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特別企画

週末はモールめぐりにレッツゴー！

ショッピングモール特集
食事に、買い物に、そしてちょっと涼みにと、マレーシアではショッ
ピングモールは誰もが週に一度は訪れる娯楽施設そのもの。ご近所に
も、生活必需品がそろう便利でおしゃれな行きつけの「ご近所モール」
があるはずですが、たまには別のモールにも行ってみませんか？ 新
しい発見がきっとあるはず！

Bangsar Shopping Centre
ユニークなカフェなどが次々にオープンしているプラザダマ
ス3とは、
セカンドフロアの連絡通路（写真左端）でつながっ
ていて、楽に行き来できる。

メイン通りから目に付く赤
い「BSC」 の 看 板 が目印。
グラウンド フロアにコン
シェルジュが常駐しており、
タクシーの手配やバレット
サービスなどを頼める。

バザーやイベントがおすすめ！
洗練された雰囲気の大人向けのモール
欧米などの駐在員が̀多く住む高級住宅街、バンサーに位置するバン
サーショッピングセンター。ヘルス＆ビューティー、ファッション、
教育、アクセサリーなど、バンサーならではの洗練されたテナントが
そろいます。なかでも、スーパーマーケットの「Jasons Food Hall」に
は海外ブランドを含めたさまざまな食材がずらり。開放的な雰囲気の
オープンエアのスペースには、カフェやバーなどさまざまな飲食店が
あります。シーズンごとに行われるイベントにも力を入れており、家
族連れにもおすすめ。

品質のいいセレクトショッ
プが 多 い。 こだわりの 品
揃えのスーパーマーケット
「Mercato」はグラウンドフ
ロアにある。雑貨やこども
服などを売る小さなブース
がファースト＆セカンドフロ
アにたくさん出店しており、
見て周るのが楽しい。

おすすめ情報

LOGO
285, Jalan Maarof, Bukit Bandaraya,
03-2094 7700 /
59000 KL
10 am-9 pm
03-2093 5555
www.bsc.com.my
bangsarshoppingcentre

Hartamas Shopping Centre

モールにもあるようなブランドはほとんどなく、質のいいこだわりのアイテ

Publika

ムをそろえた個人経営のセレクトショップが多いのが他のモールとの大きな
違い。アクセサリーなども、ここでしか買えないものを見つけられるのでギ

生活に必要なサービス充実
生活密着型の「ご近所モール」

フトにも喜ばれそう。プラザダマスの敷地内に大学があるので、若者向けの
などジャンルもさまざまなアイテムがそろう。

ハタマスショッピングセンターは、コンドミニアムや商業施設を含む「プ

和食レストラン「楽膳」
、ゴージャスなインテリアのわりに手頃な価格の
中華レストラン「グランドインペリアル」
、日本人にも人気のインド料理店

気のコンドミニアムが多いハタマスエリアで最も集客力の高いモールのひ

「Malabar Place」など、和洋中、カフェやデザートなど、種類も価格帯もさ

とつ。
「ご近所モール」を自称するだけあって、外国産の食材がそろうスー

まざまなレストランがあるので、だれとでもどんなシチュエーションでも

パーマーケットの「Mercato」
、DIYショップの「Home-Fix」
、家電ショッ

ちょうどいい店が見つかるはず！

LOGO
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No.60, Jalan Sri Hartamas 1,
Sri Hartamas, 50480 KL
03-6201 6553
10am-10pm
www.hartamas-sc.com
Hartamas Shopping Centre

アートがコンセプトのショッピングモール、パブリカ。人気ブランドのブ
リティッシュインディアやセレクトショップのエフィークチュール（Ef f ie
Couture）などのショップや、落ち着いた雰囲気のカフェ、各国料理の
レストランなど200軒以上のショップが並ぶ。なかでも、多くの輸入食
は人気。常設ステージがあるThe Squareや、アートギャラリー MAP

で事足りる。書店の「times」
、おもちゃ屋の「Toys R Us」や体操教室「The

女性にとって重要なファッション系のショップは、意外なことにどこの

アートをテーマとするパブリカな
らではのアート関連のバザーが毎
月開催されている。ハンドメイド
やビンテージ雑貨が販売される
ほか、アーティストやミュージッ
クのパフォーマンスも行われる。

材を揃えるスーパーマーケットのベンズ（Benʼs independent grocer）

プ「SenQ」
、眼鏡店、両替店などがあり、生活必需品はほぼこのモールだけ

な生活を過ごしたい方にぴったり。

アートとイベントが盛りだくさん
流行の最先端を行くおしゃれモール

アイテムはもちろん、こども服、シニア向けやパーティードレス、テーラー

ラザダマス」のなかにあるショッピングモールです。日本人など外国人に人

Little Gym」
、大人も通えるヤマハ音楽教室など文化的な施設もあり、豊か

イベントスペースで定期的に開催される
イベントは要注目！ 手作りアイテムな
どが人気のバザー「Seek & Keep ‒ The
BSC Artisan Market」 は、9月26日
〜28日、10月31日〜 11月2日に開催。
そのほか、ディパバリやハロウィン、ク
リスマスなどのイベントが予定されてい
る。季節ごとのデコレーションも必見！

おすすめ情報

などでひんぱんにアクティビティーやイベントが開催されるのも魅力。

モントキアラ、バンサー、TTDIなど日本人が多く住むエ
リアから車でアクセスしやすいハタマスショッピングセン
ター。常連客の多くが徒歩圏内に住んでいるので、駐車
場に比較的空きがあり、駐車しやすいのは大きなメリッ
ト。週末でもラクラク駐車できるので、ゆったりと過ごし
たい家族連れにもおすすめ。
ロシア産のダイヤを使ったローカルデザイナーのジュエ
リーショップ、エキゾチックなパキスタンの家具＆小物店
など個性的な店が多く、ウインドーショッピングも楽しい。
モールが隣接するプラザダマス3にも個性的なショップや
カフェが多いので、合わせてチェックしてみて。

おすすめ情報

No.1, Jalan Dutamas1, Solaris
Dutamas1, 50480 KL
03-6211 7877
10am-9pm
www.publika.com.my
Publika

ショッピング以外にも注目したいイベン
トがたくさん。毎週月曜午後8時から無
料で映画鑑賞ができるMovie Monday
をはじめ、毎週日曜の午前中（7時〜
10時）
に行われるWheelie Sundayでは、
パブリカが無料で貸し出している自転車
でサイクリングを楽しめる。時間中は
交通規制がされているので、お子さん
も安心して楽しめる。
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1 Mont' Kiara
より便利に、よりスタイリッシュになった
モントキアラの日本人御用達モール
モントキアラのコンドミニアムが立ち並ぶ一画に位置し、気軽に歩いて
日本人利用者が多いモール
だけあって、日本食レストラ
ンが充実。麺屋神風、寿司
三昧、パスタ三昧、すき屋、
こだわり麺やなどさまざま
な種類の日本食が楽しめる。
日本の食材がそろう正直屋
やRM4.90均一の徳屋なども
ある。

行ける「モントキアラのご近所モール」の代表ともいえる1モント。大規
模な改装を終え、9月6日にリニューアルグランドオープンを迎えます！
こども服やこども用のジムのほか、美容やファッション、さまざまな日
本食レストランなど、家族で楽しめる施設が充実。日本食の食材を多
く取りそろえるスーパーマーケットのヴィレッジグローサー、H&Mや家
電のハービー・ノーマンや書店のボーダーズなど人気テナントが満載！

おすすめ情報

9月6日のグランドオープン当日
には、人気アーティストが多数
出演するイベントが開催される。
ルーフトップがイベント会場で、
夜には花火も打ち上げられる。
今後もさまざまなイベントが開
催されるそうなので、要注目！

1, Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 KL
03-6203 0615
10 am ‒ 10 pm
1MontKiaraMall
concierge@1mk.com.my

The School by Jaya One
子ども連れの家族が利用
しやすいように考えて作ら
れているため、 おむ つを
替えたいときなどに使 え
るMomʼs room や、Dadʼs
lounges、子連れのお母さ
ま専用の駐車場などのうれ
しい施設がそろっている。

こどもの教育がコンセプトの
マレーシア初、教育ショッピングモール！
Jaya Oneにあるショッピングモール「The School」はこどもの興味や
好奇心を育てるために、
「遊びを通して学習する」がコンセプトのワン・
ストップ・センター。
「Centre for Asian Photographers」などのワーク
ショップほか、YAMAHA（音楽）や語学教室などの教育系テナントが
入居。レストランやスーパーなども充実しています。10月〜 12月には、
キッズ対象のイベント（科学、技術、数学、アートなどを紹介）が開催
されるので、ご家族皆で行ってみては？
おすすめ情報

No. 72A, Jalan Universiti, 46200 PJ
1-700-81-9099
10am-10pm
leasing@TheSchool.my
www.TheSchool.my
theschool.my

ne の
Jaya O 舗！
新店
注目の

親子で楽しめるイベントが充実！
例えば、毎 週日曜日の朝10 時か
ら 午 後3時 ま で、The School の
グランドフロアで行われる「Sun
Day Out」
。室内サイクリングイベ
ントで、3 〜 7歳のこどもを対象に
自転車や三輪車を無料で貸し出し
してくれる。親も自転車を持参す
れば、一緒に参加も可能。

Tokyo Avenue

日本の食料品の品揃えに自信あり！
トーキョーアベニュー１号店がオープン！
日用品から食料品、インテリア雑貨、アニメグッズやDVDまで、日本
広 々とし た 店 内 は、 価 格 が
RM4.90 〜 RM6.90のコーナー
と、それ以外の価格のエリア
に分けられている。通路が広
めなので、すれ違うのも大変、
ということがなく、こども連れ
でもラクにショッピングが楽し
めそう。棚が低めで、商品が
手にとりやすいのもうれしい！

の商品がいろいろそろうショップがJaya Oneにオープン！ 食品の品
揃えが豊富で、お菓子やレトルト商品はもちろん、飲み物やアルコー
ル類も充実している。マレーシアで「100 Yen Shop」を経営している
会社の新ブランドだけあり、日本の100円ショップ Seriaのオシャレ
な雑貨も取り扱うなど品揃えが抜群。日本でも話題のシリコン素材の
スチーマーなど、レンジを活用する手抜き調理アイテムも豊富なので、
1人暮らしの強い味方になりそう。
おすすめ情報

Lot No.100-P2.001, Level P2, The
school, No.72A, Jalan Universiti,
Jaya One, 46200 PJ
03-7496 6201
10am-10pm

日本のアニメの正規グッズやDVDにも
要注目！ 「進撃の巨人」
「ワンピース」
「ナルト」など海外でも人気のアニメの
キーホルダーやクリアファイルが手に
入る。DVDは旧作から今人気の作品ま
でそろっており、しかも日本よりも割
安なので要チェック！
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