
 
 アエ．ヒタン（AYER HITAM）セラミックス、陶器の町  

ジョホールバルから南北高速道路に入り、約95 KMくらいのとこにあり、町の人口は約４０００

人くらいで、様々な人工造花から、庭飾り物、家庭用品、お皿、トイレ用品までもセラミック

ス、陶器製品のつくりはマレーシアで一番有名な街です。  

なぜアエ．ヒタンをご紹介する？世界遺産―マラッカへいく中間にあり、ツアー日がだんだ

ん高くなって行く時代で、他社と料金の勝負以外、他社ができないツアーコースで勝負があ

ると思います。ジョホールバルにも関わらず、そこで 学校交流、SSHとSGSプログラム、ホ

ームビジット、ホームステイ等 修学旅行が体験できる事はアエ．ヒタンにもできる以外、

出来ない事があります。例えば：マレーシアで一番大きなセラミックス陶器工場、コーヒー

工場、日本と韓国へ輸出する天ぷら工場とシャップロッシ家電日系企業訪問や、そして、牧

場でDIYと自然環保学習等や、大自然勉強のジャングルトレッキング等が可能です。  
 

 
 成功は他人にはできないことを先に催行があり、とスーピトと完璧な催行は成功へ道があ

ると思います ！！！  

 

 

                           

 

 

 



企業訪問 

 
会社名 ：CLAYTAN GROUP  

宛名 ：57th Mile JALAN JOHOR. 86100 AYER HITAM. KLUANG, JOHOR  

TEL : +607-758-1201/ 1202 Fax: +607-758-1175/ 1825  

Email : http://www.claytangroup.com/  

CLAYTAN はマレーシアで最大の陶製工場です。衛生陶器は硝子体磁器と火粘土 2 種類の製品

で、食器類は陶器、硝子体磁器、石器と純粋な磁器 4 種類の製品で、パイプはガラスにされ

た粘土パイプ（標準的な VCP のものとジャッキング・パイプ）の 2 つのタイプです。

CLAYTAN グループの製品の 70%は、オーストラリア、日本、ヨーロッパ、英国と USA に輸

出されています。30％はアジア太平洋と ASEAN 地域の市場にも進出しています。  

History of the Claytan Group  

The late Mr. Tan Soon Heng, a native Teochew from the southern province of Guangdong, China 

founded CLAYTAN in 1920 when he came to the then Malaya during the 1st World War at the turn of 

the 20th Century. Armed with the craftsmanship of a generations-old tradition in ceramics, he 

started a cottage workshop in Segambut, Kuala Lumpur.  

1935 saw the birth of Johore Pipe Company (“JPC”) when the late Mr. Tan moved south to Ayer 

Hitam, Johor to set up a small plant of 20 persons to produce subsoil pipes for the Public Works 

Department and the Health Department in Malaya and Singapore, and latex cups for rubber estates 

in the southern region In 1957, Mr. Tan Chong Cheng took over the helm of JPC from his late father 

to realize the latter's dream and vision. Over the decades since, under his charge, the CLAYTAN 

Group has grown from strength to strength. 

Today, CLAYTAN is the only surviving pioneer in the ceramic industry in Malaysia and the most 

diversified manufacturer of ceramic products consisting of sanitary ware in two types of body 

(vitreous china and fire clay), tableware in four types of body (earthenware, vitreous china, 

stoneware and fine china) and two types of vitrified clay pipes (standard VCP's, and jacking pipes). 

70% of the Group’s products are being exported to Australia, Japan, Europe, the UK and USA. The 

Group is now turning its attention to the market in the Asia Pacific and ASEAN region. The world is 

our market ... it is our “Long March” from the 20th to the 21st Century. 

 

http://www.claytangroup.com/


Show Room & factory view 

 

    

 

  



 

SHARP MANUFACTURING CORPORATION (M) SDN BHD  

Address: Plo-225 Kawasan Perindustrian Sri Gading, Batu Pahat 83009, Johor  
Wed site: https://www.sharp.com.my/docs/SRSSC%20Corporate%20Profile_s.pdf 

  

https://www.sharp.com.my/docs/SRSSC%20Corporate%20Profile_s.pdf


 

会社名 ：KLUANG COFFEE POWDER FACTORY SDN BHD  

宛名 ：76 JLN BESAR. 86000 KLUANG, JOHOR  
Email : http://www.kluangcoffee.com.my/ 

 

          Kinds of coffee bean                          Production area 

 

 
 

ブラックコーヒーと白いコーヒーの区別ばご存知ですか？ 

 

 

http://www.kluangcoffee.com.my/


アエ．ヒタン村 

ホームビジット/ステイ 
 

       アエ．ヒタン市から東へ、バスで約15分の所にある、マレー系住民の村へ訪問して

みませんか？ マレーシア総人口中、６５％はマレー系で、彼らの農村は、都会と違って 単

純の生活をしてあります。野菜園や、畜農業や、お餅を作り等家内産業をしてある家庭が多

いです。総面積約１６０ヘクタールのアエ．ヒタン村は人口は約3000人で、550軒セッタの

村です 

  

       村で日帰りホームビジットと１泊２日ホームステイの体験パーゲージとも行ってい

ます。この体験により、マレー人の料理を作り、そして伝統的、日本にはない独特な食事文

化、お箸を使わなくて、手を使って 食事をします。また民族衣装の試着にも訪れた人々に

深い印象を与え、良い思い出が残って帰国の好評があります  

 

この様な村に入って、マレー住民たちの伝統生活習慣や、文化や、家内産業や、地元料理等

をお作り等を体験して 見ませんか？ 

 

 
               マレー民家                                 マレー民家 
 

 
               マレー民家                               リビングルーム 

 



１．人口と基本的設備  

人口は、約3000人。村にある基本的な設備としては、電気、水道、診療所、舖裝道路、学

校、幼児園、集会所、寺院、多目的ホール、インターネットＷｉ-Ｆｉ等が有ります。 

 

２．病院  

村には大きな病院は、有りませんが、事故や急病に備えて １か所の24時間診療所が有りま

す。県立大形病院はホームステイの村から車で約20分くらいの所にあります。 

 

    
 

3．食事  

ホストファミリーは、殆どマレー系回教徒の人々ですからホームステイの期間中、豚肉やア

ルコール類等の食べ物は一切禁じられています。 

  

4．日常活動  

アエ．ヒタン村の約90％の土地は 農業に利用されています。（農園、油ヤシ園、ゴム園、

ココナッツ園、果物園等）村の多くの人達は農業、公務員、漁業、小産業（鶏、牛、魚等の

養殖）等に従事しています。 

 

 
            マレーお餅を作り体験                         油やしの収穫 

 

 



 
              油やしの実                             ゴム樹液をとる体験 

 

5．ホストファミリー  

ホストファミリーは、殆どマレー系回教徒の中級階級の人達です。多くの人々は日本語は出

来ませんが、簡単な英語を話せます。特に若い世代の人達は、英語が話せますので、コミュ

ニケーションの支障は、有りません。ホストファミリーの人達は、多くの外国人（アメリカ

人、ヨーロッパ人、日本人等）を、迎え入れた経験を持っています。日本人のお客様は、８

年以上お世話しています。 

 

 
          ホストファミリーと記念写真              ホストの子供達と記念写真 

  



6．村の訪問活動が見学と体験できるもの：  

 マレー料理を作る  

 マレー人生活習慣  

 マレーの楽器  

 マレー伝統ゲーム  

 マレー武術  

 マレー結婚式  

 マレー衣装試着  

 マレーの食文化  

 他等  

 

   

                                         


