


はじめに

マラッカ在住してたsnakerです。 
現在の業務の縮小に伴いいきなり言い渡された海外赴任！ 
英語もろくに話せない入社3年目の若造が 
初フライト/初海外/初イスラム圏での体験を語る日記. 

海外は出世コースと噂されながらも、、、これは無いだろう？の連発です。。 

そんな物悲しい気持ちをぶつけてみるsnakerの個人的な日記ｗ 

めざせ出版化（ぉ 
※日記を書いてた当時、こうも簡単に電子書籍が自分で出版できるとは思わなかったです

ちなみに南国マレーシアは欝病や健康とかにいいらしいよ？ 

【使用上の注意なんて】 
できたら・・・無断トピをお立てにならないよう御注意ください。まぁ別に立ててもいいけど

ｗｗ 
2006〜07年くらいの体験記事のブログを電子書籍化してます。5年以上前のレビュー本なのでガイ

ドマップとしての使用は、その辺を踏まえてお願いします。ご了承ください。
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サイフおとした06/01/31日記

いよいよ初海外まであと少し。

06/01/31・・・。

そんななかで運転免許証をなくしました。

[>m<；]

マレーシアでは日本の運転免許証を書き換えするだけで

クルマを運転できるらしいですが、、、、

まともに最寄の警察署で再交付なんぞしてたら２〜３週間かかる！！

明後日には出発だというのに。

ということで早朝から免許センターへ。

２〜３時間かけて移動して無事に再取得。。

でココから荷物を取りに住みかに戻って

今度は成田に向けて出発〜。

東京行きの高速バスでサイフを落とした(免許入り）

ＯＲＺ



いやすぐ届出だして即みつかったよ？

ただ寿命はへったねｗ

なにやってんだか？(ホントに何やっているのでしょう？

見送りに来てた親戚＋妹＋親に総つっこみされたよ。



初マレーシア（06/2/2

初フライト初海外、怖っ！！しかも７時間のフライト！！

今まで住んでたところ(茨城)から実家（秋田）まで帰るのに７時間ですがねｗｗ

snakerです。

成田も初めてですよ。

まぁ、まわりの人も日本人なんでわからなきゃ聞けばいいんですよ。

向こうに着いたらさっぱりでしたがね。

周りの見よう見まねでなんとかｗｗ

つうかマレーシアは夏ですね。

とにかく暑いし、これからもっと暑くなるらしいです。

空港ついたら、先に赴任していたＡさんと、マレーシア人のガタイよい兄ちゃんが出迎えてくれ

ました。

どうやらこっちの会社の総務のお兄ちゃんのようで、

社用車(ＢＭＷ)で送り迎えしてくれるみたいです。

ホテルについてチェックインして、そのあと飯食って

部屋に戻ろうとしたら、

部屋番号忘れた。orz
こっちのホテルのカードキーって番号書いてないのね・・・・

つうことでロビーへ。

いきなり英語の洗礼を受けました（・ω・｀）



英語（06/2/4日記

会社で

何でもわからないことがあったら聞いてくださいね。

っと英語で言われました。

英語で質問しなきゃダメですよね？

snakerです。

仕事について聞くのも英語です。

指差しながら

　わっつじす？

とか

　あいどんとあんだーすたんど

とか

そんなのばっかです。

つれぇ・・・・。　orz

明日はお休みです。

さて何して過ごそう？

はやくネット繋がんないかな？？



会長キター（06/2/7日記

フロッピー借りるのも精一杯、snakerです.
語学ってむずかしいよね。。orz

本日は日本から会長がわざわざマレーシア支社に訪れました.
なので上の方はもうドタバタです.
送迎、プレゼンの用意、植樹祭(記念に石碑をたて木を植える）

接待どころかパーティーの騒ぎですよ.

きたばかりで右も左もわからんけど・・・・。

そりゃオレほっとかれるわなｗ

まぁ関係ねぇだろうと思ってたらパーティー参加できるのね.

海沿いのホテルのプールサイドの会場で

会長や社長やらの英語のスピーチ・・・・。

すいません何言ってるかわからないデス。

俺だけなんだろうな・・・(>m<)

あと本場のライオンダンスが見れたり・・・・

ＣＧのような世界でしたＹＯ

後日談

社用車の ＢＭＷ で会長を送迎してたらしいですが、、、

会長の私用車はもっとグレードの高いＢＭＷだってさｗｗ



何語・・・？（06/02/10日記

英語の勉強をかねて、ミーティングに積極的に参加してみた。

マレーシア語で進行してた・・・・・　○|‾|_

こんなんで初管理職できるの？？（・ω・｀）

※このままじゃムリです　orz



荷物の受取もひと苦労（06/02/11日記

ショッピングモールの中で、ＴＶショッピングって書いた店頭発見！！

店構えてる時点で違うと思う・・・snakerです。

今日は日本から送った引越し荷物第一弾の空輸便の受取です。

これがまた大変でしてね。

ほら、日本なら業者から電話が入って、

「何月何日の何時に伺います」ってアポがあってさ、

直前も「今、伺いますので」って電話があるじゃない？

最初会社に”日本語”のアポがあって、担当者も日本人。

そこで油断したんでしょうね自分。

日程調整してから後日そちらに電話しますって言ったのよ！！

でいざ電話しようとしたとき

ってアレ、この会社の外線ってどうかけるの？　

向こうの会社の内線○○をお願いするときはどうするの？

と英語の壁が・・・・・適当にかけたら

1度目、内線○○が通じず切られる。

2度目、内線××にかかり、戸惑ってるあいだに切られる。

3度目、やっとかかる。　

何やってんだ俺？

電話ってジェスチャー通じないからなぁ。



でね、受け取るときさぁ。

担当の人は日本人だけど、配達する人は外人なわけで、、、

まぁ、ジェスチャーと片言の英語で何とか。

ココで海外ならではの注意。

荷物の確認してから受領サインしましょうね。

壊れてる場合も多いらしいので。

向こうもサイン受け取った後のクレームだとややこしくなるので。

とりあえず、

ぷりーず、ちぇっく　み〜　。　

で通じたよ(・ω・｀)
合ってるかどうかは知らん！！[>m<]



ゴルフ天国マレーシア（06/02/11日記

ゴルフ？　4〜5年前に打ちっぱなしやっただけよ？

snakerです。

マレーシアはゴルフリゾート地だったりします。

日が沈むのが遅い、物価が安い、とまぁいろいろと日本人には良い条件が・・・。

また海外生活をすると日本人同士の繋がりが強くなります。

そうなると○○企業さんの××さんとゴルフっていうのも多くなるんですってｗ

正直ね。うざい。。(問題発言

というわけにも行かないのが日本人。

周りもね。　今度の新人はいつゴルフデビューするのかね？

みたいな・・・・ｗ

つうことで、練習に拉致られました。

いやぁ、マレーシア初打ちっぱなし。

１５０球のなか３球も空振り　　orz

まっすぐ飛ばすのがやっと・・・。

そしてどのクラブで飛ばしても飛距離が同じ。。。。



話にならないね（・ω・｀）

デビューは遠いね、接待ゴルフ。

追伸

５０球打っても、１０ＲＭもかかりません(日本円≒RM×３０



マラッカマップ

マラッカの地図をエクセル形式でアップしてます。

以下からどうぞ♪

ダウンロード(xls)　

http://file.malacca.blog.shinobi.jp/map.xls






ニセモン？（06/2/28日記

マレーシアのジャスコでね。 

Ｐｏｃｋｙ（ポッキー）　じゃなくて　Ｒｏｃｋｙ（ロッキー）　あった。 
（´・ω・｀） 

補足①　ポッキーも売ってたがロッキーの方が安かった。 
補足②　ロッキーがアホみたいに山積みだったｗ 
補足③　イチゴ味もありますｗ

1 　2006年03月02日 17:14

        食べてみた？？

        毒味せよ！

2　 2006年03月02日 18:56

        いや、まだ食してない。

        こっちに出張にきてた人が日本へお土産に買っていった。

        そのうちレポします。

3　 2006年03月03日 00:45

        　マレーシアでは「Pocky」は「Rocky」って名前で売ってるんだって。

        　「Pocky」ってマレーシアではXXX（注：下ネタ）って意味だから、お店に並べられないみ

http://file.malacca.blog.shinobi.jp/4966353_89.jpg


たい。

        ・・・でも「Pocky」も売っていたんだよね？(-_-;
        　

4　 2006年03月03日 10:05
         ＞ 3
         これか・・・。

        http://www.geocities.jp/flydream5a/malay.html

        でもね、こういう説もあった。

        http://blogs.yahoo.co.jp/pearljamjapan/folder/413634.html

3　 2006年03月04日 01:23

        　後者も結構有名らしいね。

        　でも、ネタとしては前者の方が面白いじゃん（笑）



ステキな住まい（06/2/3日記

    

 リビング。   マイルーム。 
あと外の景色なんて。

こっちの食事はね・・・・・。辛い！！　しょっぱい！！　甘い！！　

というのが多い気がする。 snakerです。 
あと香りも独特だね。そんなマレーシアの社員食堂・・・・。 

辛いのは結構好きですよ。ただ毎日シゲキブツってのはどうだろう？ 

今日は会社に初出勤してあいさつ回りしました。 
前に日記で英語のメモ作ったけど。何にも役に立たなかった　orz 

　はろぉ。 
　ないすとみぃちゅう 
　あいむ、ｽﾈｪ

 以上ｗ 

それよか相手の名前がすごく覚えずらいし、顔も覚えすらい。 
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みんな同じように見える・・・・。 

見慣れてないからなんでしょうね。 
がんばらなきゃ(｀・ω・´) 

それ以上に人の名前覚えるのが苦手というのもありますが。 
むかーし小学校を転校したときにあまり人の名前を覚えないので 
宿題に出された記憶あり・・・イジメですか？ 

そうそう自分の住む場所はこんなところ。 

部屋数は５部屋ぐらい。 
　メインルーム 
　リビングルーム 
　ベットルーム　３つ 
　キッチンルーム。 
　トイレ２つ。 
　シャワールームが２つ。(内１つはバスユニット付） 
　ベランダが３つ。 
家賃５万円くらい？？

そんなところにポツンと独りでいます。 
部屋広いのはいいが、独りではさみしすぎる。 

ベランダから敷地内をノゾイタラさ。 プールやテニスコートまでありますよ。 

( ﾟ∀ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼ 



誰か知っている人が遊びに来ないかな？

メインルームにその他のベッドルーム×2

3　 2006年02月16日 17:18
         はじめまして。

        日本は物価が高いので、定年になったら年金で海外移住などと考えていた時期があり、その

とき移住先の候補がマレーシアでした。

        物価は安いし、気候は温暖だし、そこそこ安全そうだし...
        （勝手な想像です）

        楽しい日記を期待してます。

4　　 2006年02月16日 18:22
         うわ、こんなコミュ作ったんやねえ。

        陰ながら見守ってるよ・・・(涙。



5　 2006年02月16日 18:22
         はじめまして

        ＞物価は安いし、気候は温暖だし、そこそこ安全そうだし...
        まったくその通りです。

        上記物件も日本では信じられないくらいの家賃です。

        ただ車が非常に高価であり

        日本より価格が高いです。

        ピンきりですが…また車検制度も無いため中古も車に詳しい人で無いと厳しいかも…。

6　 2006年02月16日 18:25
         うん。写真アップが楽かな？っと思ってコミュ日記にしてみたｗ

7　 2006年02月16日 20:16
         部屋でかすぎなんだけど・・

        一つくれよ一つ(ﾟ∀ﾟ)←

8 　2006年02月17日 09:25
         え、同棲の誘い？（違っ

9　 2006年02月18日 01:27
         '`,､('∀`) '`,､

        すいませんむりです←ｲｯﾀｺﾚｗｗ

10　 2006年02月18日 07:34
         はじめまして♪

        ヒトサマのマレーシア旅行記や滞在記読むのが三度のメシよりも大好きなマレーシアフェチ

なんですが参加させてもらってよろしーでしょうか？（事後ですが）

11　 2006年02月18日 09:17
         はじめまして

        ぜひぜひ参加してください。

        まだマレーシア来たばかりで個人でネット契約してないので



        会社でコッソリ更新してますｗ

        しばらくはまとめて更新するスタイルですけど

        よろしくです。。

12　 2006年03月09日 02:55
         マレーシアに行ったら泊まっていいですか(*´∀｀)？

        にしても、本当に「すねちゃまのおうち」のようｗｗｗ

        いや、それよりもはるかに豪華だ！！！

13　 2006年03月09日 09:25
         ええ、友達連れでもＯＫぐらいの部屋ですねｗ

        日本人向けのアパートで、単身赴任用サイズってのがないんですわｗ

        よってファミリー向けサイズらしいデス（・ω・；）



メイド雇いました（06/02/09日記

ええとメイド（お手伝いさん）雇ったよｗ 
snakerです。 

週３回きて　掃除、洗濯などしてくれます。 
それで月々260RM（円≒RM×３０） 

ようは家政婦だけどね。 
交渉次第で値が下がります

話はかわって今日は歓迎会があったんですよ。 

子喜屋というマラッカにある日本食屋さん。 
日系企業の方々がよく集う店です。 
多少日本語が話せて妙にスタイルの良い女性店員が何人かいます。 
こちらでは定番の店みたいです。 

でね。 

周り： いま、日本(アキバ）では女の子にコスプレさせて 
「ご主人様〜♪」って店が流行っているらしいって 

俺： あぁ、メイド喫茶ですね 
周り： Σ(‾Д‾；) Σ(‾Д‾；) Σ(‾Д‾；)  



豪快にオタばれしてしまいました。 かつ、恐ろしいくらいの偏見の目が・・・。 

微妙にあたってるから痛い　orz 

あと周りの年代が年代なだけにアダルト(風俗)な話題へ 
さすがに、2次元なお話にはならないね(ｗ 

今時の若い人はと、若者像を歪めてしまったことをお詫びします。 

尚、子喜屋の場所はコチラ



 
追伸 
ストリートダンサーばれもしました。 
マレーシアでのダンスデビューはまた機会があったらｗ

 1 2006年02月20日 20:20
        ﾒｲﾄﾞ喫茶なんてもうﾀﾞﾚもがしってることさ！！

        ｦﾀｼﾞｬﾅｲ人だっていくんだっぜｗ

2 　2006年03月08日 21:12
         こないだ筑紫さんだって番組で行ってたよ！＠メイド喫茶

        アキバは今ニュースソースの一つだから、知っててもおかしくないやんねｗｗｗ

3　 2006年03月09日 09:32
         知っててもオカシクハ無いが、風俗系とかと誤解される。

        いや、そういう店もアキバにコッソリあるんだけど…。



        とりあえず、イロイロと誤解があるようですな・・・。

        まぁ、海外にいたら日本の情報は入りづらいですからね……。

        特にご年配なんかは理解しがたいものがね、、、イメージ的に。

        まぁ、Ａ-ＢｏｙだろうとＢ-ＢｏｙだろうとＶであろうとも、、

        "最近の若者は…"ですからｗ

        まぁオタ＝宮崎被告と捕らえられてもアレなのですが…
        ※電車男的なイメージもあるらしいｗ



社内卓球大会（03月26日

微妙なポジティブ。snakerです。 
社内で卓球大会ありました。 

中学生のときは部活でやってたので 軽い気持ちで申し込んだのですが、、、。 

ムダにレベルが高けぇ(;'Д｀) 

 当たり前ですがマレーシア人ばかりです。 
おもわず"なんだこの集まりは？"と思ってしまった。 
※卓球大会です。 

でワタクシはBブロックなのですが、、、 
結果Ｂブロックのビリに　　ＯＲＺ 

つうかね。 
第一工場　１位(前回優勝者)　　第二工場　１位 
が同じブロックですよ？ 

でね。 
前回優勝者がＢブロックで予選落ちしてるんですよ？ 

勝てる気がしねぇよ。中学のときやってたってことは 
中学レベルってことじゃん俺。 
子供よ子供ｗ 

http://file.malacca.blog.shinobi.jp/5534689_110.jpg
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そんな中、干支が二周りちがう社長が覇者となる。 
さすが・・・・。(・Ω・｀) 

 とりあえず"革靴"で卓球は無理だと思った(・Ω・｀)

追伸

 参加賞でメダル貰いました。

マレー系のお昼でたよ。 
いつもこんなの昼飯で食ってます。

3 　2006年03月26日 23:17
         革靴でプレイｗ

        スニーカーを購入してから申し込みしましょうｗ

        スコアを見るとかなり頑張りましたね。

        お疲れ様でした。



4 　2006年03月29日 15:21
         すごい卓球大会でしたね。他にはどんな大会があるのでしょう？

        マレーシアで卓球はメジャーなスポーツですか？

        来年に向けて猛特訓？？あ、スニーカー買ってから。

5　 2006年03月30日 12:25
         ＞3
        購入し忘れてたのよｗ

        がんばるにはがんばったんだけど、成果が伴わないのが

        いかんともしがたくつらい。。。

        ＞4
        何かいろいろあるみたいよ？

        ボーリングとか球突きとか。

        フットサルとか　まあイロイロ。

        ボーリングすらやったことないけど（ぇ

        特訓しておくかなぁ…。



日本のTVやら雑誌やら

「さ」佐賀県東部でお生まれになり 
「し」少年時代は野球とサッカーに夢中 
「す」全てはこの道に通じるなどの名言をはき 
「せ」世界をまたにかけた冒険家でもあります 

「そ」その人物の名は？ 

snakerです。　＿↓↓↓＿ 
※細かすぎて伝わらないものまね選手権、博多華丸 アタック25シリーズより抜粋 

気付いたら「サ」行で出題されていた児玉清ってアドリブって本当？ 
ところで思いっきり旬を外してますが気にしないでください。 

そろそろ日本のお笑いに飢えてます。 
つうか日本の流行がさっぱりわかりません。 
あと数ヶ月もすれば、また何かおもしろい芸人でてくるんだろうなぁ・・・。 

ＴＶは衛星放送で、プログラムを弄くった(放送権の関係） 

ＮＨＫが見られますが、その他日本の番組は見れません。 
オリンピック？　なにそれ？？ 
英語圏のチャンネルでもオリンピック見れたけど、、 
別に日本に注目した編成じゃないしな。 
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※日本にいてもＮＨＫなんて週1でしかみないし、 
※オリンピックも見ないｗ　見ても日本を応援しない（ぉ 
いなばうあーってコレデスカ？？（違 
http://www.akibablog.net/archives/2006/03/post_381.html 

雑誌も困るんですよ。 

今までは 
週刊誌 
ジャンプ（一通り 
マガジン(一歩、他 
サンデー(一通り 
チャンピョン(バキ、アクメツ　他 
週間アスキー(カオス、その他気になる記事 
プレイボーイ(キン肉マンⅡ世 
スーパージャンプ 
ビジネスジャンプ 

月刊誌 
月刊ジャンプ(一通り 
ウルトラジャンプ（JOJO　天上天下　他 
ガンガン(パプワ 
電撃大王(宵闇 
サーカス(ビジネス誌、主に特集)　　 

ダンススタイル(定期購読はしてない 
キュア(定期購読はしてない 

これらが全部読めないんですよぉぉ(；Ω；｀) 

http://www.akibablog.net/archives/2006/03/post_381.html


あとウィングだったかな？(一部女性向き雑誌？ 
プリンセス・プリンセスの最新刊でたそうで···　orz 
読みたい・・・。 

ただ、ここは中国を上回るコピー天国。 
マラッカでも全部漢字に翻訳されたものが、チョコチョコと見かけますｗ 

ジャンプ、サンデー問わず有名作家人がひとつの雑誌に···。 

1ヶ月くらいは日本と差がありそうですが、、、 
ジャンプのナルトなら、言葉わからなくてもなんとか楽しめます。 
アイシールド２１も絵だけで雰囲気がわかる。 

なんだ、いけるぞ！！何とかなるかな？？ 

ごめん、ハンター×ハンターは無理ｗ 
※エアギアも。 

1　 2006年03月17日 11:37
         あ、テレビでかい〜(´∀｀*)
        まるでリゾートホテルのスイートルームだ！

        プレステ２とかのコンシューマーゲームは遊べるとですか？？？

2　 2006年03月17日 11:53
         ＞1
         おう。持ち込んでやったぜ！！

        ただ変圧器を通さないと使えないけどねｗ。



        日本と電圧やコンセント形状が違うのでめんどいのです。

        ちなみに。

        PS2っぽいものなら一応こっちのも売ってます。

        追伸

        ゲーセンも１RM（30円程度）で2ぷれいできます。

        が、、やたらゲームが古いですね。　orz

        お金をカウンターに持っていって、トークンと呼ばれるコインに

        変えてもらいます。

        でそのコインでプレイします。

3　 2006年03月17日 15:49
         日本のことなんて忘れてマレーシア楽しんだら？ってそろそろ日本が懐かしくなる頃かい？

        マレーシア文化学んだらリアルタイムで教えて下さい。

4　 2006年03月17日 21:55
         マンガ読みすぎやあ。

5　 2006年03月17日 22:46
        >3
        恋しいというか、ストレスを解消する方向がまだみつからないというか・・・。

        マレーの文化ねぇ。

        人をもし轢いたらとりあえず逃げて24時間以内に出頭？

        ※被害者親族に殺される可能性があるため

        >4
        マンガも読みすぎといってもらいたいですねぇｗ。

        評論、小説、テキスト、マンガも含めて200冊ほど

        マレーシアに持ち込んだｗ



        ビブリオマニアなところ若干あり、音楽も好きだけど。

        でも確かにマンガが恋しい。。

        そうそうダンス系、Ｖ系の雑誌も手に入らないね。コッチは。

6 　2006年03月18日 01:10
         ・・・イナバウアーは微妙に意味が違う気がしますが？（汗）

        　ちなみに、アイシールド21は阿含が○○○で雪光が×××で・・・えぇ！そんなバカな！(-o-;
って事になってます。

7　 2006年03月18日 12:13
         > 6
        ちがうのか（・ω・｀）

        アイシールド21がそんなことにーーー！！ってわからーん

8　 2006年03月18日 18:29
         1冊の雑誌になってるんですか？お手軽ですねｗ

        KLで日本の漫画雑誌買ったらたいした描写でもないのに黒塗りにされててドキドキしま

した・・・。

9　 2006年03月19日 00:47

         「さしすせそ作文」ｗ

        高等な始まりだなぁ。

        自分的には、漫画とラーメンと蕎麦の無い生活なんて出来ないなぁ・・・。

        社内便で送ってもらっては？

        （仕事用だよ！って突っ込みは置いといて）

        友人夫妻が仕事の関係で南アフリカに仕事で住んでますが

        やはり色々大変なようです。

        マラッカと違い、治安が悪いのでしょうか、

        車の助手席に黒い犬を乗せてないと

        （南アフリカでは黒い犬は縁起が悪いらしい）



        市場で買い物するのが心配だそうです。

        まぁ、おまじないなのでしょうがｗ

10　 2006年03月19日 19:11
         ＞8
         ＫＬ遠いからなぁ。

        クルマで高速道路2時間くらい

        つうか道しらないし。。

        私も黒塗りでドキドキしたいｗ

        ＞9
         社内便かぁ。。ムリだろうなぁ(いや確実にムリです

        こっちも治安はソコソコわるいよ。

        まぁ、確立論的にはまだマシなのでしょうけど。

        少なくてもクルマの中、見えるところにカバンなんて

        置いといたら確実に窓わられて盗まれるでしょうね。

11　 2006年03月29日 15:15
         マレー文化おそろし。

12　 2006年03月30日 14:45
         ＞11
        マラッカは比較的安全だけど

        国境付近は武装派とかいるとかいないとか？？

        おそろしい！！



因幡の白兎さん（06年03月25日

青い空、青い海、そして青白い手。 
snakerです。 

疲れてるンデス。　(人生に)　orz 

つうかつくづく日の光が似合わない人です自分。 
まぁそういうキャラ作りしているというのもあるがｗ 

大人のつきあいでゴルフしたり、買い物や散歩したりしてるうち 
やや日に焼けました。 

決して手を薬品で"漂白"した写真ではありません!! 

(ﾟДﾟ#≡#ﾟдﾟ) 
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元々白いんです。秋田人だから···　orz 
運動神経は決して悪くは無いが"もやしっ子"に見られます。 
(　'Д`) 、ｯﾍﾟ 

こっち来る人いらしたら 
英語で日焼け止めって読めて 
尚且つ購入できるスキルはあったほうがいいかもよ？(・Ω・ 

  
1　 2006年03月26日 00:49
         　そういうスキルは、暫く行く予定は無いので必要ありませんw
        　写真を見ると、若干ゴルフ焼けしているのが分かるね。

        　もやしっ子に見えるのは、メガネの性では？

        　踊っている姿を知っていると、特にそんな感じしないなぁ。

2　 2006年03月26日 01:57
         せっかくの玉の肌にシミが出来ないように、日焼け後のアフターケアはしっかりして下さ

いね！

        ……って、女子へのアドバイスみたい(笑)

3　 2006年03月29日 15:17
         しみとかできそう・・・ですね。

        とりあえず、保湿は十分にしといてください。。。

4　 2006年03月30日 14:44
         >1
        メガネか。また新しい欲しいなぁ。



        ＞2
        男女平等ぉぉｗ

        アフターケアってどうすればいいの？？（；ω；）

        ＞3
        しみ・・・まじっすか？

        保湿ね保湿。　φ(·ω·；)ﾒﾓﾒﾓ

5　 2006年03月30日 15:14
         十分に保湿してからオイル（クリーム）とかで水分逃げないように蓋してあげてねん。

6　 2006年03月30日 15:25
         オイルもクリームも持ってきてない。。

        こっちはコンビニとかに売ってないから

        ちゃんと化粧品コーナーに足運ばないとないかも・・・、、、

        むう。。



人買い？(違っ　　　　06年03月31日

本来は新規事業の立ち上げにマレーシアに来てたのですが、 
別の仕事担当になりました。snakerです。 

それに伴い3月度に日本の仙台への出張が無くなりました(爆 

予定では、1月仙台研修で、2月マラッカ赴任で、3月仙台出張。 
とそれに絡んだネタを執筆しようと考えてたのですが、、、 

でも行かなきゃ行かないで、今回の件で記事を仕入れたので紹介します。 

この新規事業の金目となる関連会社が仙台にありまして、 
上記の通り、私が担当管理をする手はずなのでしたが、 
早期立ち上げ、また事業計画の難易度、また本人の英語学力といった関係で、 
旧事業の取りまとめをしている先輩社員が担当することになりました。 

今回の仙台出張も語学力が重要となり、 
マラッカ現地作業員を引率して仙台に行き、仕事のノウハウを仕込んでくる。 
というものです。 

つまり日本語と英語が出来てかつ指導者としてのスキルが必要で…。 

で指導者として抜擢されたのがＡ先輩です。 

今日はそんなＡ先輩の気苦労をｗ 

日本に連れていった作業員は5人でマレー系とインド系。 
全員女のコです。 



ところで、貧富の格差、人種の格差が拡大していると言われる日本。 
そんなもの比ではないくらいマレーシアでの"差"というものが大きいです。 

この女の子達、飛行機はおろか、自分達の"町"ですら出たことが無いのですよ？ 
つい最近までの日本では珍しくも無いわけですが、、ｗ 

幼少の頃より同じ土地に6年以上は暮らしたこと無い私も 
飛行機のったの今回の赴任で始めてだしなｗ 
※その不安っぷりは過去の日記参照 

彼女達にすれば、新しい上司の外国人男性にｸﾙﾏに乗せられて、 
見たことも無いところに連れられていくわけですよ。 

で、始めての高速道路に乗って、住み慣れた土地から遠ざかり、 
始めて飛行機に乗るわけです。 

女のコの一人は、高速道路に入る前に気分が悪くなり嘔吐したそうです。 

空港でも、 

Ａ先輩："ココを抜けたら戻れないからね" 
女のコ達：（ｐ_<、）（>_<、）(PД`q。)ポロポロ 
Ａ先輩：∑(>д<；） 

何人かはポロポロと泣き崩れる始末。 
しかも、外で家族が見送りに来ている人までいたとのこと。 

Ａ先輩：∑(>д<；） 

何とか係員お願いして特例でゲート抜けて、家族と再会。 

しかし、今度はその娘が戻ってこない。。 



Ａ先輩：電話してみて(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 
女のコ：今、家族とマクドナルドでお食事中だって(´∀｀) 

30分後 

無事、合流。 
で搭乗・・・。 

女のコ達：（ｐ_<、)(>_<、)(PД`q。)(*_*、)(TдT;) 
Ａ先輩：∑(>д<；） 

周り：(　'Д`) …('Ａ`)…。 
女のコ達：・（ｐ_<。)・゜(>_<。)゜・(PД`q)・゜・(*_*。)(TдT;)・゜・ 

Ａ先輩：(((( ;ﾟдﾟ)))ｱﾜﾜﾜﾜ 

周りから絶対に人買いとかそんな風に思われてます。 

私だって外国人の男性に連れられてる複数人の女性が 
泣きながら入ってくれば、多少なりとも注目しますよ？ 

会社なんて言ってみれば、当たり前ですが仕事をする組織ですからね。 
多少は人道的なことから外れたりもするでしょう。 

イヤな世の中だ(　'Д`) 
ちなみにこの話し聞かされたとき頭にドナドナが響きました。 

まぁ、こっち来て自分は大変大変と思ってるけど、 
周りだってしんどいネってお話し。 

結論 
■俺じゃなくてよかったって話でもあるｗ 



追伸 

到着したらしたで、大変だったらしいですよ？ 
一日中、面倒みるわけにもいかないし、、、 

Ａ先輩：今から席はずすけどいい？ 
女のコ達：（ｐ_<、)(>_<、)(PД`q。)(*_*、)(TдT;)



サイン決定(海外必須?　　06年04月09日

コミュニケーション能力が高い人は、かわいかったり、かっこよかったりすると思う。 
snaekrです。 

"サイン"　決めました。 

海外に住むとなると決めなきゃいけないのがサインです。 
日本はハンコという便利なものがありますが。。 
※もちろんこっちにもあるよ？ 

日本では、書類や承認時、契約のときサインの代わりにはんこを用います。

ただこっちは基本的にサインが主流です。 

はんこは落とす盗まれる、偽造されると大変なことになりますが、 
ペンを落としてもサインは書けます。 

そんな所が普及している理由かもしれません。 

最近の日本でも荷物を受け取るときやカードを使うときなどサインが徐々に増えてきています。 
 しかしながら、まだまだハンコが主流ですよね。 

で困るのは、どんなサインにするかです 

まず、 
　簡単だと真似される。 
　難しいと書類が多いとき困るし、 
　段々と崩れていって同じサインにならない可能性もあります。 
　次にローマ字か漢字か？ 

よく海外では漢字のほうが真似されにくと言われますが、 マレーシアは英語圏であると同時に漢

字圏(中華系）でもあります。

デザイン性とかも考えるとキリがありません。 

実際は決まりなんてほとんど無いのですが それゆえに悩む。 



うちの専務は書類の向きを変えて縦書きしてるしｗ 

でね私の苗字はやたら画数が多い。ローマ字にしても長くなる。 
会社でHNは使えないｗ 

結局、ちょっとめんどいサインにしてしまいました。 
海外いかれる方はまねをされないように訓練して自分の署名の形を確立すべきだと思います。 

え？　オチ？　オチなんてないよ？ 

追伸 
俺の蛇マークを横にすればよかった？ｗ

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

1 　2006年04月10日 02:08
      ステキですっ！！サインなんて。ﾌﾟﾁ芸能人じゃないでつかっ！それにしてもユーモアたっぷ

りのｽﾈ様、尊敬いたしますわ。ぜひそのＩＱを知りたいわー
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標識やら運転マナーやら。　06年04月09日

毎日、朝の決まった時間にお経のようなミュージックが街に流れます。snakerです。 
 お祈りの時間かしら？（・ω・｀） 

少しでも危険を回避すべく 
マレーシアの交通標識のリスト買いました。 
 日本と同じ右ハンドルで違和感なく運転できますが、、 
マレーシア人の運転は荒い。というかルールが守れない。 
二車線にクルマが三台並んでそのまま右折なんて当たり前・・・。 

しかも、そのクルマとクルマの間には左右両サイドにバイクが・・・。 

空いたスペースは彼らにとって道なのです。 

また、車検制度がないため、ライトのやミラーのない車やバイクも たまに見かけます。 
ウィンカーを出さないで車線変更も基本ですね。 

いつのまにかバイクに囲まれてます！(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 

日本だったら"族"ですよね？ 

一応みんな、ヘルメットしてるけど。 
赤ん坊だいたままバイク運転はどうかと思う（・ω・｀） 

完全に譲り合い精神はないのも大変ですが、、 
交通標識や信号のルール、あとは日本には無い"ラウンドアバウト"など 
※ラウンドアバウトはマレーシアではあまり機能してないｗ 
あと、まだ運転したこと無いけど高速道路で原付バイク走ってます。 

この辺も大変です。 
特に俺、運転苦手だしネ。　　orz 

で交通標識のリストなんですが、2RM(約60円)で買えます。 
英語、中国語、マレー語で書いてます。　orz 

見てると日本と同じようなのから見たこと無いのまで、 
で気になったのがドクロマーク。 
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ドクロって！(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 

追伸。 
ちなみに2006/04/08の時点でガソリン　1リッター2RM弱ですｗ 

 1　 2006年04月10日 02:12
        ﾄﾞｸﾛが気になるｩ！！ぜひ調べて正解を報告してくださいまし。しかーし、マレーシア人っ

たら、すごいんですねぇー。あたし、そんなところで生活していけるんだろうか・・・・？？

不安、不安・・・・

2　 2006年04月10日 06:18
         ガソリン、安い！！

         車乗らないけど、日本は今レギュラーで１２５円くらいッスよ＠リッター



ゴルフ。1．2．3　　06年05月13日

いやっほーー。久しぶりの休みだベイビー♪(ビューティフルJOE口調で 
snakerです。 

いや、休みはあったのですが、ゴルフの無い休日は久しぶりでｗ 
ゴルフ参加の伺いが俺のところに来ない。 
けど参加申し込みはされているワナｗ 

下っ端なんてそんなもの。 

とにかくマラッカの日本人駐在員はとにかくゴルフ。 
休みがあれば早朝ゴルフ。 
他社との交流もゴルフ。 
日本人会でもゴルフ。 
お偉いさんが来たらゴルフ。 
土曜日、午前仕事でも午後からゴルフ。 

しかも、にぎったりしてるからたちが悪い。 
やり始めたばかりの素人なのに・・・。 

ええ、まっすぐ飛ぶけど距離が出ません。 
いまのところベストスコア、145ですが

何か？ 

社内対抗戦だけはかんべんしてください。。 　orz

今日はゴルフ場の紹介でも 

Orna Golf Country & Club（オロナorオーナー？） 
私が始めて回ったコースです。 
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まさかマラッカで初ゴルフになろうとはｗ 

マラッカ市内よりクルマで３０分。 
East Course, West Course, North Courseの２７ホールからなります。 
とにかく広い・・・・。けどフェア－ウェイが狭っ 
そして平らな面はほとんどない。。。 
ゴルフ場ってこんなものなのか？っと思ったらそうでもないらしい。 

ここが特別？ｗ　俺が素人なだけ？ 

今のところは145〜150程度で回っております・・・・orz 
白ティーだと140台後半くらいかなぁ、青だと150近く・・・。 

とくにグリーンが・・・・ボール何往復もした記憶が。。。　 
４オン・７パットってありえない・・・orz 
※白と青関係ないですｗ 

すごっく重い感じがしますグリーン。 

コース自体もまぁいろいろと・・・。 
ティーグランドからすぐ池。 
池のなかにポツっと島があってそこにグリーンとバンカーがあるショートコース。 
ええと、ムリｗ 

プレーの後はクラブハウスでお食事。お値段もリーゾナブルです。 

料金はRM１７０くらいかなぁ。ノンメンバーで。 
※キャディーは別料金（RM２０＋チップ） 

イグアナがよくでますｗ 

でもう一つすぐ近くにあるゴルフ場で 
Tiara Melaka Golf & Country Club（ティアラ） 
http://www.lion.com.my/TiaraMelaka/TiaraMelaka.htm 

http://www.lion.com.my/TiaraMelaka/TiaraMelaka.htm


Lake，Meadow, Woodlandの２７ホールから構成。 

オルナに比べて、メンテナンスが良くきれいです。 
そして大自然な感じです。 
南の国特有のでかい木がにょこにょこしてますし、 
池とかもでかいし、、、 
鳥はカラフル。リスもでる。サルも出るｗ 

リスかわいかったですｗ 

定番はLake、Meadowのコースですが、、、 
現地の人はよくわからないけどWoodland、Meadow,の順で回るのでよく混みますｗ 

こっちでは142〜150くらいかな 

Lakeは池がでかいでかいｗ 
Woodlandコースは名前の通り森林の中でプレイしているようで、どちらもなんつうか 
プロゴルファー猿にでてきそうなコースですな・・・・ｗ 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%9
5%E3%82%A1%E3%83%BC%E7%8C%BF 

カートがコースに入れず、頻繁にクラブもってフェアウェイ横断をしなければなりません。 
まぁ私はまっすぐは飛ぶのでジグザグしなくてはすむのですが・・・。。。 

ティーグランドからグリーンまで池でフェアウエイが右と左に分かれていて、 
どちらからも攻められるコースとか。。。 

組んでる人と左右別に分かれた場合は大抵、カートおりて走りまわってます。 

グリーンはオルナよりやたら転がりますね。 
私はこっちのほうが読みやすいなぁ・・。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E7%8C%BF


素人だからなのか、マレーシア特有コースなのかはシリマセンが 
どちらのゴルフ場も１打目をしくじると取り返し難しい。。。　 

追伸 
街からゴルフ場に向かう途中のに路上でボール打ってる人います。 
１０個RM20だったかな？ 
2人ならんでいて奥の方が、なんとなくですがボールのブランドがそろってていいです。 

写真は購入したボールと　

オロナ打ちっぱなし場 

1　 2006年05月13日 21:05
         ゴルフおつです(-_-;)
         マラッカは特にゴルフ漬けの毎日になりますよね。

        好きな人には最高の環境なのでしょうけど…他の事をして

        のんびりしたいわたくしには迷惑なお話（おい）

        仕事も落ち着いてきたし、ボチボチ練習を始めようかと考え中です。

        そういえば、Snakerさんは、打ちっぱなしとかどのくらいの

        頻度で行きます？

2　 2006年05月13日 22:20
         ＞1
        うぃ、、週に1回くらいかな？

        ゴルフ終わったあと、自分を嘆いてｗ

        まぁ、打ちっぱなしだけならストレス解消にもなるしね。



        １００球打ってＲＭ１０ぐらいです。

        明日も８時集合でオロナでゴルフです　orz

        上記日記の写真訂正

        ティアラでは無くてオロナの写真でしたｗ

3 　2006年05月14日 03:17
         こう、横に平べったい建物っていかにも南国風味ですね〜。ハワイもだけど海外はゴルフ

安い！

        すねさまの苦労も(少しは)知りながら無神経な発言かも知れませんが、一回、マラッカ行って

みたいです♪

        そして豪邸で「おかえりさないましご主人様」と(苦笑)

4　 2006年05月18日 09:56
         ＞3
        あそぶぶんにはいいトコだと思いますよ。

        ぜひご旅行でもｗ

        迎えてあげるほど知らないけどね

        会社と飯屋とアパートとゴルフ場の道しか知らないからｗ

        あぁジャスコとマコタパレードっていうショッピングセンターにもいける。

        マコタパレードはるるぶとかにものってるので多分有名だと思われます。



第ｘｘ回ブンガラヤ・ゴルフコンペ　　　06年05月21日

マラッカの日本人たちの中で定期的に行われるコンペ 
ブンガラヤ・ゴルフコンペに出場してまいりました。 
snakerです。 

今回は２度目の出場です。 
初出場＝ゴルフデビュー戦だったんだけどね。。orz 

今回は２１名＋ゲスト１名の参加となります。 
場所はORNA。白ティーから。 

ええと結果。 

初めてスコア１４０切ったよ（＞＿＜、） 
１３６♪（ＨＣ３６） 
前が１６９なので３３も良くなってるよｗ 
ブービー賞でした。(下から２番目） 
ちなみに初参加の方で、ＨＣを間違えて登録した方がいて。 
ほんとはその人がブービーなんだけどね（≧▽≦） 

まだまだですな。。 

追伸。 
参加費非メンバーRM２１０ 
キャディー　RM１０ 
ブービーでRM５０キャッシュバック。



ドタバタしたあとのお食事　06年05月21日

今週土曜日は午前のみ出勤でしたが、 
トラブルにみまわれて、おそくまで働いてました。 
snakerです。 

シンドイ。 
つうか現地人の責任者、真っ先に帰るっておかしいとおもいまーす。 
※学級会ののりで発言。 

社長もあきれて帰ったけどねｗ 

でスーパーバイザーのＲさんと担当者Ｅさんと 
あれこれ原因究明やら、データ集めやらしてました。 

英語と日本語とマレー語とカタコト英語が飛び交ってました。 
そのＥさんはマレー人ですが、日本語しゃべれるんですよ。 
どうしても周りとコミュニケーションが取れないときはその人に通訳して貰ってます。 

あまり勉強ならないので極力頼りたくないのですけどｗ 

そのＥさんが夕食をいっしょに食べようといってくれたので お食事してきました。 

うちの日本人、、社長と先輩は偏食というわけではないけど、、 
日本人向けの味付けやら、日本食 狂い ダイスキで。 

中華系の店にはいっても、 炒飯やら、マーボー豆腐やらと、まぁ日本でもあるような食事をとら

れます。 
また、昼に食べる会社のカフェテリアのマレー料理がとびきりおいしくないので ある程度、偏見

もあると思います。 

そうなると、お食事をお付き合いする場合、 
エクアトリアルホテルの日本食の店「勘八」やら、 
日本人向け定食屋の「子喜屋」など・・・やや割高なお店中心になってしまいます。 



あとは比較的に安いところで、現地チャイニーズがいく。 
なぜか「テッパン」と呼ばれる店。ここは個人でもよくいきますが、、 
※後日レビューします。ちなみに看板にはどこにも鉄板の文字は無いです？？？ 

で今回行ってきたのが、現地マレー系の人がいくお店です。 

中華系ならまだ漢字でメニューが書いているのでまだ何となく内容がわかりますが 
正直さっぱりわかりませんｗ 

Ｅさんに適当に訊いて頼みました。 

野菜いため、二種類。 
ニラタマのようなもの。 
イカのフライ 
チキンライス。(ナシゴレン？　パリパリと焼かれたチキンが添えられてました) 
ライチジュース。 
スープ 

これで一人RM10（300円程度）でした。 

ここでもやはり、 
定番のチリパリと呼ばれる薬味の入ったタレがでてきました。 
中華系料理だけじゃないんだね。 

それともチャイニーズだと思われたかしら？ｗ 

尚、ライチジュースは果肉入りで氷の下で冷やされていました。 
てっきり氷が入っているものだから冷たいと思って飲んだら 
暖かくてびっくりしましたよ(>_<) 



これだけ2人で頼んでこの値段なら。 
一人でちょこっと食べるくらいだとＲＭ３〜４でＯＫな気がします。 

ちなみにこの店のオススメは牛テールスープだそうです。 
日本でうなぎやとろろ、にんにく料理みたいなノリで食べる 
滋養や体力に効く食べ物らしいです。 

値段はＲＭ５くらいだったかな？（１５０円くらいか？ 
次もし来ることがあったらぜひトライしてみたいですね。 

ちなみにおいしかったですよ？ 
うちの会社の昼飯ってなんであんなに美味しくないの？ 現地人も美味しくないいってるし

しかもたまに腹壊すし・・・・。 

まぁ、俺は食べれるからいいんだけどね。 
※出張者が嫌がるみたいですｗ 

1　 2006年05月21日 23:19
         トラブル対応ご苦労様です。

        しばらく日記の書き込みがなかったので、心配しておりました

         実は僕も…マレー料理は苦手です。

        営業で外回りしてても、いつも中国系の茶餐室（飯屋）を

        探して入ってます。

        やっぱり辛いのが苦手なこと、中国語が通じないから面倒

        ってのが大きいようですorz

        ちなみにマラッカでしたら、ジャスコ2階の日本料理屋は

        行かれました？

        あそこ、たまに利用しますが、ランチメニューが良いです！



2　 2006年05月28日 15:57
         ＞1
        森友ですね、たまに行きますよ。

        平日の夜にしか行かないですけどね。。

        今度、ランチメニューでも食べにいってみようかな？



怒られたよ。。　　06年05月22日

以下、仕事の愚痴。。

 こちらのNGの情報を勝手に日本に報告して怒られた・・・orz。
上層部のほうじゃなく下のほうへの報告だけど・・・。

どうも設計開発のときの癖で問題発生した場合は

早めにオープンにしてしまう。。。

一応、社外とのやり取りなので慎重にしろとのことが・・・・。。

どうせ、こっちでの原因と推論根拠は説明しなくてはならないし・・・上の責任やら対応もわか

るが、、

問題発生元を止めるための行動は、迅速に行わなくてはならないと思うのだが、、、、。

メールをおくる前に一言、上司に報告するべきでしたな。

処世術ってわけじゃないけど。。

大人の関係って難しい。。。。

結局、食事は３食とってないです。。

 やや空回りしてます。

  1 2006年05月22日 22:13
         大丈夫ですか？？

        たしかに、大人の関係は難しい。

        私も実は、似たようなミスをやらかして

        客先はもちろん、本社からも大激怒されたことがあります。

        早く問題を解決しようと焦るあまり、状況を正確に

        解しないままに、伝達→さらに悪化。

        でも、早くなんとかしようという危機意識は

        仕事をしようというモチベーションから生まれてくるのも事実。



        それだけ一生懸命に仕事に取り組まれている証拠です。

        気を取り直して、明日からも頑張ってくださいね。

2　　 2006年05月22日 22:40
         責任感と危機感ゆえにとった行動だと思います。

        会社の事情は事情として理解しつつ、巧く折り合いがつけられれば良いですが、本当に難

しい！

        でも私はこの経験も必ずすねさまの糧になると信じてます。

4 　2006年05月25日 20:09
           あぁ、あぁ・・・・・大人の問題、大人になっても難しいですよね。

        ともかくご飯は食べましょう。

        メイドさん、和食作れればいいのにね。

5　 2006年05月27日 15:34
         会社組織に入ると、正しくないけど正しいこととか正しいはずなのに叱られるとかにほんと

よく遭遇しますよね。

        食欲出るといいですねー。熱帯で食べないとモロ体に響きます。

6　 2006年05月27日 17:16
        SNAKERさん、はじめまして！

         マレーシアにいらしてからの奮闘記、読みました。こちらで頑張っておられるようで何より

です。それから、SNAKERさん、「さ・佐賀県東部でお生まれになり」と書いてありましたが、

本当のことですか？本当ならどこでしょう。私は佐賀県鳥栖市の生まれですが...。

        それから mixi のコミュニティ「マレーシア・ビジネスフォーラム」を始めましたので、よろ

しければ覗いてみてください。ここを、マレーシアで仕事がしやすくなるノウハウ満載のコミュ

ニティにしたいと思っています。

        http://mixi.jp/view_community.pl?id=915950

7 　　2006年05月28日 15:53
 　　　＞1



        おそろしい話です。。。((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

        組織が大きくなれば成る程、メンツやらなんやらで

        情報伝達が遅れます。

        不確定な情報なら送るな！！というのなら

        ジャッジメントはこちらで取りますがよろしいですか？ってｗ

        そうも行かないのが大人の世界ですね。

        さて明日にはかたをつけないと。

        今週は別件で動いてたので（爆

        ＞2
        実は、新規事業の立ち上げの方の絡みで３日ほどコッチのトラブルは対応できませんでした

。

        ほら社長命令だし・・・とはいうものの日本はそんなこと知ったことではなくて・・・・。

        明日から頑張ります。

        ＞4
        忙しくなるとご飯食べるのを素で忘れます。

        夢中で時間がなくなるのね・・・・。

        ＞5
        利益優先。建前優先。まぁ人によっていろいろですね。

        まだまだ社会人の自覚が足りない入社３年目です。

        熱帯はカロリー消費するね。。。

        身体は大切にしたいものです。

        ＞6
        はじめまして。



        そして申し訳ない。ＴＶのネタをアレンジしただけで。

        佐賀県東部いったこともないし

        野球とサッカーは興味なし

        ましてや冒険家じゃないですｗ

        コミュ参加いたしましたぁ♪

        皆さんほんとはげましありがとう。

        明日からまた修羅場ですけどがんばりまするよ。

8 　　2006年05月29日 01:29
         SNAKERさん、私の「マレーシア・ビジネスフォーラム」参加していただいて有難うござい

ます。このフォーラム、インフォーマルで本音、本心で語り、情報交換、相互啓発、相互エン

パワーメントの場にしたいです。どうぞ、職場の悩みや問題など、トピックを立てて寄せてくだ

さいね。

        明日からの修羅場、うまく切り抜けられますように。なすべきことをするだけ、それでも問

題があるなら、それはこちらではなく相手の問題ではないでしょうか。落ち込んでも、力はまた

自然と湧いてくるもんですよ！



初めてのボーリング　　06年06月04日

( ﾟ▽ﾟ)ｱﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ / ＼/ ＼  
初めてのボーリングがマラッカでやることになるとはｗ 
snakerです。 

snakerはボーリングをやった記憶が無いけど？？ 

つうことで社内ボーリング大会にでてきました。 
一度は、断わったはずなんだけど。 

やったことないなら経験してみたら？ 
ということで強制参加ですｗ 

何か１６日と聞いてたのですが、 
昨日の時点で6/3の10：00スタートとわかりました（ぇ 

場所はマコタパレードというショッピングセンターの３階です 
基本的に朝10：00オープンですが、 
特別に9：30からﾄﾞｱを開けるようにしてもらってたそうです。 

ええと。 
好きなボールと言われてもわからないよ？ 
あの穴にどの指入れるの？（爆 

３ゲームでとりあえず目標は80,80,80のトータル240くらい目指して、 
62,109,88の259でしたよ。 



正直途中あきてきたｗ 

1　　 2006年06月04日 19:45
      そうマレーシアでは職場でボーリングすることも多いですね。お手軽にできますからね。初め

てにしてはなかなかいい記録だと思いますよ。

2 　2006年06月04日 21:34
         お元気そうで、何よりです☆

        朝っぱらからボーリングとは、なかなか素敵な（？）

        同僚の人達ですねｗ

        マコタパレードは、たまーに行きます。

        近くに、おいしい中国茶のお店がありまして

        そこのおじちゃんとお友達です。

        ちなみに、私のマレーシアでのボーリング戦績は

        100/89/50です。

        前半型だな…自分ｗ

3　 2006年06月07日 17:39
         ＞1
        どうもです。

        記録の良し悪しもよくわからりませんでした。

        初めてにしてはいい記録と言ってくれる人もいるし、

        えぇ３００いかなかったの？っていう人もいますｗ

        次は日本人会のゴルフ頑張りますよぉ　6/18

        ＞2
        あまり元気ではないけどねｗ

        社内イベントはいろいろあるそうです。

        社外もあるけど、、6/25は４社対抗ゴルフ・・・orz



        マコタの近くの中国茶のお店？

        行ってみたいですな。



チェックインをさせましょう。　　　06年06月07日

明日は株主総会に備え日本からお偉いさんが来られたり、 
しごとの関係で日本から出張者が来られたりと忙しくなりそうです。 

社長なんて、近々ＫＬまで謁見会の予定が有るとか無いとか 

で明日は出張者２名をホテルでお出迎え、 
かつチェックインをさせておくように！ 
との指令がワタクシに・・・・。 

英語で？※当たり前です。 
！(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 

Hello. I'd like to check in, please. 

で大丈夫かね？ 
でも　Ｉ　じゃないよな…They　か？ 

つうか会社でＲeservation（予約）してるんでしょ？ 
パスポート見せるだけでいいのかね？？ 

俺が泊まるわけでもないのに、頭を悩ませています。 
マレーシア滞在３ヶ月、、 



未だにすんなり、言葉が浮かびません。。。。 
・゜・(PД`q。)・゜・ 

1　 2006年06月07日 19:29
        文法は気にしなくていいですよ。

        Hello. I'd like to check in, please.

        でもいいです。このこのあとにチェックインする人の名前を言って。

        He is （actually） my friend. か

        They are (acually) my friends.

        と言えばいいでしょう。

        あるいはもっとカタコト的に。

        Two of my friends. Check in, please.

        でもいいのではないでしょうか？それで、多分．．．。

        What is your friend's name?

        とか何とか聞くでしょうから。どちらかの名前（両方でもいいです）を言えば、相手は予約

者のリストから名前を見つけるでしょう。普通チェックインする人のパスポートの番号を聞かれ

ることが多いです（２人のうちどちらか代表者の番号）。

        それから、部屋が相部屋のとき２人に対して、部屋の鍵（最近はカード式が多い）を１つし

かくれないときは、

        Can I have another key?

        とか言えばいいでしょう。



        要するに、キーワードをカタコト的に並べれば、相手はわかってくれますよ。

2 　2006年06月08日 13:42
         ＞1
         ありがとうございます。

        ようは適当でも何とかなる訳ですねｗ

        でもこういう機会が無いと英会話実践できないわけで・・・。

        ちなみに始めてマレーシア着たときはホテル滞在でして

        カード式の鍵だったわけです。

        でそのカードがルームナンバーが書いてないわけでして・・・。

        いきなり部屋わからなくなりました。

        フロントで適当にカタコト英語で聞いたら教えてもらえましたが、、あの時はすごく怖かっ

たですｗ

        むしろこのチェックインあとのお偉いさんと合流、

        食事会のほうが大変だったりしてｗ

3　　 2006年06月08日 19:40
         今からホテルにお出迎え行って来ます。

4　 2006年06月08日 23:26
         お疲れ様です。

        上手くいきました？？

        自分は、仕事柄、毎週のように

        この会話をしてます。

        最初は、かなり緊張しますよね・・・・。

        こっちに来たばかりの頃は、中国系のスタッフを狙って

        中国語でやってましたが・・・

        要は慣れと度胸なんでしょうね☆



        また一段階、レベルアップされることをお祈りします

        _(_^_)_

5　 2006年06月10日 01:45
         4さんも気にしておられますが、上手くいきましたか？

        >むしろこのチェックインあとのお偉いさんと合流、

        食事会のほうが大変だったりしてｗ

        はい、こちらのほうがずっと大変だと思いますよ。日本人相手だと、いい加減なことは言え

ないし、はったりをかませることもリスクが多いですし．．．。

6　 2006年06月11日 22:26
         なんだか、おかしいなぁって思ってたら

        フロントの受付は３人泊まると思ってたらしいｗ

        あれぇ？？？

        いつ俺も含まれたんだろ？？

        まぁ通じたのでよかったですけど。

        お偉いさんとは、まぁ何とか。

        私は下っ端なので激励と締め付けのお言葉を頂いて終わりです。

        後日、簡単な面談も行いましたけど、それも何とか。

        むしろ、私の上司が大変だったようですね。

        お偉いさんとの接待もあるので・・・・。

        ※食事、カラオケスナック、マージャン

        現在、出張者は１ヶ月くらいこちらにいるので

        暫くはお出迎え、お食事など共にすることになりそうです。



7 　　2006年06月12日 09:33
         あら、あら。お疲れ様です。

        私ももともと英語なんて話せないんですが、いや、こっちの英語ときたら、本当にヒ

ドいっ！！英語が英語にきこえねーっ！っと日々発狂しております。ま、慣れなんでしょうが・

・

        それよりも接待のほうが大変そうで。胃薬はいつも持参しておくべきでしょう。気楽、に。

8　 2006年06月13日 23:15
         そろそろそういう季節だったわね。

        雑務が多くなって大変ねぇ。



ソフトボール大会　　　06年07月22日

最近は仕事ばっかりです。 休日出勤上等！！ 
まるで日本みたいですな。 
そんな中、 

マラッカ日本人会より下記連絡が。。 

  
>会員の皆様のさらなる親睦を図るため、 
>下記内容で毎年恒例のソフトボール大会を開催致したく、ご案内申し上げます。 
>最低限のルール以外、堅苦しい試合規定はありませんし、 
>試合そのものはほとんど午前中に終了します。 
>ご家族お誘いあわせの上、 
>草野球感覚で休日の午前中を皆様一緒に楽しみませんか？ 

>場所は、STADIUM HANG JEBATで 
>ソフトボール大会を行います。 

つうことで 

お返事を 

野球、ソフトボールの類はまったく試合も見ないし、やったこともないので 
最低限のルールすらわかりません。 
よって今回は参加辞退しようかと思いますが、よろしいでしょうか？ 

回答 
却下、応援として参加。 
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でもルール知らなければ応援もできないよ？ｗ 
とりあえず、どうすればいいか聞いてみる。 

Eさん：やじればいいですよ 

　[>m<] 

まぁ炎天下の中で弁当食べに行くのも良いでしょう。 
（応援する気ゼロｗ 

つうことで午前中、おでかけ。 
午後、会社に出勤。 

　



とりあえず、会場でかっ！！ 

あと排水用の溝が深っ！！ 
朝に降った雨が全部なくなった∑(>口<；) 

追伸 
正直に言えば楽しくはなかったです。 
ルールもよくわからんもん。 

1　 2006年07月22日 13:29
         大変ですね・・。

        ＫＬ地区は、そこまで拘束するようなイベントはないですね。

        てか、これマラッカスタジアムですね？？

        たまーに、前を通りますｗ



2 　2006年07月24日 00:36
         ソフトボールって野球とルールが違うとですか！？

        なーんか、そういう狭い世界って面倒くさいですねぇー。

        付き合いとはいえ、毎回毎回お疲れ様です。



健康診断inマラッカ　　06年08月05日

健康診断inマラッカ 

http://www.mahkotamedical.com/ 

つうことで月曜日は朝から病院行って来ます。 

項目は 

身長、体重、視力など 
血液検査 
尿検査 
便検査 
心電図 
胸部レントゲン 
肺機能検査 
聴力検査 
腹部超音波検査（エコー） 
医師による結果説明及び相談 

医師による結果説明及び相談（←英語 

（＞＿＜、） 

ところで検便のケースでか！！　 
そしてクリアプラスチックケース！！！！

 1　　 2006年08月05日 17:11
         英語＝（＞＿＜、）・・・

        ・・・・なぐなー！！ｗ

        最近、ややオーバーウェイトです。

http://www.mahkotamedical.com/
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        週２でフットサルをしたら、動く分以上に

        食欲が刺激され逆効果に・・・ｗ

        スネ様は、踊ってられるから、体重とか問題なしですよねｗ

2　　 2006年08月06日 09:16
         ケース（使用前）をUP願います！

3　 2006年08月08日 18:32
         ＞1
        まぁ、実際は簡単な英語でなんとかなったのですけどね。

        結果、、

        ハイコレステロール　※酒を控えろ。

        血便　※肉を控えろ

        B型肝炎の予防接種受けろ。

        また予約っすか。。

        めんどくさいので聞かなかった事に。。。（ぇ

        ＞2
    なぜソコに食いつくのでしょう？ｗｗｗｗｗ



マレーシアのスパイウェア　　　06年08月22日

マレーシアのスパイウェア 
実はまたまた感染してます。 またもやネット危機ですな。 
メインPCとほぼ同じ状況です。 ウィンドウズがまともに起動すらしなくなりました。 
 スタートバーとアイコンがすべて見えなくなりました。 

　orz 

どうでもいいけど何でこんなにすんなり進入するんだ？ 
素通りですよ？ (·ω·｀) 

最初に繋いだときにすでに変なウィンド開くんですからｗ 

■推測 
 プロバイダやらなんやらのアクセスポイントがすでにおかしい？ 
日本に比べて全体的にセキュリティが甘い。個人で壁を強化するのが一般的？ 

マレーシア全域で流行っている。 

日本でも実は流行っている。 

一応、Ctrl+Alt+Del→タスクマネージャーから 
直接ソフトを参照させてアプリを起動できるのですが・・・。 

何だ？この不便なパソコンはｗ 　DOSライクです。 

ORZ



英語と帰国　06年08月30日　の日記

お休みが取れそうなので 帰国をしたいのですが、、 
 ※ハリラヤっていうんですって？イスラムのお休み期間。 

日本でいうお盆の時期みたいなものだから チケットとるのが難しいみたいなのよ。 
総務経由で今ごろから 

　マラッカ→空港→日本　 
　日本→空港→マラッカ 

のタクシーアンド飛行機をお願いすると 
便利でいいらしいんですけど、、、 

英語でなんていうのだろう？？ 
予約を入れたいのだから 

あい　うぉんと　めいく、ぶっきんぐ　〜 

を使えばいいのかな？ 
(スネが美容院につかう表現。 

よくわかんにゃい。 

 1　 2006年08月30日 13:51
        want という言葉はちっと失礼な響きになるので、使わないほうがいいです。want の代わ

りに、would like to を使いましょう。

        I would like to make a booking for a flight to Japan.



        でいいですよ。そういうと、日本のどこの空港かとかいつ行って、いつ戻ってくるのかとか

聞いてきますから、それに答えればいいでしょう。あとどの airline で行くのかとかも聞かれるし

、もちろん名前もいう必要がありますね。名前はパスポートどうり正確に言う必要があります。

2 　　2006年08月30日 17:48
         一時帰国ですか・・・。

        楽しんできて下さい！

        とりあえず、仔細は紙に書いて渡すと、間違いないと思います。

        ハリラヤは台湾にすっとぶ予定のりーほーらいでしたｗ

3　 2006年08月30日 23:38
         　予定が立ったら連絡おくれ。

4　 2006年08月31日 12:58
         ご帰国ですか。うらやましー。

        たしかにﾊﾘﾗﾔはﾁｹｯﾄとるのも大変ですよね。私はﾊﾞﾝｺｸ・ｻﾑｲにいってきまーす☆

         ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを参考にﾄﾗｲしてみましょ。そうしましょ。

5　 2006年09月01日 00:22
         帰国したいのですから

        そこは頑張ってくださいｗ

        その頃には立ち直ってるお思いますのでお持て成ししますよ〜。

6 　2006年09月02日 13:48
         ＞1
        ぬぉ！

        よくウォントってつかうよ。

        プリーズつけてもやっぱダメっぽいのかなァ。

        そういや英語の先生は

        場合によっては子供っぽい表現って言ってたような

        月曜日にでもトライトライ。



        ※今日明日は休日出勤。。orz

        ＞2
        楽しめるかどうかはわからんけどね。

        元々、楽しめる仲間もあんまりいないし。。

        ＞3
        気が向いたらネ。

        実家にも帰っておきたいしね。

        ちゃんともてなしてくれる？

        ただ訳のわからん企画はなしね。

        ＞4
        まぁ、帰国なんて縁遠いとも思ってたのですけどね。

        まだ一回しか、(しかも成田に５時間くらい）

        一時帰国してないし。

        チャンスなのでトライしまするよ。

        ＞5
        うーん。さほど期待はしてなかったけどねぇ。

        このようなお言葉をいただけるとは。

        もてなしてくれるなら、、期待してもいい？ｗ

        何があったのか知らんけどまだ立ち直ってないのね。



シブ島の旅行での写真　「番外編」06年09月11日

※マラッカ滞在中、シブ島に旅行にいった時の日記です

コテージ外観やドリンク。

庭園やプール。

島の海辺や入口。

そして
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　しか

5　 2006年09月11日 19:57

        なんで鹿がいるの？？びっくりなんですけど。

6　 2006年09月11日 20:45
         確かに何故に鹿？ｗ

        行く前は結構心配してましたが

        結構楽しめた旅行だったみたいですね。

        素敵なところっぽいなぁ・・・・。

7　 2006年09月11日 22:42
         シカ萌え・・・（´∀`）

        いいとこですねぇ☆

        青い海に、白い砂・・・まさに南国リゾートｗ

8　 2006年09月12日 06:39
         ほんと、シカ萌えv

        泊まった部屋ｶｺｲｰ!

9 　2006年09月12日 13:57
         ﾌﾟ。最後に鹿のﾜﾝｼｮｯﾄってｳｹるｗ



        ﾅｲﾝｽｾﾝｽでーす。そしてﾘｿﾞｰﾄだぁー。癒された？

10　 2006年09月21日 11:22
         ＞5
        いっぱいいたよ？

        ウサギもいたよ？

        ＞6
        いいトコでした。

        しかに包囲されました。

        ＞ 7
        しか好き？ｗ

        青い空に青い俺(謎

        ＞8
        やっぱりしか好き？ｗｗ

        ステキなお部屋でしたが若干シャワーに難アリ。

        ＞9
        癒されましたよ。



シブ島のしか。「番外編」

か、、囲まれた！！！！

※マラッカ滞在中、シブ島に旅行にいった時の日記です



シブ島のアベック盗撮「番外編」

※マラッカ滞在中、シブ島に旅行にいった時の日記です

シブ・アイランド・リゾートへ出かけたわけですが。 
さすが南国リゾート！！ 

青い空！！！ 

白い雲！！！！ 

白い砂浜！！！！！ 

南国の果実！！！！ 

そしてイチャついてるアベック！！！！！！！！！ そしてイチャついてるアベ

ック！！！！！！！！！ 
※2度書くことで強調。
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イイナァ　　orz 

公園でいちゃついてるのですよ。 
人目を気にせずに。。 

こっそりと近寄って盗撮してやるぜ！！！。 

アベック ：イチャイチャ 
スネ  ：こぉおーーっそり　とパシャ。 

アベック ：びくっ 
スネ  ：あっ気が付かれた・・・ 

アベック ：イチャイチャイチャ。 
スネ  ：ちきしょう。見られると萌え上がるタイプか？？？ 



その写真を下にアップするぜ。

 うさぎさん。。 

人として敗北　orz

2　　 2006年09月21日 11:59
         やん。めっちゃ可愛い。

        って動物にそんなこと思うあなたって・・・。病んでる？？

3　　 2006年09月21日 12:19
         >2
         ネタですってｗ

         ただね。。。。このうさぎ２羽見た瞬間に上記の

        　ネタ-文章の流れ-オチ-写真の使いかた

        が浮かび上がった時点で病んでいるかもｗ

        逃げられずに近づくの大変でした(>_< A)

4　　 2006年09月21日 13:35
         うわーん。かわいぃー！！！

        ｳｻｷﾞも見られると、もえるんですねぇー
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5　 2006年09月21日 16:14
         ウサギもさかるシブ島・・・・

        すごいなぁ（・∀・）

6　 2006年09月21日 16:21
         ＞4
        いや、ほんとにそうなのか判らないけどｗ

        話題に上がったシブしかもウサギの前では・・・・

        うさぎ人気者だなァ。。

        ＞5
        めっちゃ仲よさそうでした。

        黒ウサギが鼻をヒクヒクさせて、

        隣のうさぎの耳元や首をチュッチュっとｗ

7　 2006年09月22日 23:33
         ウサギも鹿もいるのか！

        すごい島だなぁ・・・・。

        しかし可愛いですねぇ、ウサギ。

        でも貴方、動物苦手では？ｗ

8　 2006年09月23日 16:05
         うん。一切さわらなかったよｗ

        みんな、

         しかさん＜うさぎさん

        って感じで好きなのね。。



マラッカでのマッサージ(フットリフレクソロジー）

※マレーシアで知り合った某会社のA氏にマラッカを案内した

日記です。

 今回はどちらかというとレビューに近いです。

マップエクセルで作ったのでご参考に。

詳細なマラッカの地図はこちらです

場所はマコタパレードすぐ近くです。

A ：普段は休みの日に何なさってます？

俺 ：ううん。ヒキコモリとか執筆したり、あとマッサージ屋かな？　行く？

つうことで私おすすめ、足ツボマッサージにＧＯ！！

ココはタイの元プロボクサーに鼻で笑われながらの悶絶マッサージも無く

※アレはアレでクセになるんだけどね。

うっかり寝てしまうくらいのリラクゼーションっぷりですのよ

(日本語がおかしい）

しばし二人の戦士の休息。

尚、フット＆ショルダーの1時間コースです。

ＲＭ４５(約１３５０円）

内容は

ゆったりとしたソファーにすわり。。。 
足湯・・ハーブのようなものを入れたお湯に足突っ込みます。

10分くらい放置プレイ。
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この間、お茶が出されます。

A ：英字新聞はあれだなぁ・・・

とチャイニーズ系の雑誌を読みはじめるA様

俺 ：・・・・・・・すごいなぁ(・Ω・｀)

このときエステシャンは肩と腰に温熱のマクラを置いてくれます。

肩首腰とあったかーーくなり血行促進。

以前来たときは、逃げ出したくなるくらい熱かったんだけどねｗ

でもそのぶん1時間はあったかい感じだったんですが。

今回は30分くらいで人肌くらいに・・・。それもまた良し(いいの？？

その後、足を拭いてフットオイルマッサージ開始です。。

コレがまた夢見心地なのですよ。

ふと、隣を見ると

A氏　撃沈！！しっかり夢見心地ですな。。ｗ

最後に肩をちょっと揉んでもらってお終い。

尚、この店はなんとなく綺麗だなぁっと開拓した店でして。

今のところ他の日本人はいない穴場です。



ちなみに全身マッサージだと、2階の部屋に通されて

パンツいちまいにタオルをかけて

よくＴＶなんかでみるエステみたいな感じのマッサージを受けれます。

日本とかでもスネはリフレクソロジーなど

週に3回程度のペースでいくマッサージ好きですが、

この店は結構レベルも高く気に入っております。

まだやったことは無いけど、今、日本でも流行り始めている

耳に蝋燭のようなものさすリフレもあるみたい。

機会があったらほかのマッサージ屋も開拓してみたいものです。

できればタイの元プロボクサーに鼻で笑われながらの全身悶絶マッサージではないところ。性

的マッサージもいらないですな、、純粋に肩こり大魔王なので。。

看板が中国語や英語で書いてると、何がどうなのか見分けがつかない。

エステなのかリフレなのか！？

でっかい足の看板もなんか悶絶しそうだしなァ・・・。

その後、マコタ・パレードで時間をつぶして、

バンブーハットというレストランで軽くジュースでも飲んでお開きです。

バンブーハットはワタシのお気に入りのイタリアンレストランでして、、

(中華系やマレー系料理もあるけど）

これについても後日レビューします。

大変お疲れ様でした。



1   2006年09月24日 19:18
         おもしろいレビュー、ありがとうです。

        また呼んでください〜

        一升瓶片手に参上しますｗ

2  2006年09月24日 23:01
         お店の開拓が大分進んだようで。

        りー様と過ごした時間、楽しかったようですね。

        リズムがあう人、貴重でいいと思います。

        男の人同士の差しオフ、微妙に楽しそうだなぁｗ



城壁　　06年09月27日

ちょい前の話です。 
車を運転中ね城壁のような気合の入った壁がずーっと道沿いに 

なんとなく眺めて運転してたんですよ。5分くらい。。。 
すると、先の方がまだ未完成らしくてね。 

2人の人間がせっせと石を積み上げていくところとすれ違ったんですよ。。 

え、ちょっとコレ全部・・・・・・・・・・。 
 
そんな午後の昼下がりinマラッカ

1　　 2006年09月27日 18:05



         えぇー？ふ、ふたりだけっすか？？

        すごいお国、ﾏﾚｰｼｱ。

2　 2006年09月27日 18:13
         きっと二人の名は後世に語り継がれ・・・・ませんか？？

        （・ω・`）

3　 2006年10月06日 19:42
         　　最近見たらね　7人くらい　になってたよ。。



イタリアンレストラン　バンブーハット

詳細なマラッカの地図はこちらです

店名：バンブーハット　レビュー 

マラッカの観光名所であるオランダ広場付近のイタリアンレストランです。 
ホテルの一階を改装した店で、夜にはミュージシャンが弾き語りをしてくれる雰囲気の良い店

です。 
お客層は白人系がほとんどであり、マレーシアっぽくないお店の一つでもありますｗ 
カタコトの英語さえできれば大丈夫ですｗｗ 

マレーシアでも美味しいピザやパスタが食べれます。 
とくにラザニアがお勧めです。 

パスタのソースは大きく分けて、クリームチーズ系、トマトソース系にわかれます。 
どっちも見た目以上に濃厚であり、量のわりには満足感が得られます。 
注文のしすぎに注意してくださいｗ 

http://malacca.blog.shinobi.jp/Category/11/
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もちろんホテルなのでマレーシアの郷土料理や、中華料理もおいてますがｗ 

もう一つのお勧めがジュースです。 
マンゴージュース、ウォーターメロンジュース、スターフルーツジュース、ライム　etc 
様々なジュースが絞りたてで飲めます。 

私の両親がマラッカに遊びに来た時もこの店に寄ったのですが、 
観光名所、またショッピングセンター(マコタパレード）の近くでもあり、一休みするには最適の

場所です。 
※マイミクのA氏ともここで対談しましたｗ 

店員も気軽に話し掛けてくれるので面白いですね。英語の勉強にもなりますよ。 

お値段もお手ごろ価格ですし、 
何よりマラッカの日本駐在員の溜まり場にはなっていないと言う所もポイントですねｗｗｗ

1   2006年10月30日 19:35
        ついにアップしましたね・・・・(*^_^*)

2   2006年10月30日 20:52
        そう、ついにアップしたので、、

        せっかくだから、1様の

        お店の印象なんかもコメントプリーズｗ

3   2006年10月31日 20:31
         スイカジュース　ｳﾏ（・∀・）-！！！



4   2006年11月01日 10:05
         と、A氏も絶賛！

        みんなもSnakerところ遊びにきたらいいさｗ



マレーシアでの仕事の感覚。

以前、飲み会にて面白い話題にぶつかったのでご紹介します。 
それは日本と海外における仕事の感覚というものです。 

それはAさんの一言から始まりました。 

マレーシア人は仕事をすぐ辞める。 

という発言です。 
AさんはこれまでT社の工場現場で働いており、現在はマレーシア赴任1年目です。 
日本とマレーシアの工場の違いを見ると、 
■マレーシア人は仕事をすぐ辞める。 
■せっかく技術移管しても、ちょっと注意したりするとすぐいなくなるので、 
上手く交流(飴と鞭ｗ)をして行く必要がある。 
■またマレーシア人は自分の技術を他人に教えない。教える事は自分の地位を脅かすと考える。 
■それは元々、定職につかなくても最低限生きていける環境。 
※発展途上なので就職先はいくらでもある。凍死することもなく物価も安い。 
その辺にヤシの木もニョコニョコ、最悪それで飢えをしのげる？？ｗ 

対してSさん。 

いや、そんな事は無い。と主張 

Sさんは日本のM社からの出張者であり、ヨーロッパ赴任経験もあります。 
■仕事を辞める人がいるのはヨーロッパでも日本でもいる。マレーシアが特別多いとは考えられ

ない。 
■いなくなるのはその人の本質の問題であり、そのような人に技術移管するのは選んだ人間、日

本人が悪い。 
■本来、そんなすぐ辞める人間を雇っている事自体が問題である。即刻、退職させて次の人間を

育てるべき。 
■技術を自分だけのものにするのは日本でも同じ、特に教えろと上からの指示が無ければ動かな

いのではないのか？ 

まぁ、実際にホイホイ人を入れかえれるわけではないので、 
話題は 



マレーシア人は仕事をすぐ辞めるか否か。 
マレーシア人の仕事の考えかた、仕事の能力はどうなのか？ 

両者とも同じ意見なのが、 

■基本的に素直。指示通りに動く 
■計算が弱い。 
■日本人に頼りすぎる。（これは技術移管の仕方にもよるが） 

対立したのが 
Aさんのこんな意見。 

■失敗の証拠を隠す。トラブルの状況を詳しく話さない。 

何が原因でのトラブルか？　という解析ができないんですよね？ 

これに対してSさんは 

■マニュアルがしっかりしてないのでは？　 
隠すのではなくよくわかってないのでは？ 

と指摘。 

確かに責任を取りたくないってのは分かるけど。 
トラブルが何時どこで、どのように起こったのかまでは分からない事が多いんですよね。 

大抵は急に動かなくなった、急に壊れた。で終わるし・・・。 
その時のものは？壊れたので捨てたとかｗ 

結局、マレーシア人のいないところで 
マレーシア人の仕事の考えかたを討論するのもおかしな話なのですがねｗ 



マレーシア人は仕事をすぐ辞めるか否か。についても感覚論でしか話してないしね。 
きっと　今の若者は・・・て論と同じレベルなのかもね。 

皆さんはどう思われますか？ 

ワタシはデータがないと何ともいえませんが、感覚的には一緒だと思います。 
ただし、辞める理由はかなーり国によって異なるのではないでしょうかね？ 

些細な理由で辞める人、夢や希望や野心のために辞める人。 
経営側にとってはどっちも一緒なのでしょうが、、同僚としては後者の方が快く送れますよね。 

ワタシは夢のために、野心のために会社にしばらくはいる予定です 

1  2006年11月03日 18:49
         今日はいつになく、真面目なお話ですね。

        ワタクシも、日々御社含め、製造業の御客様相手の仕事

        ですから、そういう話題はよく出てきます。

        たしかに、マニュアルなどで管理・教育をすれば

        ある程度は、彼らの離職を食い止めれるし、技術の継承も

        可能だと思います。

        しかし、マレーシア人（チャイナ・マレー・インド問わず）

        の持って生まれて気質までは治せない。

        日本のように愛社精神があるわけじゃないし、転職に関しても

        日本よりも自由におおっぴらにできる。

        （むしろ転職＝ステータス？みたいな風潮もある。）

        決してマレーシア人の能力が低い云々でなく、要は気質です。

        それを考えた上でのマネジメントが必要なんでしょうね。



        ウチの事務所のチャイニーズの同僚も

        全員が転職経験者です。

        平均して3〜4年で、職場を点々とする人もいるようです。

2  2006年11月03日 22:51
         そこなんですよ？

        そこ！！

        気質ってほんとにそうなのか？

        日本人だって愛社精神があるわけでは。。

        会社の利益と自分の利益が一致してるだけなのでは？？

        離職に関してはなんとも・・・。

        少なくても、うちの会社を２度やめた人間が

        また戻ってくることもあるからね。

        辞める就職するの国によって感覚は違うかも。。

        景気や歴史背景など環境も絡む話だしね。

        日本のニート増加ってのはなるべくして起きた現象だよね。

        俺だってそんな生活憧れるし（ぉ

        追伸

        いつになくって俺はいつだって真面目だよ？

        俺ほどまじめに生きてる人もめずらしいんじゃないかな？

        （白々しくｗ

3  2006年11月03日 23:43
         これは失礼を。

        日本のケースは、今の団塊世代あたりの現状と



        若者の現状を分けていうべきでしたね。

        自分にも、愛社精神云々はありません。

        仕事内容に関しては、けっこう気に入ってますけどね。

        ニート・・・たしかに、仕事をしている人間から見れば

        少し羨ましくも・・・（おいおい

        仕事に対する苦悩は、日ごとに大きくなりますね。

        日本にいれば見えなかったことまで見えてしまう分だけ

        余計になのかもですが

4  2006年11月04日 18:42
         仕事の苦悩は同感。

        ついでに私事のことも海外にいると苦悩やストレスとなる。

        逆に日本に戻れば対した事ではないのかもね。



語学とコミュニケーション

今日、グループヘッドのＺさん(マレー系)がぼやいてたよ。 
ミャンマー出身の新入社員と言葉が通じないって。。。 
あなたが通じないなら、私はムリだなァ。。。 
snakerです。 
あなたとのやりとりだって完璧でないのに。。。 

私の職場は、日本、中国、マレ－シア、インド、インドネシア、ミャンマー 
と言語がごちゃごちゃです。 

中国系、インド系はそれぞれの言語と英語をはなします。 
マレー系(リーダー以上)、もマレーシア語と英語ですね。 
マレー系のオペレータはカタコト英語かまったく話せないか。。 
ということで私のジャパニッシュは、、、通じたり通じなかったり　orz 

英語でＴＲＹ。 

スネ：あい　はぶ　りくえすと・・・・ 

通じない。。 

マレー、英語、日本語の言語ができるヒトを呼んで翻訳をたのむ。 
マレー語ｖｓ○○語 

「ゴメン、コノヒト、インドネシア人。通じない」 

インドネシア語とマレーシア語ってほとんど共通じゃないの？？ 
Σ(・ω・ノ)ノ 

「ドウシヨウ？」 

スネ：いやどうしようって。。(・ω・｀) 

追伸 
英語系の学校出身のチャイニーズは漢字が読めなかったりします。 

1　　2007年01月08日 14:38
　 いや、どうにもならんだろ・・と。 

　これはマレーシアで働く上での宿命ですよね。 
　何か一つ共通語ができればなぁと思います。 

　ちなみに元・職場は中国語が共通語でした・・ 
　マレーシアというより、香港にいる感じｗ

2　　2007年01月08日 14:40
　 これがどうにかなるマレーシアの不思議。



「美容院」Glamourette Hair Studio

 詳細なマラッカの地図はこちらです。

※01月22日の日記を再編集してます。 

たまに、、 
シャワー上がりで力尽きてバスタオル1枚でソファーで倒れて朝を迎えます。 
snakerです。

どこの宗教画だ！！！(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 

メガネ男子教スネ派ですかね？(・ω・｀) 

信者が少なそうだ。。('Ａ`) 

日記です、 
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美容院に髪きりに行ったよ。。 
場所はマコタパレードの1stフロア(2階）。 
※マコタパレードとはマラッカでも有名なショッピングセンター 
ガイドブックにも載ってます。 
Glamourette Hair Studio 

3〜4ヶ月ぶりに。いい感じで伸びてきたけど、 
毛先がどうも気に入らなくてねぇーー。 
女性ってどうしてあんなにきれいに伸ばせるの？？？ 
あと、ついでに11ヶ月ぶりにアシンメトリいれてやろうかと。。 

美容師 ：どうのようにします？（英語 
スネ  ：・・・・（英語で説明） 

美容師 ：？？？？（・ω・｀） 
スネ  ：　じゃあヘアカタログ見せてもらえます？（英語 

美容師 ：ＯＫ 

スネ  ：このスタイルと同じ型。長さは今と同じぐらい。、上をすく（英語。 
  左がロングで右がショート・・・・・。 

コ一時間後。。いつもの同じような髪型のスネチャマ光臨。。orz 
コミュニケーションって難しいなァ。。。 

アシメどころか全体が短めです。。 
まぁ微妙に、、、はいってないよなぁ。。 

ま、いいですけど。。。 
通じたようで通じてないってところが痛いな・・・。 

なお、このお店はシャンプー時に頭皮マッサージをしてくれて 
かなり気持ちいいです。 



時間も15分くらいはやってくれてる気はします。 

最初椅子に座ったままの状態で、シャンプーを頭に付けあわ立ててくれます。 
このとき、ツボを刺激しながら、ゆっくりと。 
そのまま、首筋のほうまで軽く押していき、頭部全体にあわが行き渡るように。。 
その後、指先に力を入れながら念入りに洗ってもらいます。 
しかもやたら時間をかけて。 
終了後は、別席のすすぎ用の場所へ移動。 
丹念にすすいでもらいます。 

その後、カットへ。 

値段も手ごろで40RM(1200円）もしないですね。 
まぁマレーシアでは割高なのですが。 

実はココ以外のお店を利用したことないので 
他は良く知らないのですが、日本の美容院に近い感覚でいけますね。 

■メモ 
「レイヤーを入れて下さい。」 
I'd like to get a layer cut." 

カタログ指しながら「こういう髪型にして下さい。」 
"I'd like my hair cut in a style like this." 

「後ろをすいて下さい。」 
"Could you thin out the back?" 

"You did a great job. I'm very happy with my hair." 
「この髪型すごくいいです。とても気に入りました。」 

電話。 
 美容院の予約をお願いします 
I'd like to reserve a beauty salon. 



今日の３時から予約したいのですが 
I'd like to make an appointment for 3 o'clock this afternoon. 

シャンプーとカット、それにセットをお願いします 
Cut, shampoo and setting, please. 

1　　 2007年02月06日 01:10
         RM40!!!Σ(>▽<)
        なかなかの高級店ですねぇ〜

        たしかに、美容師さんとのコミュニケーションは難しい。

        私なんぞ、日本で説明しても、たまにイメージと違う切られ方

        して、凹んでますからｗ



イヤーキャンドルセラピー　07年01月29日

詳細なマラッカの地図はこちらです。

最近っつうか1年ほど前、ちょこっと日本で聞いたイヤーキャンドルセラピー。いつもいっている

リフレクソロジーのメニューにあってね。今回は思いきって挑戦してみました。 

まぁ知らない人のために 

ハーブ類で作られているイヤーキャンドルは、天然植物オイルを含む筒状の蝋燭です。 
これを耳にさして火をつけます。 
灸の燃焼で発生した微圧力（毛細管原理）、 
及び炎の移動で起こる空気の振動を利用して耳垢をとるそうです。 
耳垢はこの細穴から耳孔に出され、耳垢を取らずに溜まり続けると 
耳に繋がっている経絡を圧迫し、神経の伝達に支障をきたす可能性があります。 
耳の周りで伝達が悪くなると滞った神経に関係がある臓器あるいは体全体に支障がでてきます。 
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もともと耳は４０００にのぼる細穴があり、これらは副鼻腔、目、骨、リンパ腺など 
体の各部分につながり、体の経絡においては全てが耳につながっているとのこと。 

また精神の安定にもよく、リラックス効果、鬱にも最適。 
不眠解消効果もあるそうで。。。 

私のような耳かき好き、、 
かつ、耳が性感帯のように感じる人にはもってこいさ！！ 

とりあえず、半ズボンに着替えて、上半身裸でベットにあおむけ。 

片耳15分　計30分、その後に軽いマッサージをすると説明を受けます。 
なお、当たり前なのですが、施行中は携帯電話は使用できないと注意を受けますｗ 

タオルを身体にかけてもらい、耳に火のついたコーン状のキャンドルを差してもらいます。 
このとき、キャンドルのポジションはどうか聞いてきます。 
特に問題なければＯＫといえばいいです。 

シュージジジジ、、っと音が聞こえてきます。 
いわゆる炎の音なのですがこれが、中々気分のいいものです。 
足ツボのような、身体に効くヒーリングとは違い。。 
雨の日に窓際で雨音を楽しむような、精神的なヒーリング効果ですね。 
また耳に少し暖かい感じがします。 

この間、マッサージ師は目の回りをさすりはじめます。 
ツボを押すよう感じでなく、ツボの部分をなぞるような感じですか？ 
そのまま首筋、肩、鎖骨付近をなぞり始めます。(・_・*)ヾ(-ω- ) 

15分立ったら、キャンドルをぬき、めん棒で耳を軽く掃除してもらいます。 
そして反対の耳です。 

終わったら、耳のマッサージがはじまりました。 
ゆっくり耳の中のツボを押していきます。 



そしてそのまま耳の周り、耳裏やこめかみのあたりを指圧していきます。 
これが噂のリラックス効果の高いリンパマッサージ！ 
かなりいい！！！ 
その後、首、頭部、フェイスマッサージを受けて終了。 

最後に何かを見せてきます。それはさっき耳に入れて燃やしていたキャンドル。 
その筒状のものを開くと中には… 

耳あかがたっくさん！！ Σ(・ω・ノ)ノ 

いや前記した通り、耳かき好きで、毎日キレイに掃除しているのですが、、 
何年分かは出てきちゃったと思われるぐらいの分量。。 
とくに左耳！！ 

しかもその垢のこげ具合やら形かなんかしらないが、最近不眠してないとか聞いてくる。 
あぁ当たっているさｗ 

おばたん：今夜はグットスリーピングできるよ（・ω・｀） 
すね：りありーー！！？！(ﾟДﾟ;≡;ﾟдﾟ) 

価格は30分65ＲＭ　1950円。 
マレーのマッサージの価格にしては結構たかいね。。 

多分日本だと5000円くらいしそうだね。。 
キャンドルだけも売ってるらしいけど、、一人でどうしろと？ｗ 

肉体の疲労より心の疲労やもっと内部に効いてきそうな感じでした。 
肩は微妙にこったままです。　orz 

■追記 
実際に夜、良く眠れました。 
疲労も回復気味、足ツボのような直接的な刺激がないぶん 



マッサージになれた人には物足りないかもしれないけど、 
長期的に見れば受けてたほうがいいみたいです。 
マッサージ師のおばたんがいうには数ヶ月〜1年に1度は受けた方がいいみたい。 
なお検索してみたら 
渋谷のお店で30分5000円でした。 
http://www.ps-aroma.com/menu.html 
また、東京都町田市森野　小田急線町田駅西口より徒歩３分 
40分　4000円 
http://www.naobodysalon.com/ 
探せばもっと安いところもあるでしょう。 

個人でやるひともいるみたい。値段はぴんきり。 
仲のいい人といっしょに。 
(危険なので一人禁止 
http://www.supmart.com/sb/sb_earcandle 

1 2007年01月29日 11:00
        地図の足のマークのお店です。

        とても内装がきれい。

        上記マラッカの地図が欲しい方はご連絡ください。

        ※随時更新中。

 
2　 2007年01月29日 20:44
   　　へぇー。名前は聞いたことあるけど、直接的な刺激がなさそー、とか思って敬遠してました

。

        耳ｸｿ、そんなにとれんのー？？私、かなり耳の奥までﾋﾏさえあればほじってるんだけどっ！

！

        今度ﾄﾗｲしてみます！！

        私も不眠症だしー····。

3　 2007年01月30日 08:40
        やってみたい！

        大阪で探します(>_<)

http://www.ps-aroma.com/menu.html
http://www.naobodysalon.com/
http://www.supmart.com/sb/sb_earcandle


4 　2007年01月30日 21:36
        ＞2
        まったく刺激はないです。

        まさしくリラックスするための処方かと。

        足ツボといっしょに頼みたいが、それだと値が張るなァ。

        どうせ１週間一回は行くし。

        ＞3
        ぜひぜひ試してみてください。

        話しのタネにもなるかと思いまする。。

6　 2007年02月02日 18:54

         あぁ・・あのお店ですねぇ☆

        ワタクシの知る限りでは、そこまで充実した

        マッサージ屋さんはKLにはなかったですねぇ・・

2 　2007年02月11日 13:47
   
        ﾚﾎﾟｰﾄです！！

        昨日、相方とﾏﾗｯｶに行って来ました☆

        ﾊﾝｼﾞｭﾊﾟｯ（ｼﾞｮﾝｶｰ）ｽﾄﾘｰﾄのﾊｼﾞのほうにある「普陀養生保健館」というﾏｯｻｰｼﾞやさんを発見

。予定にはなかったんだけど、ﾒﾆｭｰをﾁﾗ見するとｲﾔｰｷｬﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞが！！！

        30分38RM。激安！

        英語は全く通じなかったけど、丁寧にﾏｯｻｰｼﾞをしてくれたし、終了した後に耳垢もちゃんと

見せてくれたﾋｮ。

        すごい塊だった·····。定期的にやるべきですね。今度ｽﾈ様のﾏｯｻｰｼﾞやさんにも行ってみよう

と思います。

        しかーし、私は不眠解消はできませんでした（涙）。こればっかりは、精神的な問題です

かねぇー

8　 2007年02月21日 01:36
   
        あ〜。いいなぁ〜。

         最近耳が聞えずらいような…。



        KLであったら行きたいですなぁε=ε= 。。(ノT-T)ノ



マラッカのジャスコの謎

※ 2007年03月17日 を編集してます

マラッカのジャスコ。 
ジャヤ・ジャスコの謎です。 

　↑↑ 
　↑↑ 
　↑↑ 
　↑↑→入り口┐ 
　↑↑ 
　↑↑　　　ジャスコ 
　↑↑ 
　↑↑←出口　┘ 
　↑↑ 
　↑↑ 
一方通行。 

混むじゃん！！
1

2007年03月17日 18:51

状況がリアルに分かるだけに爆笑ｗｗ 
その辺が、マレーシアクオリティではないでしょうか 
（・ω・`） 
 
そうそう。 
まだ計画段階ですが、今年の年末に 
マレーシア訪問を計画中！ 
マラッカにも日帰りで遊びに行くつもりですわ〜



消える道

※2007年03月17日の記事の再編集です。

これが元の駐車場　

その後

　

駐車場の空いてる時と混雑時 

(　ﾟдﾟ) ・・・。 

(つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ 

(；ﾟдﾟ) ・・・通路が消えてる！！

1　　2007年03月17日 23:53
↑マラッカのジャスコ？？ 
 
というか、マレーシアでは駐車場の路上でも 
堂々と駐車していく猛者ばかりですよね（・ω・`）
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2　　2007年03月20日 19:40
特にマラッカはパーキングクーポンって訳わからんチケットあるからねぇ、、これで大抵の路上

に留めることが出来る。。



Dragon　Inn　レビュー

※2007年03月20日　の記事の再編集です

 場所はここ

 
詳細なマラッカの地図はこちらです。
って屋台村でもレビュー。 
ここはマラッカの数多くの屋台村のなかでも 
TOPクラス（snakerの知る中では） 
ローカルが集まりつつ、観光客でも敷居が高くない感じです。 

屋台入門にはもってこいですね。 
 
 
ほんとローカルなところいくと英語通じないのでｗｗ 
けどココは大丈夫です。安心して食べにいけます。 
 
中は明るくキレイ。大型スクリーンもあり、 
ＴＶドラマやサッカーの中継をやっています。 
店舗は結構おおいですね。ぐるっと一回りするだけでも楽しいです。 
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普段は屋台だけあってオープンなのですが 
雨が降ると大型の屋根が広がります。 
ビアガーデンみないなものですねｗ 
 
 
屋台のシステムってほどでもないけど説明します。 
まず座る場所を決めます。 
テーブルがアチコチにおいてあってそこに番号があるんですよ。 

 
そしたら、おもむろに散策、屋台の人に話しかけて会話を楽しみましょうｗ 
美味しそうなものがあったら注文。 
 
いくつ？何を？どのサイズで？　 
最後に座るテーブルNo.きいてくるので、先ほど決めたテーブルNo言えばＯ

Ｋです。 
最後にプリーズってつければ完璧ですね 
いろいろ屋台を見て周り、席にもどります。 
 
例：ワン、ワンタンミー、Ｍサイズ、プリーズ。 
 
 
しばらくすると、注文した席に料理が運ばれてくるので、 
お金を払います。 
 
これで修了！！　あとは食べるだけ。 
後片付けも不要です。 
 
 
普通のレストランと違って、席に座りっぱなしでも 
フレッシュジュースやビールの注文しか店員は聞きにきません。 
積極的に屋台を回りましょうｗｗ 
 
 
この日頼んだのは、ビール大瓶10ＲＭ（３００円） 
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豚のMIX鍋（肉、腸、レバー、胃いろいろ） 
野菜いため 
ご飯 
豚の角煮 
 

これで７RM　（２１０円） 

あと閉めでワンタンミースープ（ワンタンメン） 
2.5RM（７５円） 
 

計５８５円程度ｗｗ 

マラッカは至るところに屋台があります。 
ご旅行の際はどうぞ。 

2  　　2007年03月20日 20:21
ここ・・・以前、連れて行ってもらった（正確には前を通過しただけ）のとこですよね！ 
 
KLなんかだと、もっと派手で観光地化された屋台街ばかり 
ですが、マラッカは、素朴でいいですよね☆

          
 
3  　　2007年03月20日 21:06
これはかなり派手なほうですよ？ 
ローカルのところはもっと裏路地ちっくな感じ。 
 
結構いくんですけど、英語が一切通じないのよね。 
ざ・身振り手振りｗ
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マラッカの気候とフルーツと人々

※2007年03月20日 の記事を再編集してます。

ｓｎａｋｅｒ＠赤道直下の南国です。 
一年中夏なのですが、最近は真夏になってきましたｗｗ 
 
とにかく暑い！　蚊だってそりゃ飛んでるさｗ 
 
つうことで赤道直下のマレーシアは雨季乾季など微妙な変化はありますが、 
非常に温暖な気候で季節は夏だけです。 
※せいぜい初夏、夏、真夏の違い程度？ｗ 
 
朝の7：30に日の出、夜の7：30に日の入。 
その間は文字通り、真上に太陽がドンっとあります。 
影がほとんど自分の真下で見えないくらいですよｗｗ 
ひまわりなんて植えたら上向きっぱなしなんだろうなぁ・・・ｗ 
 
まぁ、それだけ暑ければフルーツもモリモリ取れるわけで、 
日本の真夏１週間程度しか食べれない、やたら甘い完熟のスイカなどはほぼ一年中取れます。 
スイカジュースもメジャーな飲み物です。 
 
とその一方で不思議なフルーツもあります。 
例えば、ドリアンの収穫時期は5-7月です。この期間はマレーシアの至るところで 
腐臭がしますｗｗ 
 

正直あいつらは何を感じとって実をつけるのでしょうね。 
湿度？微妙な温度？（・ω・｀） 
 
 
これだけ温暖な気候ですと、オープンレストランなんてあっちこっちにあり、 
ちょっと大きめの建物、コンビニ内、マッサージ屋、オフィス、ある程度の身分の人達が訪れる

場所は 
ガンガンと冷房を効かせます。 
 
正直、寒すぎと思う事も多々ありますが、きっと冷房自体がもてなしという考えなのでしょ

うね。 



末端冷え性の私は、マッサージ屋で揉んでもらってるそばから冷えていく事も（えええ？？？ 
           
話しが変って、、 
こちらの天気の一つにスコールという大雨があります。 
極めて大粒の雨が３０分〜１時間程度続き、その後カラっと晴れ上がります。 
道路は一瞬で川のようになりますが、その辺の排水はばっちしであり、 
止んでから３０分程度で水の氾濫は収まり、さらに３０分後には乾いてますｗ 
 
雨季になるとその回数が増え始める感じですかね。 
朝夕にちょくちょく振ったりし、結構初夏程度の涼しい日があったりｗｗ 
 
 
 
でね。 
 
うちのローカルスタッフ風邪ひくんですよ。　 
いやわかるよ？日本でも季節の変わり目とか温度変化ある日は風邪引くものね。 
暑いところにずっといて１〜２度下がればそれは肌寒く感じる人もいるでしょう。 
 
痛いほどわかります。 
 
けどね？ 
 
効きすぎた冷房には耐えれるけど、外気温１〜２度の差は耐えれないんだろう？ 
ココの国民は・・・・？？？？ 

1　　　2007年03月20日 20:25
 あははｗ 
外気温の変化にみんな弱すぎですよねｗ 
あぁ・・・久々に、西瓜汁（スイカジュース）飲みたいです。。

2　　　2007年03月22日 10:45
 うん、なんでだろうね？？(・ω・) 
ウォータメロンは疲れてる時いいよねぇ



まねきねこ(日本食レストラン

※2007年03月22日の記事の再編集です。

以前、英語の先生に紹介してもらったお店 
去年の秋(こっちの国でこの表現はおかしいがｗ）
OPENした日本食レストラン、 

「まねきねこ」のレビューです。 

場所はマコタパレードの近く。 
いわゆる、マラッカの観光地あたりです。 
詳細なマラッカの地図はこちらです。

店はややせまくテーブルが５つくらい。 
若い夫婦でやっています。 

女将さんは、着物姿で日本語で出迎えてくれます。 
まねきねこの、右手でおいでおいでしてるのと、 
左でおいでおいでしている違いが分かる日本通ですｗｗ 

以前は旦那さんはシンガポールのホテルで日本食を修行してただけあって 
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食器、盛りつけ一つ一つが極め細やかでです。繊細という言葉が似合うでしょう。 

イメージとしては旅館の料理とおもって構いません。 
ただ、微妙に間違っているせいか、 
アジの塩焼きが、アユの塩焼きのように串焼きなってます（ぉ 

値段も日本食レストランとしては手ごろです。 
30〜40RMもだせば満足でしょう。 
ただアルコールは権利の関係で、缶ビールのみの販売です。 
ナゼか、タイガービアとアサヒスーパードライが同じ値段ですｗｗ 
５０００ＲＭ(１５万円）)で権利が買えるそうなのですが、今はビールのみで十分とのことです。
 
法律の網をくぐるって訳ではないのですが、お酒、焼酎の持ち込みはＯＫでキープもしてくれ
ます。 
うちで売っているわけではないのでＯＫとおっしゃってましたｗ 

また、魚が粋のいいもが入っています。 
魚料理、刺身が美味しいです。 

おすすめは　ぶり大根15RM　うなぎ雑炊5RM 

ホテルの日本食なんかで、日本より産地直送なんていっているけど。 
実際は日本自体が、他国から魚を輸入してます。 
なにより、日本から空輸で７時間以上かかります。 

そう考えると、割りきって他国から直接取り寄せた方が安く、 
鮮度のよいものが手に入るのも納得です。 

逆に、産地にこだわる日本のほうが変ですよね？ 
中国で取れた魚を、日本で輸入して数ヶ月育てたら"日本産"になるんですからｗ 

ただ、夫婦二人でやっているため、どうしても大人数になると 
注文してからくるまでが遅いという欠点があります。 

ゆっくりと過ごしたいかたは問題ないのですが、 
予め予約を入れておくのも手だと思います。 

------------------------------------------------ 
MANEKINEKO 
Ｈ/Ｐ　012-718 3357 
No.G13 JALAN Pm4, Plaza mahkota,75000 Melaka 



ツインエース本格○○中華　

※2007年11月06日の記事を再編集してます。

詳細なマラッカの地図はこちらです 

マレーシアにおいて日本人向けのビジネスっていうのは結構うまみがあります。 
とくにレストランの力の入れようはナカナカのものでして、、 
偽日本食から本格派まで・・・。 

中華料理においてももちろんです。 
マレーシアチャイニーズ向けのレストランがひしめく中、日本人向けの中華をめざしたものも多
いです。 
もちろんマラッカにもあります。 

今回紹介するのは　ツインエース　という中華屋さん。 
一部マラッカの企業では鉄板２というよくわからない通名がｗｗ 

さてこの中華屋さん。 
地元ローカルの人はもちろん日系企業の御用達のお店です。 
そのヒミツは、日本人向けにアレンジしているところでしょう。 

いわゆる日本のラーメン屋で食べれるような中華ソバ、焼き餃子などが食べれちゃうのです。 
クセのある香辛料は極力つかわず、見た目も日本人に合うような盛り付けを。 
※若干、油が濃いですが・・・。 

料理も安く、なにより中華特有の大皿盛り合わせではなく、一人用の子皿料理メインです。 
一人で来ても安心です。 
※スネはマラッカ中華料理店で一人で行き適当に頼んだ結果、大皿２枚という経験が・・・　orz 

また、メニューも日本語で書いていますし、日本語が通じます！！ 
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そして注目して欲しいのがチャイニーズ系のママさん。 
１０品以上の料理をメモなしで記憶、しかも日本語でやりとりしてます。。 
どんだけ頭がいいんだか・・・・。 

そしてもう一つの注目して欲しいところは看板ですね。 

日本語でね。 

　本格 横浜中華の味 
　 

って書いてますｗｗｗ　 
エエエエー！！　(゜Σ　゜っ) 

うん、言いたいことはわかるが、中華料理の本場は中国でいいと思う！！ 
（　´ー｀） 

場所はルネッサンスHOTELの近くです。 
日本語で書いた看板があったらソコです！！ｗ 

マラッカに遊びにきたらいってみたいお店の一つですね。 
まだあるかなぁ・・・。 

 
 



マラッカの駐車事情

※　2007年11月06日の記事を再編集してます。

マレーシアではマラッカしか運転しないのでよくわからないのですが。 
聞いた話だとマラッカ特有システムらしいです。 

マラッカは道路の両側に白線がありましてね。 
そこが駐車スペースなんですよ。 

でね。駐車するには予め購入したパーキングチケット　クーポンを 
運転席のところにおいて駐車するんです。 

種類は２種類あって、３０分券と６０分券。 
使い方は簡単で、使用する日付、時間帯をスクラッチで削り、、 
１時間とめたいなら、６０分券１枚、 
２時間半とめたいなら　６０分券２枚と３０分券１枚を置いとけばいいん
です。 

なお、購入はガソリンスタンドで買うことが出来ます。 

なお、これを置いてないと、業者や警察が見回りに来たとき 
罰金のレポートをワイパーに挟んでいきます。 

わたし？　二度ほど挟まれましたｗ（　´ー｀） 

いや、どこで購入かもわからんかったし。 
待ち合わせの人間をクルマで拾うためにちょっと出来心でクルマを離れたのよ・・・。 
２度目はスコールの日で、見回りなんてしないだろうと・・・。 
紙、おもいっきり濡れて文字読めね。 
どうせマレー語で書いてるので読めないんだけど。 
まぁ100RM（3000円程度）は読めたので・・・。 

現地の知り合いに相談したらアドバイスしてくれました〜ｗｗ 

これ警察からの請求じゃないなら、ディスカウントできます！！ 
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無視する人も多いそうです！！ 

ぉぃぉぃ。（・ω・；） 

これＫＬとかには無いシステムなの？？ 
(o・ω・o)?

1   2007年11月06日 22:17
あ、パーキングチケット１時間ので１枚0.6ＲＭ　（１８円程度）です。

 
 
2   2007年11月06日 22:22
KLでは聞いたことないですね・・・。 
中心地以外なら路上駐車天国マレーシア。ご飯時だと両側駐車、その上に重ねた2重駐車が当たり

前ｗｗ

 
 
3   2007年11月06日 22:59
ないないｗ 
マラッカだけよｗｗ 
 
 
4   2007年11月06日 23:07
あ、ごめん、パーキングクーポンっていうんだったｗ 
そっかＫＬにないのか。。 
 
ＫＬからマラッカ来た場合はわからん人もいるんだろうねぇ。。。 

 
これをスマートに運転席に置いてこそマラッカウォーカーですよｗｗｗｗ



マラッカ最安の日本食弁当！

※2007年11月06日の記事を再編集してます。

詳細なマラッカの地図はこちらです。

ちょっとわけアリで過去を振り返りながら。。ｓｎａｋｅｒです。 
基本、過去は老人にでもなってから振り返ろうと思ってたのですが、 
たまにはいいものですね。 

気持ち的には初老だし（ええええ！！ 

さてマラッカにはいくつか日本食屋があります。 

　エクアトリアルホテルにおけるカンパチ 

　マラッカ在住御用達！お好み焼き屋　子喜屋 

　元シンガポールホテルシェフ　まねき猫　 

　etc etc 

しかし、カンパチを含め、マラッカ内では日本食は高級料理の類です。 
そんななか　脅威の値段で日本食弁当をだしているお店！！ 
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それが　サクラハウス　です。 

スタイルは徹底したコンビニ弁当スタイル！！ 
なお、マラッカにもセブンイレブンをはじめとするコンビニは多くありますが 
お弁当というものはありません。 

あるとしたら上記、日本食屋の高級仕出し弁当 
（30RM〜50RM　900〜1500円程度）です。 

さて気になるサクラハウスのメニューは 
おにぎり、やきそば、ざるそば、冷やし中華といったものから、、 
さんま弁当、コロッケ弁当、さば弁当、エビフライ弁当 
さらにはトンかつ弁当(イスラム圏で豚を食べるのは至難の業です） 
といった定番ものお弁当。 
またカレーライス、牛丼、中華丼、カツどん、天丼、うな丼まで！！ 
インスタント味噌汁もあります。 

しかも容器は日本のコンビニと同じような使い捨て。 
お弁当の値段もなんと3ＲＭから8ＲＭ程度（90円〜240円ぐらい） 

そう、屋台料理とほぼ代わらないのです！！ 

気になるお味は、、種類によりますがほぼ日本のコンビニ弁当と遜色なし！！ 
基本的に配達のみの店で、マラッカの日系企業の口コミでお客を確保。 
また常に意見を取り入れて、より日本人の好むスタイルへ変貌しつつあります。 
※焼き魚の味付けを塩ベースにしたり、カツカレーつくったり、カレーうどんつくったりｗ 

一応、お店も開いてるのですが、、、 
行ってみた所、普通の中華系一軒家。 
ガレージにキッチン、テーブルがあって4人程度座れるくらいでした。 
なお、看板すらありませんｗｗ 

普通の民家・・・わからねぇよ・・・・orz 

日本食は高級、そんなイメージを払拭させて安価で気軽に食べれる日本食。 
しかし、なんかこういう新しいビジネス、、応援したくなるなぁ。 
普通に安くて美味しいしね。 



※ただし会社勤めの方へ、 
受け取りはマレー人にまかせちゃだめだよ。 
豚肉あつかうんだから。 
お弁当もマレー人の目の前で広げないように！！ 

長期滞在には一度いかがですか？

 
1　　　2007年11月06日 23:10
つうか屋台系中華料理と同じような材料仕入れて、 
日本料理作れば同じような値段は当たり前。 
 
あとは容器を作ってくれる業者。 
インスタント味噌汁の大量購入。 
 
 
むしろ最近出来たのが不思議な商売ですな・・・。 
それだけ日系企業や日本人が増え続けているということかもしれないですね。



海外と日本、仕事のあれこれ

マラッカで仕事をしていたときと今のわたしに比べてに感じたことです。 
 
 
マレーシア人のなかには日本人以上に働く人もいますが、一般的に残業はしません。※命令があ

れば別ですが。 
 
これはホワイトカラー(事務管理職系)、メタルカラー(理系職)、ブルーカラー(現場作業員系)問わず

極力しない人が多いですね。 
ブルーカラーは残業代が発生してしまうし、サービス残業という考えもありません。 
労働と報酬は等価なのですから。 
ホワイトカラーだって毎日残業しても、仕事熱心だと評価されるわけではありません。 
 
中華系、インド系、マレー系、インドネシア系、ミャンマー系、 
 
入社時から幹部候補とそれ以外の区別(つうか差別)があり、使うものと、使われるものがはっきり

分かれています。 
昇進を考えず、仕事は生活費を稼ぐためにするもの、と割り切っている人も多いようです。 
もちろん差別を乗り越えてある程度の地位につく人もいますけど。 
なにより日本のような年功序列制度がなく２０代、３０代で部長クラスは多いですねぇ。 
うちの会社は英語が出来て日本で研修したものを高く評価する傾向もありました。 
ヒラの作業員から抜擢→日本の工場研修→チームリーダーって流れかな？ 
 
スタートラインは不平等だけど、評価によってある程度の向上が可能ってことですね 
日本はスタートの不平等を見ないフリして、結果を平等にさせる節があるからなぁｗｗｗ 
※話がずれるので下に書いてます。 
 
マレーシアだと組織内での役割分担が明確で、誰かが休暇をとると、 
その人の担当業務が休みの間中ストップすることもありますが、それは当たり前なのです。 
日本だと有給とると周りがフォローってことも多いみたいですね。(妹談) 
エンジニアは、、さらに特殊技能もちは"その人じゃないと出来ない"ってことも多いですけど。 
ここでじゃあ、誰々さんは休暇なしってわけにも行かないのだけど・・・日本だと？？？ 
 
明日の〆切にエネルギー使うよりも、楽しいと思えることに使った方が、きっと充実した生活に

なるじゃないかなぁ。 
フル稼働して会社的にも個人の利益的にも採算あわないことも多いけどねぇ。 



 
 
闇雲にただ頑張るんじゃなく、個人利益や会社の利益、、 
自分の今と未来にとって何が大切か天秤にかけて行動しようと思う今日この頃です。 
 
 
でもなぁ。。。マレーシア人の、のんびりしていて、仕事に対する野心、執着心というものが

希薄ってのは。物価が安く、住居も安く、常夏の気候であるマレーシアでは、生活していくこと

に大きな困難を伴わないから。 
 
って気もします。そのへんに椰子の木ニュキニョキ生えてるし。 
 
 
 
 

なんか、真昼間からおっさんが道路わきで寝てたり、街路樹の椰子の実とって食ってた

ぞｗｗ 
 
 

 
 
※1　日本は人種でいってもぴんと来ないので男女平等と成果主義の話で。 
 
　男性が60kgの荷物をAからB地点へ1回で運びました。 
　女性は重いので3回に分けてAからB地点へ運びました。 
　真の平等な評価とは？ 
 
　①結果は同じなので、男女平等として評価も一緒。 
　②女性は男性の３倍の労働をしている。男女平等として女性の評価は３倍。 
　③女性は男性の３倍の時間をかけている。男女平等として女性の評価は1/3。 
 
　男性をトラック、女性を軽トラックと置き換えて燃料と効率を置き換えて考えるとわかりや

すい。 
　軽で重い荷物は効率が悪いので、予め仕事を適材適所に割り振ればよい。 



　その上で③のように効率と結果で評価をすればいいのですがぁ 
　 
　しかし現在の日本では、軽トラックにも重い荷物を積ませないのは不平等という傾向があるん

だよねぇ。 
　でかつ①〜③を主張する人が多い気がする。



エクアトリアルホテル

多分マラッカで２番手ぐらいの高級ホテル 
※歴史的に老舗がもう一軒あるのよ。 

詳細なマラッカの地図はこちらです。

※2007年11月25日の記事の再編集です

とはいっても利便性やら観光地的にはこっちのほうがいいかもｗ 
なんたってマラッカの中心部に位置する5つ星ホテル。 
ショッピングや観光名所に近く、観光客には大変便利な立地です。 
ホテル内の日本料理レストラン「勘八」は在住の日本人にも人気のレストラン。 
やや高めですけどねぇ。 
もちろん、中心地にあるので歩いて安価なレストランにだっていけます。 

和食、中華、洋食、韓国料理・・・周辺はいろいろと！！ 

なおこのホテル　\8000　程度で宿泊できちゃいますｗ 

http://malacca.blog.shinobi.jp/Category/11/


なお、もっと安いホテルもたくさんありますが・・・・。 
会社のお偉いさん曰く。。。 

利便性、値段、宿泊者の安全性、サービス。 
ココが一番バランスが取れている！！ 

とのことです。 

海外出張者のために手配するホテルは自分で一度宿泊して検討する社長でしたので 
ココは多分間違いはないでしょう。。。 

※それでも部屋によってはハズレがあるそうですが、、 
それもアジア旅行の楽しみということで
 
1   2007年11月25日 18:40
補足：室内の写真がドンだけ探しても無い・・・・メディアごとない 
           
orz
          
2   2007年11月27日 19:34
年末宿泊予定です！ 
出来たら写真ＵＰします☆

 
3   2007年11月28日 21:58
目の前に剛田商店街みたいなとこあるし、 
近場にお食事どころや屋台もあるし便利ですよ〜。

 
4   2008年03月20日 12:23
遅くなりましたが・・・写真ＵＰ

 

http://file.malacca.blog.shinobi.jp/380678225_113.jpg


子喜屋（お好み焼き・鉄板・丼モノ）日本食

詳細なマラッカの地図はこちらです 

※2009年06月07日の記事を再編集してます。

snakerです 
子喜屋（お好み焼き・鉄板・丼モノ）もう書いてたと思ったら、、もしかしてなかった？？って
感じみたいなんで。

マラッカ一帯の日系企業御用達のお店です。 
ママさんが１年に１回は日本に訪れるくらいの日本好きでして、 

日本人も多く訪れるので、リクエストはもちろんのこと、、 

http://malacca.blog.shinobi.jp/Category/11/


海外特有の誤解した日本食ってのがあってもすぐ修正されて、完全な日本食になってます。 

すばらしい。 

ここのお好み焼きは、日本で修行したママさん及び、修行した店員のみがじっくり焼いてくれ
ます。 
いいかえれば、込んでるときは、やたら時間がかかりますが、、、ｗｗｗ 

あとですね。 

マレーシア、マラッカ州ではめずらしくカツどんやカツカレーが食べれます。 
マレーシアはイスラム圏なので豚肉ってのが中々たべれないんですよ。 

ここではガッツりと食べることが出来ます。 

ちょっと場所が初心者にはわかりにくいんですが・・・。 
一方通行の関係で・・・。 

地図を載せるのでご参考に。



マレーシアの印象。

インタビュー！！ 
マレーシア在住のかた、以前、在住されてた方。 
もしよろしかったらお応えできますか？ 
ご検討願います。 

-------------きりとりせんｗ----------------------- 

マレーシアに訪れたきっかけや理由は？ 

海外赴任者同士の仲はどうですか？ 

近所付き合いは？ 

現地の人とは仲はどうですか？ 

外人の異性は魅力的ですか？ｗ 

多国籍なだけあって、現地人同士の争いもあるの？ 

来てみてよかったことは？ 

では、逆に困ったことは？ 

マレーシアの魅力は何でしょうか？ 

日本暮らしの人には内緒（秘密）の事ってありますか？ 

笑い話とか、苦労話とか有ったら教えて下さい。 

憂鬱を教えて下さい。 

実際に生活をしてみて、内情はどんなものでしたか？（ 

マレーシア（海外）で生活するなら知っておいた方が良い事は？ 

その他、言いたい事があったら是非 

これからマレーシアに訪問される方にメッセージがあればどうぞ！ 

■お仕事されている方へ 

給料は？1日どのくらいの時間働いてるの？ 



(日本にいたころにくらべてｘ何倍でも可 

仕事は主にどの様な内容ですか？ 

働いてる人は男性が多い？女性が多い？ 

ここだけの裏話など教えて下さい。 

実際仕事をしてみて、内情はどんなものでしたか？ 
1　　2007年09月25日

■マレーシアに訪れたきっかけや理由は？ 

会社の業務の関係で。 
ちょうど人員整理と組織改正がいろいろあって。 

■海外赴任者同士の仲はどうですか？ 
悪くはないですが、それなりの努力は必要です。 
いわゆるお付き合いというやつです。 
ゴルフさえできれば何にも問題ありませんｗ 

■近所付き合いは？ 
ん〜コンド(コンドミニアム)のお隣さんですら知らないｗ 
エレベータであったら挨拶する程度。 

■現地の人とは仲はどうですか？ 
たまーに飯くいにいったりします。 
赴任者よりかは気を使わなくていいですねぇｗ 

■外人の異性は魅力的ですか？ｗ 
個人的にはちょっと。 
パブやスナックの姉ちゃんもNGです。 
容姿うんぬんじゃなくて、単純に[萌え]の文化のないところで 
「萌え」を求めてもなぁって感じ？ｗ 

■多国籍なだけあって、現地人同士の争いもあるの？ 
微妙な階級主義やら派閥やらｗ 
それは日本でも同じだけどね。 



いい意味でのライバル心ってのもある。 
日本人の若造から見てのってだけで見えないところもあるでしょうがｗ 

■来てみてよかったことは？ 
世界や考えが広がった。 
多少語学が向上。 
度胸がついた。 

■では、逆に困ったことは？ 
予想以上に、英語能力が向上されたと思われてしまうことｗ 
現地にいて困ったのは情報不足やらかなぁ？ 

■マレーシアの魅力は何でしょうか？ 
治安がいい(他の外国に比べ)のと物価が安い。 
ビジネス的には漢字圏内で英語圏でもあること。 
つまり東洋、西洋と展開ができる拠点のひとつ。 

■日本暮らしの人には内緒（秘密）の事ってありますか？ 
警察がマレーシア人(イスラム教徒）なので 
飲酒運転の取締りがないことかなぁ！ 

■笑い話とか、苦労話とか有ったら教えて下さい。 
着た当初にLANボード買いにいって「L」の発音ができず 
紙に書いたことｗ 

ローカルの中華屋台に飯食いにいったら英語がまったく通じない 
お客に通訳してもらったこともｗ 

アニメDVDやドラマDVDを買うと上に地震速報がｗｗ 

■憂鬱を教えて下さい。 
赴任者のコミュニティーは安全ですが極めて狭く付き合いが大変。 
私の場合は上司が日本食とか洋食などしか食べれず。。 
結局お付き合いでいつも同じものを。。 

土日は勝手に出て行って現地のもの食ってたけど。 

個人的な話ですが日本の友達が減った 
まぁいいですけど。 

■実際に生活をしてみて、内情はどんなものでしたか？（ 
思ったより安全。 
思ったよりも娯楽はある。 
思ったよりもネットができて 



思ったよりもウィルスが出回っている。 
そして思ってたよりも「人付き合い」で時間がとられる。 

そして一見ルーズですが意外と合理的にものごと考えます。 
少なくても形式に捉われる日本よりはいいかも。 
ただシステム化はされてないですねぇ。。。 

あと何故かオカマ(っぽいの)が多い。 
マレー系男子はヒゲは男のセックスアピールの象徴みたいになってます。 
ヒゲ＝かっこいい！！ 
でたまーに、マレー系っぽいのにヒゲを剃ってかつ 
シャナリシャナリといかにもって歩き方の人が。。。。 

■マレーシア（海外）で生活するなら知っておいた方が良い事は？ 
某有名旅行雑誌。電圧が間違えて掲載されてて変圧器を違うのもっていっちゃったｗ 
あと、中学生程度の英語レベル。 
英語は第2外国語なので、ある程度の教育を受けた人はみんなカタコトでしゃべれます。 
言い換えれば、高等教育を受けた人間でないと流暢な英語ではありませんｗ 

あとイスラムについての基礎知識。 
郷に入ればなんとやらです。 
あまり気にしない出張者とかいましたが、ものすごくイメージが悪くなります。 
日本で基本的なマナーができてる人は問題ないでしょうがね。 

■その他、言いたい事があったら是非 
海外では意思表示を明確にすること。 
日本みたいになぁなぁでは印象がわるくなります。 
あと自分では伝えた"つもり"でも伝わってないことも多いですので注意ｗ 

■これからマレーシアに訪問される方にメッセージがあればどうぞ！ 
遊ぶにはいいところです♪ 
温暖な気候で、食事もまぁいろいろあります。 
またゴルフ天国なので、ゴルフ好きにはたまらないでしょうね。 
ヤードじゃなくてメートル法ですがｗ 

■お仕事されている方へ 

給料は？1日どのくらいの時間働いてるの？ 
(日本にいたころにくらべてｘ何倍でも可 

1.5倍以上はもらってましたね。 
時間は部課長(ホワイトカラー）と同じ扱いになったので 
残業しようが土日出勤しようが正月フル出勤だろうが一律ですけど。 

あとカレンダー上はうちの会社は土曜は隔週で休みです。 



■仕事は主にどの様な内容ですか？ 
元々エンジニアだったのですが、 
マレーシアではテクニカルアドバイザーという職位につきました。 
まぁ何でも屋さんです。 
工場の生産能力やらの改善がメインですかね 

■働いてる人は男性が多い？女性が多い？ 
女性が多いですね。 
主に工場内は女性。 
ホワイトカラーになると男女１：１かなぁ？ 
あ、もちろん肉体労働の現場では男性が多かったですけど。 

人種もいろいろ、中華系、インド系、マレー系 
インドネシア系、ミャンマー、チベット？？ 

■ここだけの裏話など教えて下さい。 
マレー系の女の子なんですけど、、 
イスラム系は髪を隠すような習慣あるはずなのですが、 
土日はずしてる娘もいます。 

聞いてみると、まぁ人それぞれと親次第だそうで 
ノリ的には学校や親の前ではきちっと制服きるのに 
土日は親に隠れてスカート短くしたり髪染めたりっていう 
日本の女の子の感覚に近いっぽい印象でした。 

■実際仕事をしてみて、内情はどんなものでしたか？（ 
海外からみると物の流通や情報の流れが良く見えます。 
そのせいか日本の対応の遅さやことなかれ主義がばっちし浮きだって見えてｗ 

こっちはこっちでクォリティを維持するのが大変でして。 
そんなに躍起になって仕事をするという感覚自体がないみたいですｗ 
まぁ、飢えて死んだり凍死することはなさそうな国ですからね。 
実際は知らないけど。 

あと日本が異常なのですが、普通は転職がステータスとなります。 
自分はコレとコレとコレをやってきてこんなこともできる！！ 
っというのが自慢になるのです。 
それはいいんですが、専門家を育てた挙句に会社を辞められるのでは 
教育費がバカにならないので、以下に留まらせるかというのにも気を使いましたねｗ

------------------------------------------------------------------------

2　　　2007年09月28日



■マレーシアに訪れたきっかけや理由は？ 

仕事関係で。 
正確には、某・お偉いさんの思いつきでｗ 

■海外赴任者同士の仲はどうですか？ 
つかず離れず・・・これは、日本社会でも一緒では？ 
いわゆるお付き合いというやつです。 
ゴルフ・酒・女の話が出来れば、それなりになんとかなります。 

■近所付き合いは？ 
日本人の多い地域は知りませんが・・・ 
自分は、ローカルの方が住むようなコンドミニアムだったので、売店
のおばちゃんや、クリーニング屋さんのおじちゃんとめっさ仲良くな
りましたよｗ 

■現地の人とは仲はどうですか？ 
仕事柄お付き合いのあるメーカーの営業担当さんや 
お客さん。そして同僚。ゴルフ教えてもらったり、一緒にサッカーし
たり気兼ねなくお付き合いさせていただきました。 
日本人より気を使わず、率直に話が出来てよかったです。 

■外人の異性は魅力的ですか？ｗ 
やっぱ・・・話してみて、なんかいいなぁって娘はいましたよ。それ
は、人種関係なし。 
チャイニーズの女の子の、押しの強さや底抜けの明るさは 
はまりそうになりましたｗ 

■多国籍なだけあって、現地人同士の争いもあるの？ 
あるでしょうねぇ。 
なんたって、マレー・チャイナ・インドの混在地域。 
ない方がおかしいです。 
でも、それが表面化しないのがマレーシアです。 

■来てみてよかったことは？ 
世界や考えが広がった。 
今までは、中国や台湾だけが、自分にとっての外国だったが 
こんな世界もあるということで開眼した気がします。 
あとは・・・少しのマレー語とイスラムへの理解。 

■では、逆に困ったことは？ 
中国語の訛り・スラングがひどくなったこと 
日本的なやり方が合わなくなったこと。 

■マレーシアの魅力は何でしょうか？ 
英語文化圏独特の契約書主体の商習慣と、華僑独特の商習慣が学べた
こと。世界で通用するには、二つの文化を体験することが必要だと思
うので、若いうちにマレーシアで仕事をすると 
本当にいいと思います。 

■日本暮らしの人には内緒（秘密）の事ってありますか？ 
飲酒運転・スピード違反で免停にならないことｗ 

■笑い話とか、苦労話とか有ったら教えて下さい。 
最初の頃全く英語が使えず、同僚のチャイニーズに 



中国語で話して、それをマレー人のお客に説明してもらったり 
マレー語が読めず、中国語で訳してもらったり・・・ 
やっぱ、英語は大事ね。 

■憂鬱を教えて下さい。 
土日や夜の日本人同士のお付き合いが大変だったこと。 
接待ゴルフとかジャパンラウンジとか、まじでいらんｗ 

■実際に生活をしてみて、内情はどんなものでしたか？（ 
初の東南アジア。そして初のイスラム。 
でも、案外馴染めました。 
また、日本のように「あ・うんの呼吸」や「沈黙の了解」という文化
がなく、ざっくばらんに意見交換しつつ物事を進めるのが印象的だっ
た。 

■マレーシア（海外）で生活するなら知っておいた方が良い事は？ 
英語は大事。でも・・・形にこだわらず、どんどん主張すればいい。
また、日本の常識や考え方に凝り固まらず、柔らかい頭で考え、広い
世界を見れるよう心がけたほうがいいでしょう。 

あとイスラムについての基礎知識。 
まぁ・・・マレーシアは、比較的穏健なイスラムなので 
とっつき易いです。人として最低限のマナーを持って 
接すればいいのでは？ 

■その他、言いたい事があったら是非 
海外では意思表示を明確にすること。 
日本みたいになぁなぁでは印象がわるくなります。 
あと自分では伝えた"つもり"でも伝わってないことも多いですので注
意ｗ 

■これからマレーシアに訪問される方にメッセージがあればどうぞ！ 
遊ぶにはいいところです♪ 
いろんな文化に触れることで、自分の持っている視野が広がります。
少なくとも、狭い日本にいて世界のことを論じるよりもマレーシアを
一度見ていただければいいと思いますね！ 

■お仕事されている方へ 

給料は？1日どのくらいの時間働いてるの？ 

残業代なし。 
労働時間は、土日無制限。（実際土日出勤激増） 
日本での年金や現地での住居費や所得税は会社持ちでした。 
それと、携帯やクルマも会社持ち。 

■仕事は主にどの様な内容ですか？ 
Sales executive←平の営業マンｗ 
こんな肩書きで来ている駐在員は、おそらくワタクシだけです。マレ
ーシア全土の日系製造業への工作・鍛圧機器の販売。 
北はペナンから南はジョホール・シンガポールまで。 
マレー半島をクルマで爆走してました。 



■働いてる人は男性が多い？女性が多い？ 
男：６人。 
女：２人。 
全員華僑です。事務所での公用語は広東語と北京語。 
マレーシアというより、中国に来たの？って感じです。 

■ここだけの裏話など教えて下さい。 
マレー人でも、ビールやらワインを飲みます。 

■実際仕事をしてみて、内情はどんなものでしたか？（ 
仕事に対する考え方が全く違います。 
彼らは転職がステータスと考えています。 
日本人のような”愛社精神”とか、そんな言葉は通じませんｗ 
華僑主体の職場でしたので、自分の給料になると見るや 
皆、目の色変えて残業してました。 
また、意思決定の早さを常に求められる局面が多く 
日本本社の決済を待たずに事を運ぶため、後から問題にあり 
往生したこともあります。 
 



出稼ぎ代と英語

※2007年07月05日　の記事の再編集です。

海外生活が終わったあとのお話。

さて、マレーシア生活で使ってた3〜4月分の携帯電話、衛星TV、マンション代の支払いが後日送

金ナンヨー···。

 
 
そのため向こうの口座を4〜5月まで残して、その後に預金を日本に送金。口座解約って手はずで

したが・・・。 
いつまでたっても送金や解約が終わらない。。。 

 
あれ？俺、何か間違った？ Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)

つうか送金！！円安のうちに送金！！！ｗ　おれの出稼ぎ代○○○万〜！！ 
 
 
向こうの会社の経理に聞いてみる。たどたどしい英語でｗ 
(合ってるのか？ｗ) 
 
Dear XXX san 
 
I have request. It about Maybank. 
I would like to transfer my deposit for RM.- to my bank　in Japan. 
Please advise me what I should do to remit my deposit to the bank.　 
I am waiting for your reply by mail 
 
Please give the matter your immediate attention. 
I don't have enough money,..... Please help me. 
 
訳：お願いがあります。銀行口座についてですけど、私の預金を日本に送金したいのですが 
送金について助言お願いできます？　お返事待ってマース。 
できれば早急な対応を、、私はもうお金をあまりもってないので、たすけてーｗ 



 
 
で返ってきたのが 
 
Sorry for the delay. Actually, I'm still waiting for Telekom, Maxis & 
Astro refund of deposit but not received yet. Anyway, due to your urgency, 
I'll proceed to send TT remittance to you by Monday 25.6.2007. OK. 
 
Hopefully can save your life...... 
 
うん。携帯電話、衛星TVの処理おわってないね。6月過ぎなのにｗ

しかも冗談のつもりで書いた最後の一文にも返事来てるね。生活を助けたいってｗ 
 
 
It has always been a pleasure to work with you 
Received your e-mail already, thank you very much. 
訳：ありがとうｗ 
 
で向こうの提案 
 
I've only remitted the amount in JPYx,xxx,xxx/-(RMxx,xxx/-)today. You 
should receive them by Thursday or Friday at the latest 
 
As for the refund from Telekom, Maxis & Astro, I will arrange to pass to 
you cash after receiving the refund after closing the bank account. 
 
I will send to you some forms for you to sign & return to me after you had 
sign them. 
 
Thank you. 
 
 
おーしおしおし♪とりあえずは一部(つうか大部分）送金 
その後は後処理するのでサインかいた書類をやりとり。 
とまぁこんなやり取りしてたのですが。先日マレーでの元上司から 
 
"なんとかこれで生活は大丈夫？"　ってマジレス来ました。 



I don't have enough money,..... Please help me. 
この一文がダメだったのかね？ｗｗ 
軽いノリで書いたけど。。。。こういうニュアンスわかりません。。。 
 
でも4月送金の予定を7月までフォロー無くってのも問題じゃない？？

（´・ω・`）

1　　2007年07月06日 21:25
本当に英語上達されたのですね（・Ω・`） 
 
自分のピンチを的確に英語で伝えられる・・・ 
きっと、またすぐに海外赴任が待っていることでしょうね。



おわりに

本書籍は、以前マレーシアに赴任時代に書いてた仲間内へのmixi日記を、再編集し一般向けへ書き

換えたブログ「マレーシア左遷.栄転？日記まとめ(マラッカマップ」http://malacca.blog.shinobi.jp/
」を再々編集し、電子書籍化したものです。

マレーシアはここ数年間で、大きな経済発展を遂げています。

記事自体が06年くらいの情報なので、今はまた違った顔を見せているかもしれないですねぇ。

とはいえ、マラッカは古都という一面もあります。

夜風に吹かれて屋台でお茶でも飲むような風景はきっと残っているでしょう。

　多分ｗ

さて海外赴任は自分を映す鏡だそうで。 
異文化への適応力。 家族の絆。 仕事の取り組み。友人との関係。 自分の趣味のこだわりや食生活

のこだわり。 言語、宗教。。 日本という守られた生活基盤がすべてリセットされて、ちょっとし

た手間、苦労に遭遇することになります。 

そうなるとどうなるか、怒ったり、焦ったり、、 自分の姿、実力、分際をありのまま客観的に見

ることが出来ます。 

日記を読み返すと、最初のうちは苦労を逆手にとってネタ話にしてましたが、最後のほうは見て

られない雰囲気にｗｗ 

正直、公私ともにいろいろありました。 多少ちやほやされて分際をわきまえなかったりもしま

した。 

http://malacca.blog.shinobi.jp/


今までより責任の問われる仕事で、自分だけでなくローカルスタッフの失敗もフォローする立場

となりました。 
日本サイドとのいざこざもありました。 
出張者の接待もがんばりました。(年間通して来客が来ないのは３週間だけでした） 
今までより、苦労はしてた。 けどそれを理由に逃げてる、いいわけして生きてるなぁっと実感。

。 

で、今でも国内だけど転勤とかなんとか、、で同じような感じに。

ぶっちゃけかっこ悪いね、自分。(・Ω・) もちっとカッコよく生きてみたいものです。 

実は、ブログにも書けない所か、日記にも書けないようなお話も多々ありました。また、夜の街

についてもあえて触れていません（笑）

マレーシアはイスラム圏ですが、、

カラオケ・ラウンジ/ナイトクラブ/カジノ/ホォールハウス/パブ/ヘルス・スパ・・・・他にも海賊

版ディスクが売っていたりと裏の顔が。

まぁ、結局はどこにでもある人が住む「街」なんですよね。

最後になりましたが、この記事に登場するみなさん。物心両面で支えてくれた方々、本当にあり

がとうございました。
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