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今回、ペナンでは通称E&O hotel、Eastern & Oriental hotelに宿泊してきました！ 
とーっても素敵なホテルでオススメしたい！！ので、予約から朝⾷やお部屋の様⼦まで、ご紹介しま
す！

スポンサーリンク

ペナン島、ジョージタウンに位置する、とっても歴史あるホテルです。

ペナン島で最古ホテルだとか。 
シンガポールで有名なラッフルズホテルとおなじ⼈が作ったそうで、⾔われてみると確かに概観や雰
囲気が似ているように感じます。

ヘルマン・ヘッセなど有名な⽅も愛したという素晴らしいホテルです。

今回ペナン島に⾏くと決まり、ホテルを調べていると、ペナン島は全体的にホテルの価格が安く、ど
んなガイドブックでも最初に出てくる最⾼級ホテルでも⼿が届くお値段！とわかり、思い切って泊ま
ってみることにしました。

ペナンにいくなら泊まってほしい最⾼級ホテル！
Eastern & Oriental HOTEL！！

Penang to Taipei

RM 1298
広告 Malaysia Airlines

Learn more

Eastern & Oriental hotelとは！
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今回は、⽐較サイトで1番安かった、hotels.comで予約をしました。

お部屋は⾊々と種類があって迷ってしまうと思います。

しかも、サイトによって表記⽅法が違うのがややこしい・・・

まず、本館と新館があるので、それを認識したうえでお部屋を⽐較検討してみてください。

本館はHeritage wingなどと呼ばれ、創業当時からの重厚な雰囲気が残ります。

有名なアフタヌーンティーのレストランがあるのも、本館の⽅です。

⼀⽅で、新館は”Victory Annex wing”や”New wing”などと呼ばれている⽅です、⽐較的最近でき
たところです。

偉⼤な作家も愛したheritage wingも魅⼒的だったのですが、今回は新館のVictory Annexを選択
することにしました。

理由は２つありました。

⼀番お⼿ごろなツインのお部屋でも、オーシャンビューなのは魅⼒的！

やはり島ですから、海を⾝近に感じられるお部屋は魅⼒的ですよね！

⼣⽅のカクテルタイムにはラウンジでお酒が振舞われ、 
それ以外の時間にもコーヒー、紅茶等は無料で頂けます。

 

また、新館にはラウンジと同じ階にインフィニティープールもあったのですが、 
今回の弾丸旅⾏では⼊ることはできませんでした〜

ただ、Heritage wingの⽅は全体的にお部屋がとーっても⼤きくて、 
バトラーサービスなんかもついているらしく、 
ゆったり過ごしたい⽅には良いと思います。 
ゆっくり迷って決めてください！

いざ予約！

１つめ、新館は全室オーシャンビュー！

２つめ、ラウンジが無料で使⽤できる！
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そんなわけで、私たちは新館のいちばんお⼿ごろなVictory AnnexのStudio Suite（ツインタイ
プ）にしました。 
お値段は、⼟曜泊、ぎりぎりまでキャンセル可能なプランで720RM/室ほどでした。 
2⼈で約2万円。 
こんなにすばらしいホテルに、1⼈1万円で泊まれるなんて、東南アジア、それもマレーシアならで
はだと思います！

当⽇、12時ごろにタクシー（Uber）でホテルに到着しました。

よくガイドブックでみる景⾊！

ここは正⾯のHeritage wingの⽅の⼊⼝です。

⼊⼝には植⺠地時代の服装をしたボーイさん（ボーイさんというかお爺さん・・・）が⽴っていて、
中へ案内してくれます。

Heritage wing⼊ってすぐのフロントに⾏って予約の名前を伝えたところ、 
「あなた達はNew wingの⽅だからフロントはあっちよ」と、 
フロントのお姉さんがわざわざ⼀緒に新館の⽅まで連れて⾏ってくれました。

Heritage wingの⽅ではNew wingのひとはチェックインできないらしい・・・⾔ってよ・・・

いざチェックイン

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01051.jpg
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ということで、フロントも別々になっているので、 
新館に宿泊される⽅は、タクシーに予め「New wingのほう」と⾔っておいたほうが歩く距離が少な
くて済みます。

New wingの⼊⼝の前にもロータリーがあって、タクシーとかも⼊れるようになっています。 
ただ正⾯⼊り⼝とは別の細い道を⼊っていかなければならないので、Grabのお兄ちゃんとかは⼈に
よっては新館の⽅の⼊り⼝を知らなかったりします・・・ 
本館から新館は屋根つきの連絡通路があり、歩いて２－３分といったところですかね。

さて、新館のフロントで改めてチェックインをお願いしたところ、 
まだお部屋の⽤意ができていないとのこと。 
ラウンジには⼊れるよ、と⾔われましたが、1泊しかいない私たちには時間がないので、 
荷物だけ預けて早速街に観光へ繰り出すことにしました。

14~15時にはお部屋に⼊れると⾔われたので、15時ごろに戻って、鍵を受け取りました。

お部屋は17階の、エレベータからすぐの、他のお部屋より若⼲広い部屋でした。

ラッキー！

荷物運んでくれたおじさまが、「good roomだよ」といってました（誰にでもですかねｗ）

お部屋はこんな感じ。 
ひろびろ！55平⽶だそうです。（⾃宅と同じくらい・・・） 

 

お部屋へ

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01067.jpg
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初！ねこ脚バスタブ！！

 
洗⾯所は⽴派なのが２つ！

⼥⼦2⼈旅でもゆったりメイクとかできてこれは良い！！！

 

そして、これが新館のよいところ、ベランダもついてます〜

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01071.jpg
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オーシャンビュー！！

沖に停まっている船がたくさん⾒えます。⽬の前いっぱいに海！！ 

 
机にはフルーツも置いてあったりしました。

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01072.jpg
http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01074.jpg
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あまりにもお部屋が快適すぎて、 
すぐにまた観光に出る予定でしたが、 
しばらく部屋でゴロゴロしてしまいました。

せっかくなので！と⼣⽅はカクテルタイムのラウンジに出かけました。

ビールはAnkerの⽸ビール1種類のみでしたが、 
カクテルタイムだけあって、お兄さんに⾔えば⾊々なカクテルを作ってくれるようでした。 
私はビールばっかり3杯ほど飲んでいました。

カクテルタイムへ
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⾷べかけで汚くて申し訳ないですが・・・

ご飯は、ちいさい揚げ春巻き、サンドイッチ、フルーツなど数種類が⽤意されていました。 
あくまでカクテルタイムなので、おつまみ程度ですね。 
しかし揚げ春巻きおいしくて５，６個⾷べました。（汚れたお⽫は揚げ春巻き⾷べた後、さらに揚げ
春巻きをとってきている）

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/unnamed-1-1.jpg
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ラウンジはカクテルタイム中、とても混んでました。 
2⼈なのでなんとか相席に近い形で席が⾒つかりましたが、そのあとはほぼ満席でした。 
⼈数が多い⽅やテラス席に座りたい⽅は、早めに⾏かれるのがオススメです！

1泊1万円/⼈なのに、朝⾷まで付いていました！！

新館の⽅は、新館１Ｆのレストランでビュッフェか、カクテルタイムもやっていたラウンジでのコン
チネンタルブレックファストか選べるそうで、我々は迷わずビュッフェに⾏きました！

ビュッフェがまたこれすごいのなんの！

全然うつりきらなかった！これ柱のさらに奥まで全部違う⾷べ物！

よくある、向こうの⽅までずーっと続いていると思っていってみたら同じ⾷べ物が2回置いてある、
というヤツではなく、ぜーんぶ違う⾷べ物が所せましと並んでいました！

奥の⽅にはヌードルコーナーもあって、好きな麺と具を選ぶと麺が⾷べられます！

朝⾷へ

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01087.jpg


5/7/2018 ペナンにいくなら泊まってほしい最高級ホテル！Eastern & Oriental HOTEL！！ | 有給せのびたび

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/2018malaysia/eastern-and-oriental-hotel/ 10/14

私はフォー⾵の麺を作ってもらいました〜これ美味しすぎた・・・

また、マレーシア料理定番のナシレマッもありましたよ！

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01088.jpg
http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01089.jpg
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セルフで盛りつけるスタイルでした。

このナシレマッソースもめちゃくちゃうまい〜〜

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01091.jpg
http://www.xn--b9ji8bub.xyz/wp-content/uploads/DSC01086.jpg
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普通のパンとかも充実してて、本当に、1⽇の朝⾷じゃとてもじゃないけど⼀通り楽しむことはでき
ませんでした！！

写真に撮るのは忘れてしまったのですが、⽣ジュースを絞ってくれるコーナーもありました。

その場で野菜からしぼってくれるので、セロリとかニンジンとかも美味しく飲めました！！

まさかマレーシア（東南アジア）で⽣ジュースやサラダを安⼼していただけるなんて。。。

全くお腹壊すこともなく、おなかいっぱいまで朝⾷を詰め込みました！

⾷べるの早い⽅なんですが、なんだかんだで1時間近く朝⾷会場にいたかもしれません。

それくらい充実でした！！

本館の⽅の朝⾷はどんななのかわからないのですが、新館の⽅はぜひビュッフェ⾏ってみてくださ
い！

 

普段私は、海外旅⾏での宿泊施設は、ガイドブックのホテルページでは中盤あたりに紹介されるよう
な、「⾼すぎず悪すぎず」な無難なところを選ぶ⽅です。

ですが今回、ガイドブックの1ページ⽬に出てくる最⾼級ホテルでもペナン島では⼿が届く！という
ことで、思い切って泊まってみた結果、⼤正解でした！

私と同じように、いつもはホテルにお⾦使ったりしない、という⽅も、ペナン島ではとってもリーズ
ナブルに素晴らしいホテルに泊まれるので、ぜひぜひ体験してみてはいかがでしょうか？？

これまで泊まったお宿の中で、コスパは最⾼だと感じました！！

また⾏くときには、2泊以上して、朝⾷をお腹いっぱい⾷べて、プールも⼊って、部屋のベランダで
ゆっくりして、というホテルの時間を⼤事に過ごしてみたいと感じています。

 

それではまた〜

スポンサーリンク

 mari_travel

まとめ

http://www.xn--b9ji8bub.xyz/author/mari_travel/
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関連記事

ペナンのレンタサイクル、LinkBike乗ってみた ※オススメしま
せん笑
ペナン島ジョージタウンのレンタサイクル、LinkBikeを利⽤してきました！個⼈
的にはあまりオススメしない笑、ですが、こういうのも旅の醍醐味ということ
で、オススメしない理由も含めてご紹介します！
記事を読む

ペナン＆クアラルンプール、有給1⽇旅程プラン！
今回、有給1⽇のみでマレーシアのペナン島とクアラルンプールを1泊ずつまわる
という結構弾丸な旅程を組みました。 なかなかネットで⾒ていて...
記事を読む

エアアジアX、⽻⽥-クアラルンプールは意外と（？）快適！
今回は、⽻⽥からクアラルンプールまで、エアアジアXの深夜便で⾶んでみまし
た。 気になる座席や機内⾷などを、ご紹介しちゃいます。 エア...
記事を読む

 

コメントをどうぞ
メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項⽬です

Penang to Taipei
RM 1298
Seats are running out! Confirm your...

広告 Malaysia Airlines Visit Site

マレーシアのプリペイドSIM、
HOTLINKは簡単！安い！速い！
で超オススメ！
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