった。キッ

ズの歌・ダンスパホーマンスやサイコロゲームが会場を盛り上げていた。中華包丁で叩

きマッサージ治療する出張治療院が繁盛していた。 
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Ｇ．極楽寺 

極楽寺は 1890 年から約 40 年の歳月を費やして造られたマレーシア最大の仏教寺院だ

とガイドブックに紹介されていたので行って見た。世界遺産区域外に建立されている。 

コムタのバス駅から LANE2 の 203 線に乗車した。バス駅構内に案内所があるので行先

のメモを見せれば乗り場を教えてくれる。運ちゃんにメモを見せ極楽寺に行くか確認

して乗車したら、降車バス停で声を掛けてくれた。帰りは降車付近に停車したバスにコ

ムタ行を確認し乗車した。片道 2RM。 

 

  降車した場所はお土産店の前。ネット情報通り参道への近道があった。参道は爺様には

少しキツイ登りだった。カメを飼って居る池を通り境内をゆっくり眺めながら本殿へ。

境内は仏像だらけ。広大な敷地に色んなお堂があるが、さらに新しいお堂の拡張工事を

していた。マレーシアの裕福な華人達が多額の寄進をしているのだろう。 
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本殿を参拝したら、祈願札を一枚 1RMで売っていたので二枚買い、［一路平安：無事に

旅行ができますように］。［万事如意：万事うまく行きますように］と祈願した。 

   

多民族様式の珍しい仏塔があった。下層が中国様式、中層が七層のタイ様式、上層がミ

ヤンマー様式と多民族国家らしい仏塔である。見事だったので 2RM 支払い境内に入っ

て間近に見た。搭のテッペンまで階段を登れるのだが、爺様はパスし下層のお堂にある

鐘を突いて世界平和と旅行の無事を祈願した。 
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本殿のさらに上に観音堂があった。ケーブルカーで登れたので参拝した。往復 6RM。 

拝殿で記念に 2RM のお守りを一個買った。寄進瓦は一番安い物で 30RM,これは遠慮し

た。山頂なのに小さな滝と鯉が泳ぐ池があったので休憩してから下山した。ニューヨー

ク出港 70日間クルーズのツアー客がドット押し寄せてきたのでケーブルカーは大混雑

した。 
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Ｈ．両替 

 宿の近くやリトル・インディアに両替所がたくさんあった。レートは少額だが違うので

数軒比較することを勧める。マレーシア最終滞在地だったので、1ドル紙幣を両替しリ

ンギット通貨の残金を少なくした。日本円紙幣の最少額は千円なので、日本紙幣は残金

調整に不便である。 

 

Ｉ．グルメ 

 ａ．ミニフードコート 

 宿の近くのミニフードコートに通った。前にも書いたが、マレーシアで食事する場合、

路上の屋台以外は飲物を一杯注文しなければならない。ここの店は海外旅行者向け

に英語、中国語、日本語で掲示していた。 

 

 ｂ．バクテー 

バクテー（肉骨茶）は中国からマレー半島に移住した中国人が作りだした料理である。

イスラム教徒のマレー人は豚肉料理なので食べない。豚肉や豚内臓を漢方薬に用い

るスパイスと醤油で煮込んだ料理。レタス、厚揚げなども入っていて、油条（中国式

の揚げパン）が添えられ土鍋で供された。単品で 11RM（約 330円）。写真のセットで

17RM（約 510円）＋お茶 0.7RM（約 21円）。すごく美味しかったので二晩通った。 
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ｃ．ペナン・ラクサ 

  

魚系ダシスープ米麺がペナンの名物料理なので、 

 屋台で食べてみた。4RM（約 120円）。 

 ダシよりも味の素風味が強くイマイチ。 

 

 

  

 

 

ｄ．海鮮麺 

  ネットの観光情報に掲載されていた中華飯店に行って海鮮麺を食べた。魚介のダシ

がきいていてすごく美味しかった。 

      福記海鮮飯店         ホッケンミー：福建麺 マイウー 

 

ｅ．インド料理 

 観光案内所から入手したグルメガイドに掲載されていたインド料理店：カライクデ

イに行き「フイシュテイッカ」を食べた。骨を抜いた魚の切り身をヨーグルトとスパ

イスでマリネしてからタンドール釜で焼き上げた料理。22RM＋お茶 4RM、計 26RM（約

780円）。これは美味しいインド料理だった。 

 入店して来たインド系人の食事の仕方を見ていたら、手を使って食べていた。 
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Ｊ．ビールの値段 

   タイガー大瓶が、宿で 16RM（約 480 円）。ミニフードコートで 17.5RM（約 525 円）。 

   セブンエレブンでは 17.55RM（約 527 円）。宿が一番安かったので女将さんに訳を聞

いたら分からないとの返事だった。 

セブンエレブンの並缶ビール販売価格は、タイガー：9.8RM。アサヒドライ：11.4RM。 

キリン一番：13.7RM。ハイネケン：11.8RM。 

     愛飲したタイガービール     宿にあったポスター 

 

以上で、ペナン島編を終了します。 

次編は最終滞在地のタイ編です。 

 

 


