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2018年1月 1日 (月)

コロニアルホテル

＜Eastern & Oriental Hotel＞

ジョージタウン４日目です。

本日宿替えしました。ズバリ、イースタン＆オリエンタルに泊まってます。

暦の上では一昨年になりますが、2016年の夏にホーチミンのマジェスティックに泊まり

ました。これは沢木耕太郎氏が泊まったこともあって、行ってみたかったんですね。それ

に味を占めたわけではありませんが、思い切って泊まってみました。

マジェスティックは意外にリーズナブルな価格でした。1泊1万円しなかったと思います。

ですが、こちらはその2倍以上します。いや、３倍か。それでも、年末の価格よりは安くな

ってました。
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アジアのコロニアルホテルの代表的なところは残すところ、香港のペニンシュラとシンガ

ポールのラッフルズだけとなりましたが、そちらはさらに高額なのでたぶんありません

ね。また、ヨーロッパの老舗ホテルなどもおそらくないと思います。

今回はちょっとした気まぐれではないかと。強いていえば、夏も今回も航空券がかなり

安かったので、その浮いた分をこちらに回したと。それに、そのほかの宿泊先はかなり

節約したのでいいかなと思いました。

マジェスティックはその気になれば宿泊していなくても入り込めます（バーなど自由に行

ける）が、E&Oは場所がやや外れていて、もうちょっと威厳がある感じですね。でも、マ

ジェスティックは館内が博物館のようになってます。E&Oはそれがない…というか安い

方のヴィクトリーアネックスだからでしょうか。古い方のヘリテージウィングは圧倒的に

客室数が少ないです。

で、こういうところなんですが、ココログのコメントを書いても飛ばされることがありませ

ん。だいたい客室数が多いところ（100以上）は大丈夫なんです。

＜コムタ＞

さて、ジョージタウンの年越しですが、ワタクシはブログの更新をしておりました。いちお

う、日本時間に合わせた感じです。それが終わり、パソコンをシャットダウンすると、外

が騒がしいんです。昨日までのホテルは機能的に悪くないんだけど、値段をケチったた

めが窓がありません。

外に出ると、花火が何発も上がっていることがわかりました。といっても、近くの建物が

邪魔をして直接見えません。少し歩いて数枚写真に撮り、ビデオにもおさめることがで

きましたが、至近距離じゃないんでいまいちです。

もっと近くまで行こうとしましたが、あっさりと終了しました。

本日はチェックアウト後荷物を預かってもらい、買い物などをしました。スマホがi Phone

で音楽プレイヤーがi Podなんですが、充電ケーブルが１つだけというミスをしましたの

で、これをマレー版のダイソーのようなところで購入しました。あとはスーパーでの物品

チェックですね。ま、宿替えをするんでそうそう遠くへは行けません。

で、宿を移り荷解きをすると、長年愛用していた石鹸のケースがありません。まあ、もと

はといえば上海の華亭賓館（当時はシェラトンでした）で部屋に置いてあるものをずっと

使っていただけです。よくホテルで提供される小さい石鹸に合わせたケースでしたの

で、便利だったのです。あちこち欠けたりひびが入っても使い続けていました。

 携帯にURLを送る

I n f o r m a t i o n

コメント大歓迎。 必ず返事しま

す。 古い記事にも、お気軽にど

うぞ。 ただし、スパムは容赦な

く削除いたします。

リンク大募集中。

レビューも書いて下さい。下の

方にバナーも用意しました。そ

こんとこよろしくぅ！
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じゃあというんで、また店に出向き、石鹸ケースを購入してきました。日本でも石鹸のケ

ースはかなりかさばるタイプが多いですね。まあ、最近は風呂屋に行かなくてはならな

い人が激減しているので仕方ありません。昔ながらの大きさのケースがありましたが、

これまでの倍以上です。しょうがないので、コンビニで石鹸も購入してきました。

これからは普通サイズの石鹸が消耗したら現地で購入することにします。ホテルでの石

鹸コレクションはよほどのものでないと持ち帰らないでしょう。まあ、手洗い兼洗濯用に

いくつかは常備することになると思いますが。

さて、１月１日のジョージタウンですが休み店もあったようです。ラングーン通りのフード

コートは休みでした。

ペナンもあと１日です。んでは。

2018年1月 1日 (月) 23時35分 News | 固定リンク 
 Tweet

« ペナンより新年のご挨拶 | トップページ | 今日も屋台食 »

「News」カテゴリの記事

またもやチャイナタウン(2018.01.04)

今日も屋台食(2018.01.03)

コロニアルホテル(2018.01.01)

ペナンより新年のご挨拶(2018.01.01)

麺ばっかり行ってみた(2017.12.31)

コメント

いいですね。たまには高級ホテルでのんびりホテルステイってのもいいですね。このホ

テルは泊まってませんが見学はしました。バドゥフェリンギいらっしゃらないんだって思っ

ていましたが、実はこういう裏があったのですね　笑

投稿： とんび | 2018年1月 2日 (火) 08時09分

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
 

私、ここ泊まってみたいんですよねー。
 

前にペナンに行ったときに検討したのですが、高くて辞めましてカフェだけお邪魔しまし

た
 

室内の写真は帰国後ですかね。
 

楽しみにしています。
 

おっしゃるように、シンガポールのラッフルズ、香港のペニンシュラは高すぎて本当に手

がでません…

投稿： prego | 2018年1月 2日 (火) 13時45分

 とんびさん、こんにちは。
 

ワタクシにとっては1年に1度あるかないかですね。＜高級ホテルステイ
 

バトゥ・フェリンギ結局行きませんでした。
 

明日はKLに戻ります。

投稿： ヒョウちゃん | 2018年1月 2日 (火) 23時39分
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名前：(任意)
 

メールアドレス：(任意)
 

(ウェブ上には掲載しません)
 

アドレス(URL):(任意)
 

 pregoさん、あけましておめでとうございます。
 

誰もが泊まりたいE&Oで
 

すね。
 

室内写真、facebookにもアップしてないです。
 

これからしようか。
 

個人的にはマジェスティックの方が面白かったです。
 

でも、朝食2箇所で楽しめるので、明日は別のところに行きます。
 

ペニンシュラでは、アフタヌーンティをし、ラッフルズではロングバーでシンガポールスリ

ングを頂いたくらいです。
 

泊りは無理ですね。特にペニンシュラはますます価格が高騰しそうです。

投稿： ヒョウちゃん | 2018年1月 2日 (火) 23時44分

コメントを書く

 この情報を登録する

 

内容：   
 

 確認   送信 

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
 

http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/187000/66230225

（トラックバックは記事投稿者が公開するまで表示されません。）

この記事へのトラックバック一覧です： コロニアルホテル:
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POPS/JOURNEY TO
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悦楽GR (えい文庫

132)

前川 健一: タイ様式
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前川 健一: いくたび
か、アジアの街を通り
すぎ (講談社文庫)

さいとう夫婦: バック
パッカー・ヴァイタミ

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062752719/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062752719/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121019210/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4121019210/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4777906825/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4777906825/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062731142/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062731142/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062635747/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062635747/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4947702613/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4947702613/cafedecast-22


1/4/2018 コロニアルホテル: Cafe de Castella

http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-3e49.html 9/12

ン

藤木 弘子: 秘伝 香港

街歩き術

カラーリバーサル撮影

術―色鮮やか!写真が
より楽しくなる

前川健一: アジアの路

上で溜息ひとつ

bookmark
音楽情報CASTELLA
MOON

 Moto's Web Server
 e-tour

 思い出がいっぱい
 

バックナンバー
2018年1月
2017年12月
2017年11月
2017年10月
2017年9月
2017年8月
2017年7月
2017年6月
2017年5月
2017年4月

最近のトラックバ
ック

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4947702613/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4101398216/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4101398216/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817940999/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817940999/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061858483/cafedecast-22
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4061858483/cafedecast-22
http://www31.ocn.ne.jp/~castella_moon/
http://www.moto.co.jp/
http://www.etour.co.jp/
http://www011.upp.so-net.ne.jp/memories/
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/archives.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/12/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/11/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/10/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/09/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/08/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/06/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/index.html
http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/index.html


1/4/2018 コロニアルホテル: Cafe de Castella

http://castellamoon.cocolog-nifty.com/blog/2018/01/post-3e49.html 10/12

Breakfast is excluded-さ
ぁ、この表現に注目！

(英語をペラペラしゃ
べりたい!!)
Is Khao Man
Kai(chicken rice)
available?-英語をペラ
ペラしゃべりたい人の
ための秘訣 (英語をペ
ラペラしゃべりたい!!)
インドの飲み物（4）
(BE SPICY!)
グル・ナーナク・ダル
バール・東京でランガ
ルをいただく (kimcafe
のＢ級グルメ旅)
タイフェスティバルオ
フ会 by ヤムの会 (カ
ルロス・ハッサンの
「今日の一言」)
チオキー食堂でカイ・
ガ・タの朝食を食べて
行こう (kimcafeのＢ級

グルメ旅)
大沢たかお 最新情報 -
Nowpie (なうぴー) 俳
優・女優 (Nowpie (な
うぴー) 俳優・女優)
ウボンのタンブンセン
ターにて徳を積みまし
ょう (kimcafeのＢ級グ
ルメ旅)
ざびえる (trintrin☆do
ｌｃe☆)
ココロ ぽぽぽ (ココ
ロ ぽぽぽ)
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