
お申込み/お問合せ先  
＊申込・お問合せはこちらの フォーム または右下のQRコードから 
お願い致します  

[受託販売] (株)エムアールシージャパン 
東京都知事登録旅行業3-5248号 / 日本旅行業協会 協力会員 
東京都台東区台東4-32-7 第二宮地ビル6階 / 電話：03-5846-8213  

[旅行企画実施] (株)タビーズ 
観光庁長官登録旅行業第1584号 / 日本旅行業協会 正会員(ボンド保証会員) 
東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル9F 

[企画協力] wonderLife LLP  
https://wonderlf.com 

[現地担当者] BEYOND MALAYSIA / 長塚（在ペナン）  
beyondmalaysia.com    

親子スタディツアー in ペナンの特色 

◎フリースクール体験入学での英語レッスン、現地校(または移民施設)での様々な言語・人種の子どもたちと
交流し、ペナンの多様性を肌と心で感じます 

◎世界遺産ジョージタウンの散策を自分たちで計画し、信仰・食・アートの融合を親子で体感して「同じ」
と「違い」を探します 

◎キッチン完備のコンドミニアムでのペナン生活体験、インターナショナルスクール視察などを通して「教
育の選択肢」や「学びの多様性」を考えます 

     多様な教育＆学びを親子で体感する旅 

親子スタディツアー in ペナン 
2019年7月28日(日)～8月3日(土) 

多文化・多民族国家マレーシア。中でもペナン島はリゾート地でありながら、交易港として
の歴史による様々な国からの影響を色濃く残し、マレー・中華・インドなどのカルチャーが
日常の中にモザイクの様に混じり合っており、子供の目線でも様々な気づきを得ることがで
きます。 
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東京-ペナン往復航空券, 燃油サーチャージ, 空港税, 国際旅客税(出国税), コンドミニアム滞在費, スクー
ル体験, アクティビティ参加, インター校視察, 空港送迎, 現地送迎, 現地サポート料込

現地スクール体験や世界遺産ジョージタウン散策・生活体験やインター校視察など、五感を刺激
する体験が盛りだくさん！多様な文化融合を肌と心で感じながら「親子で一緒に」視野を大きく
広げ価値観を磨く経験ができる今までにない教育ツアーです！ 

[日程] 2019年7月28日(日) − 8月3日(土)  成田空港発 6泊7日  

[対象] 小学3年生～6年生 ＊小学3年生以下の参加、ご相談下さい 

[料金] 310,000円 / 1組(大人+小人) ＊小人1人追加:129,470円 

※ご出発時に12歳以上のお子様は航空券追加代金11,040円が必要となります 
※成田以外からご出発希望の方、ご相談下さい 

[最小催行人数] 4組8名  

[添乗員] 同行致しません(但しワンダライフLLP コーディネーターが全行程同行します) 

※旅行条件書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください。 

https://goo.gl/forms/v0HY06T8T4Vqqtqw2
https://wonderlf.com
http://beyondmalaysia.com
https://goo.gl/forms/v0HY06T8T4Vqqtqw2
https://wonderlf.com
http://beyondmalaysia.com


親子スタディツアー in ペナン 7日間スケジュール 
2019年7月28日(日)～8月3日(土)

日次 都市 時間 交通機関 スケジュール 食事

7/28
(日)

成田空港集合
成田空港発

20:30
21:40 MH071

【親子スタディツアー】カウンター前にて集合
マレーシア航空にてクアラルンプールへ 夕 機内

7/29
(月)

クアラルンプール着
クアラルンプール発
ペナン着

04:10
08:30
09:25

午後

夜

MH1138
送迎車

送迎車

クアラルンプール空港内で各自朝食
国内線乗継
コンドミニアム到着後は各部屋へチェックイン

昼食：ケータリングの軽食をご用意します。昼食を
取りながらオリエンテーション（注意事項・マ
ナー・文化など）

午後：自由行動（朝食買出し、プールなど）
夕食：海沿いのホーカー(屋台村)へ移動し、現地で各
自自由にオーダー

朝 ×
昼 ○
夕 ×

7/30
(火)

午前

午後

夜

送迎車

送迎車

【子供】ホームスクール半日体験（昼食付）*子供のみ

【親】自由行動（昼食も各自）

【親子】現地校または移民施設を訪問し交流会

夕食：各自外食または部屋で自炊

朝 ×
昼 ○ *

夕 ×

7/31
（水）

午前

20:00

送迎車 【子供】ホームスクール終日体験
【親】インターナショナルスクール見学（1校）
→見学後、現地留学担当者とランチ懇談会「多様な
子育てについて語る会」

夕食：ホーカーまたは部屋で自炊

コンドミニアム内ラウンジにて、参加者懇談会。1日
を振り返って「同じ」と「違い」をシェア

朝 ×
昼 ○
夕 ×

8/1
(木)

午前

夕刻

送迎車

送迎車

ウェットマーケット（朝市）訪問
→終了後、ジョージタウン散策計画（グループ分け
＆プランニング）
昼食：各自またはグループごと

ジョージタウン散策（チェキで子供たちが街を撮
影）夕食：各自またはグループごと

朝 ×
昼 ×
夕 ×

8/2
(金)

ペナン発
クアラルンプール着
クアラルンプール発

午前

13:00

夕刻

18:00
20:55
22:00
23:30

送迎車
MH1165

MH088

ジョージタウン散策報告会の準備
昼食：各自またはグループごと
ジョージタウン散策報告会

夕食：ケータリングの軽食をご提供します
→終了後、部屋の片付けと荷造り

ペナン空港へ
国内線にてクアラルンプールへ

マレーシア航空にて帰国の途へ

朝 ×
昼 ×
夕 ◯

8/3
(土)

成田空港着 07:40 朝 ◯
(機内)

※天候や情勢により止む終えずスケジュールが変更される場合があります。予めご了承ください。
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ステイ先コンドミニアム THE LANDMARK 
ルームタイプ：Premier Suite/ 2～3名宿泊可 または Family Suite(4～6名宿泊可)  

【お部屋に付随するもの】 

ベッド, バスルーム, トイレ, クローゼット, バルコニー, ソファセット, 液晶TV, Wi-fi, ダイニングテー
ブル＋椅子4つ, キチネット, 冷蔵庫, 電気調理器, 電子レンジ, 電気ポット, 鍋, 食器類, 洗濯機, 衣類乾
燥機, アイロン。共用設備として、プール・ジム・プレイグラウンド等 

◎予約状況によりルームタイプが変更される場合があります。 

◎隣接地(徒歩3分) にスーパーマーケットやレストラン街、屋台街があります。 
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スクール体験・アクティビティ 
フリースクール体験入学で英語レッスン, 移民施設(または現地校)の子どもと交流, 自ら企画する
ジョージタウン散策, 市場見学, インター校視察など、親子で一緒に視野を広げる体験をします。


